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1前立腺が肥大し､尿道を圧迫する《機械的に》

肥大した前立腺と尿道
勝耽

前立腺肥大症の
診断と治療について

弛緩

前立腺の平滑筋に

q,受容体が増加

尿道が過敏に収縮

↓

TUR‑P施術過程

肥大症の診断と治療ついてお話
します︒

症状は卵才代半ば頃より
徐々に始まる尿勢低下・残尿
感・頻尿・夜間頻尿・尿意切迫感

などが主なものです︒診断は自

覚症状︵図Ｉ４１１ＰＳＳ参
照︶を主な判断材料として︑残

尿測定や尿流量測定で排尿状
態・排尿効率を評価するととも
に︑検尿・直腸診・前立腺腫傷
マーカー︵ＰＳＡ︶検査︑また必
要に応じてエコー・ＣＴ・勝肌内

視鏡検査などを行い︑前立腺肥

可

肌結石などの除外診断を行い
ます︒

前立腺肥大症による排尿障

害の原因は︵図１１参照︶肥大

症による尿道の機械的通過障

害とα１受容体の増加による

尿道の機能的通過障害といわ
れています︒

現在はα１遮断薬という薬

が効果的で︑これに頻尿や尿意

切迫感などを抑える抗コリン剤

という薬を組み合わせることで

排尿や蓄尿の障害をかなり改

善する事ができ︑薬物療法が治

療の第一選択となっています︒

；
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国際前立腺症状スコア(I‑PSS‑部改変）

祢尿途中に側蛭も.、

治療につきお話ししました︒

以上︑前立腺肥大症の診断と

ています︒

に行える確立された手技となっ

療効果が高くまた比較的安全

ＵＲｌＰ︶が主流と思われ︑治

うな経尿道的前立腺切除術︵Ｔ

が︑現在は図１２．３に示すよ

手術法はいくつかあります

す︒

ゆるせば手術療法を検討しま

な場合にのみ︑患者様の体力が

なく生活に支障をきたすよう

り返したり︑排尿障害の改善が

時︑例えば尿がつまる尿閉を繰

【図−4
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前立腺癌・尿道狭窄・勝肌癌・勝

灘

薬物療法の効果が不十分な

起きましたか？

︑４

【図−2

今回は男性の排尿・蓄尿障害

に敏感に反応して､緊張･収縮することにより、
尿道を圧迫する｡《機能的に》

の原因として最も多い︑前立腺

2前立腺の中にある平滑筋といった筋肉が神経

大症と同様の症状を呈しうる
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今春｢東芝16列マルチスライスCT｣を導入
芝社が開発した製品で高精細

今年５月に導入しました︒東

﹁岨列マルチスライスＣＴ﹂を

クで は ︑ 高 精 細 で し か も 高 速 の

いぶり腎泌尿器科クリニッ

り︑検査効率と精度の向上を

性能と世界最先端の技術によ

方向の撮影範囲などすぐれた

軸方向幅検出器︑最長の対軸

ライス幅と︑同じく最大の対

スキャンのほかにも︑最小のス

高い導入メリ ツトに期待！

描出 を は じ め ︑ 世 界 ト ッ プ レ ベ

当クリニックでは︑﹁医療は

実現しています︒

に最速のスキャン時間による
サービス﹂の理念に基づき︑利

ルの 性 能 を 誇 る 機 器 で す ︒ さ ら

検査時間の短縮で︑検査対象
用者にとって最良の医療を実
現させるべく︑機器の更新を図

ｒＬ

看護主任会代表辻和子

目的として︑年４回の研修会を行っ

境や日常生活に関わるお話から

助手者がおり︑患者様の生活環

ました︒去る６月型日に今年度第一

ミュニケーションなどの研修を行い

昨年は職業倫理︑食事介助︑コ

ています︒

診察に携わる補助を行っており

回目の研修会を行い︑﹁生き生きと

当クリニックには︑人の看護

ま一％

のストレス解消方法﹂について︑グ

した職業人らしく業務に当たる為

と呼ばれていますが︑看護チー

ループワークを取り入れたディス

看護助手者とは一般に﹁助手﹂

ムのメンバーとして重要な役割

カッションを行いました︒また︑リ

ラックス方法のひとつとしてプット

を担いま︷鬼

看護部では主任が中心となっ

マッサージの実技も体験してもらい

ました︒

て助手教育にあたっており︑①
看護師の指示のもと責任と自覚
りがいを持って業務にあたるこ

﹁自分だけがストレスを抱えている

ラックス方法を知り参考になった﹂

参加した助手からは﹁みんなのリ

と︒③スタッフ間が連携し︑チー

のではないことを知り安心した﹂な

を持って行動出来ること︒②や

ムカを持って行動出来ることを

どの声が聞かれ︑とても有意義な研

修会となりました︒

当クリニックに勤務する助手は経

験年数に差があり︑日常勤務する職

場も異なることから︑この研修会は

助手全員が集まる貴重な場であり︑

情報交換に大切な場でもあります︒

今後とも私たちは地域の皆様に

安心してご来院いただけるクリニッ

クを目指し︑スタッフ教育にも積極

的に取り組んでいきたいと思ってお

ります︒
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者への負担軽減など導入メ
リットには大きいものがあり

鶴認鯉鰯麟診

器だけで行うものではありま

せんので︑常にス
タッフ一人ひとりが

可スキルアップに努
スめ︑クリニック全体

可のレベルが向上し
冠ていくよう努力し
ルます︒

反ご利用される皆
価様の立場で気にな
畦ることがございま
入したら︑遠慮なくご

韓意見をお間かせく
たださい︒満足度アシ

新プにつなげたいと
考えております℃

年4回開かれる看護助手研修会

りました︒もちろん︑医療は機

嵯鰐鐘

護助手研修会の開催；
看

ま−％

導入したＣＴは世界最速の

隷識：
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汚人が出席し︑竹内副

感旬残思鱈恩跨汽卿

伊達地方腎友会
バス旅行開催

鳴らないピアノ

が︑東京雲術大学出身でなけれ

まえばそれまでだが︑﹁程がある﹂

○⁝大きな勘違いといってし

一文があるそうだ︒

約に﹁東京雲大出身者に限る﹂の

あのドイツ製︒その貸し出し規

ド・ピアノ︑メーカーは超有名な

に導入されたコンサート・グラン

代︑ある地方に実現したホール

用ホールが次々と建設された時

いう︒雨後の筒がごとく音楽専

あるコンサートホールにあると

○⁝嘘か本当かは定かでない

伊達地方腎友会のバス旅
行が７月４日行われ︑当ク
リニック職員を含めた羽人
が参加しました︒この日は
朝からハッキリしない空模
様でしたが︑参加者は元気

ば弾いてはならぬピアノが︑と

23人が参加したバス旅行

一杯に初夏の一日を楽しみ
ました．

行き先は登別の亀田公園
と︑室薗水族館︒道内最古
の歴史を誇る室閏水族館で
はシンボル魚のアブラボウ
ズ︑餌付けされたトドを見
学しました︒個人の庭園と
して整備された亀田公園で
は見事な植栽に見入り︑会
員相互の交流を深めていま
した︒

とはこのことだろう︒この会場

では海外ピアニストのコンサー

トはほとんど無理だ︒理由は説

明しなくとも分かる︒役人が考

えるジョークは本当に面白い︒

も学歴偏重というか︑妙な方向

することもできないが︑それで

が第一義なので︑全面的に非難

﹁大事に使いたい﹂という願い

○⁝原因は大変高価な備品を

笑うしかない︒
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開院６周年祝賀会を開催
いぶり腎泌尿器科ク今年の会には坪院長
リニックの開院６周年はじめ役職員合わせて

を祝う祝賀会
を７月３日午
後︑伊達市内
のホテルロー
ヤルを会場に
開院時の理念を忘れる
院長の開会あいさつ︑

開きました︒
ことなく︑さらにレベ

れ︑結果に一喜一憂す

なったゲームも行わ

祝賀会では恒例と

がっていました︒

が咲き︑大いに盛り上

た思い思いの話題に花

地域医療の充実を願っ

見が交わされるなど︑

の業務について熱い意

当初の思い出話や日頃

各テーブルでは開院

仲山副院長の乾杯で幕

す︒

の時期に開いていま

ルの高い医療の提供を

和気あいあいな雰囲気で開かれた祝賀会

開けしました．

阿,Ⅶ

目指す目的で︑毎年こ

開会あいさつする

るなど終始和やかな雰

詣
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竹内副院長

に力が加わったものだ︒﹁チエッ

ク機能が働かなかった﹂が一番

の問題だろう︒大いなる間違い

に気付き︑問題の一文が削除さ

○⁝この種の問題や勘違いは

れていることを心から願う︒

結構ある︒芸術そのものが勘違

いだらけの代物といってもよさ

そうなくらいだ︒ピアノに限っ

ていえば︑調律も然り︒ソ＃とう

ｈは同じ鍵盤となり︑当然音程も

一緒になるが実際は違う︒純正

調音階では微妙に違ってくる︒

ピアノ調律は平均律なのと︑構

造的問題で一緒となるだけだ︒

○⁝優秀な調律師は演奏され

る曲や作曲者により︑微妙に調

律を変更し︑違いを埋める︒専

属の調律師を同行する演奏家も

いるほどだ︒芸術は懐が深いか

ら︑勘違いが発生する︒この調

律にしても知識がなければ超

一流の優秀な調律師も下手くそ

呼ばわりされてしまう︒

○⁝心眼で見抜くことが困鋤難

であるから︑経歴にこだわって

しまうのか？最初の問題はこん

なところから発生したのでは幸は

いだろうか︒﹁東京雲大卒で↑め

れば︑間違った使い方はしない

だろう⁝﹂と︒楽器は鳴らして

はじめて価値がでる︒その機へ五

を潰せるのは神だけ︑しかも号云

術文化に高低はなく︑それを︲人

間が判断することでもない︒

二租雲

透析看護に感心をもち
当クリニックへ移り３年

目︑﹁大変だがやりがいが

あり頑張れる﹂と使命感に

燃える︒生まれは積丹ブ

ルーと呼ばれる輝く青色

の海に囲まれた古平町︒

高２のとき︑親の進めも

あり看護師を志し︑東京の

看護学校へ進学した︒卒業

後は札幌と︑夫の地元であ

る室簡の総合病院でキャ

リアを積んだ︒透析看護
は奥が深く﹁勉強の連続﹂
と努力する︒

豊かな自然に恵まれた
地で生まれ育ち︑中学から
卓球に熱中︒一方でそろば

んにも傾注し中学２年の
とき２段を取得︑それ以
上を目指すにも指導者に
恵まれず断念︑子育ても落

高校卒業後︑働きなが
ら准看の資格を︑３年前に

は正看を通信制で取得し
た努力家だ︒生まれも育
ちも洞爺湖温泉という風
光明娼な土地で過ごし︑豊

かな自然景観から純粋な
人柄を育まれたようだ︒

看護師は高校の恩師の
すすめ︑旧虻田町の病院
などで経験を積み︑﹁看護
レベルをあげたい﹂の一念
で︑専門病院である当クリ
ニックへ１年前に転院して
きた︒﹁この１年は勉強の

連続︑国家試験受験より
勉強した﹂と振り返る︒

休日は３年前から始め
たゴルフが楽しみ︑﹁良い
ストレス解消法です﹂と楽
しそうに笑い︑﹁コースに
出る機会を増やしたい﹂と

開院と同時に放射線技

師としてスタート︒出身は

旭川︑青森の大学で学び資

格を取得した︒前任は地
元の病院に勤務︑結婚を機

に室蘭へ転居し︑当クリ
ニックに就職した︒

小学生時代からバレー

ボールに熱中︑小柄なハン

デをジャンプカでカバー︑
レフトアタッカーとして活
躍︑６年生のときには全国
ベスト脂の実績を誇る︒中
学では全道出場︑高校では

旭川実業など強豪ひしめ
く旭川地区でベスト４と
輝かしい戦績を残した︒
現在は２児の母として︑

可愛い盛りの子どもたち
のため頑張る働き者のお
母さんに徹している︒技師
経験は約７年︑﹁不信感や

不安を与えないよう注意
してます﹂と女性らしい配
慮に心がける︒﹁ここは先

生方が良い意味で先生ら
しくないのがいい﹂と明る
い職場をアピールした︒

幸穂透析室看護助手
四戸

鍵蕊

謝普淫

§

毒
蝋

知りになり楽しい﹂﹁注意

きた︒﹁患者さんとも顔見

たい﹂と使命感も芽生えて

極的になり︑﹁続けていき

分に合っているかも﹂と積

あったわけではないが﹁自

看護助手は特に関心が

外向きな性格に変った︒

ナム旅行へ出かけるなど︑

時知り合った友人とベト

務め︑プラス指向へ︒この

達市の英語劇スタッフを

知った︒ボランティアで伊

ニケーションの楽しさを

に目覚めました﹂とコミュ

手を理解しようとする心

英会話を習いはじめ﹁相

いうから驚きだ︒

激しく︑暗い性格だったと

幼少のころは人見知りが

商業で学んだ︒意外にも

伊達出身で︑高校は室雷

近感を抱けるタイプ︒地元

印象的で︑初対面でも親

テンポ感の良い口調が

鋳綴鍵鍵

力が散漫にならないよう

確認第一で頑張ります

ちさと病棟看護師

山田

さらに上のレベルを目指したい

ち着く今後︑﹁再度挑戦し
たい﹂と意気込む︒

﹁患者さんの意思を第一

にしたケズ会話に心がけ
たい﹂と看護のレベルアッ

1琴

気分転換を図っている︒

i罵誌

プと︑細やかな配慮を忘れ

I甥1

豊鰐鰐鑑臨

元気よく答えた︒

確認第一で頑張ります﹄と

﹁あっという間の六年﹂

が開院以来からの率直な
感想という井川課長・外
資系薬品メーカーからの
転身には︑何の迷いもな

かったという︒

出身は歴史の薫り漂う

浪漫の街・函館︒高校まで

地元で暮らし大学進学で
札幌へ︑卒業後薬品メー

カーに入社︑ＭＲ︵医薬情

館︑札幌を渡り歩き︑伊達

報担当︶として青森︑函

合った︒

日赤病院も担当︑当時勤
務医だった坪院長と知り

﹁当時から評判が高く
腕のいい先生で通ってい

た﹂﹁独立開業でスタッフ

として誘いを受け︑二つ返

事で飛び込みました﹂と運

命の縁を振り返る︒私生活

では独身で︑こちらの縁は

まだまだの状況だ︒

﹁開院準備のスタートか

れ︑これを励みに﹁微力な

ら携われたことをうれし
く思う﹂と充実感にあふ

がら当院の発展に貢献し
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たい﹂と頑張る︒
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ない優しさを見せた︒
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充実感を大切に…

孝生事務部総務・医事課長

井川

﹁ミスなく安全に﹂を
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モットーに﹁一生続けたい
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仕事﹂と︑さらに上のレベ
ルを目指し︑持ち前の粘り
強さで頑張っている︒
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働きやすい職場環境に感謝
やよい放射線技師

赤谷

奥深い看護の体感で勉強の連続
高橋カンナ透析室看護師
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スタッフ紹介
心の通う医療を追い求めて
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