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日本泌尿器科学会専門医 

  

 

 

 

 

  

 大きな特徴が無症候性肉眼的血尿です。痛みはないが肉眼で尿に血が混じっているのが分かった場合は要注意！初

期ではこの血尿は自然に消失してしまう事があるので、病院に行かず放っておく人がいますが、腫瘍が進行してくる

と痛みや血の塊が尿に交じるようになり、慌てて病院へということになります。一方、血尿とともに痛みや頻尿の症

状がある場合は、膀胱炎や尿路結石などの病気が疑われます。検査は膀胱鏡検査を行います。尿道口からファイバー

スコープを導入して膀胱がんかどうかを検査します。男性は尿道が長いので柔らかく細いファイバースコープを使い

ますが、みなさんが想像されるほど苦痛はなく、検査は数分で終わりますので、怖がらないでくだ

さい。他にレントゲン検査やＣＴ、ＭＲＩ検査を行う場合もあります。  

 また、内視鏡で腫瘍の一部を採取し顕微鏡で診断もしますが、多くの場合は治療とかねて経尿道

的膀胱腫瘍切除術（ＴＵＲ-Ｂｔ）を行います。 

 

 

 

 膀胱は粘膜と、その奥の筋肉の二層で成り立っており、がんの進行状態により治療方法が変わり

ます。まず、粘膜にできた早期がん（筋肉に浸潤していないがん）の場合は、先述した内視鏡下に

よる経尿道的膀胱腫瘍切除術（ＴＵＲ-Ｂｔ）で治療が終了し、後は経過観察を行います。 

 粘膜壁を貫き、筋層に浸潤しているが、他所には転移していないがんは、膀胱全摘出を行います。 

男性は膀胱と前立腺を、女性は膀胱、尿道、子宮、膣の一部も摘除します。尿をためる膀胱を摘出するので、尿路変向を行います。その方法

としては左右の尿管を皮膚につなぎ、腎臓までカテーテルを入れて排尿する尿管皮膚瘻、回腸の一部を切り取ってそこに左右の尿道をつな

ぎ、その回腸の一端を皮膚につないで排尿する回腸導管造設術、また、長めの腸管を利用して代用膀胱を造設し、残した尿道とつないで排尿

を可能にする方法（ネオブラダー造設）があります。ネオブラダー造設法は合併症のリスクが高くなり、高齢の方などにはお勧めしません。 

 また、全身状態が悪かったり、尿路変向をしたくないなどの理由で膀胱全摘除手術ができない場合は膀胱温療法として抗がん剤を動脈内に

投与し、放射線治療を併用する場合もあります。進行転移がんの場合は、全身抗がん剤療法を行います。当院では抗がん剤のジェムザールと

シスプラチンの２種類を組み合わせたＧＣ治療を行っています。 

 以上、膀胱がんの初期症状から治療まで述べましたが、早期発見が最も大切です。血尿が出たらすぐに専門医に受診してください。 

 

 

 

泌尿器科手術一般にすべて対応しており、手術日は火曜日で月曜日、水曜日、木曜日の午後にはESWL（体外衝撃波尿路結石破砕術）を行って

います。ESWLはSIEMENS社のモジュラリスが導入されており腎、尿管結石破砕手術で良好な成績を得ています。 

  

 

 

 

 

 

                      

※学会、手術などにより、医師の変更（休診・代診）となる場合がございます。 

 

● 初期症状と検査 

● 泌尿器科のご案内 

 

 
 

  月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 

午 午 午 午 午 午 午 午 午 午 

前 後 前 後 前 後 前 後 前 後 

1診 

小山 小山 － 吉岡 小山 小山 木山 小山 小山 － 

（予約検査） （予約検査） 受付 

（11：30迄） 

（予約検査） 受付 

（11：30迄） 

● 治 療 

膀胱がんについて 医師入職のご案内 インフルエンザ各地で発生 地域医療連携室からのご案内 

まちの保健室 
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 当センターでは、脳神経外科・脳血管内治療科・神経内科の3科がそれぞれの長所を生かしつつ、協力し合っ

て脳卒中治療に当たっております。 

 24時間365日、必ず脳専門の常勤医が病院に待機しており、看護師・放射線技師などのコメディカルスタッフ

の協力のもと、頭部CT、頭部MRI、脳血管造影などの検査、及び脳血管内手術、開頭手術も可能な体制で脳卒中

治療に取り組んでいます。緊急性の高い、脳出血・くも膜下出血においても、24時間緊急手術が可能な体制を敷

いております。  

 また、脳血管内治療指導医と専門医が常勤しておりますので、例えば脳動脈瘤の治療法として、開頭手術によ

るクリッピング術と脳血管内治療によるコイル塞栓術のどちらでも可能な体制にあり、患者さんにとってより良

い治療を受けて頂くことが可能です。 

脳血管内治療科  川上
かわかみ

 理
おさむ

 先生 

２０１６年１月１日入職 

 ・脳・脊髄・神経センター 脳血管内治療科 

 ・慣れない事も多いですが、頑張りますので宜しくおねがいします。 

 当院では専門のスタッフが、最先端の装置を駆使する

ことによって的確な診断を迅速に行い、それによって患

者さまが適切な治療を早く受けていただけるよう、"早期

診断、早期治療"をモットーに診療に従事しています。 

 さらに、これらの検査や治療を受けられる患者さまの不

安や苦痛をできる限りやわらげるよう、スタッフ一同努

めています。 

平成27年 救急来院患者数 

脳・脊髄・神経センター 診療実績 

高度ＩＶＲ(Interventionalradiology)治療 

病名 術式 
2013年 2014年 

件数 件数 

 手術総数(ガンマナイフ除く） 307 306 

脳神経外科的手術の総数 237 243 

 脳腫瘍  摘出術 生検術 12 14 

 オンマヤリザーバー留置術 2 2 

 くも膜下出血（主として破裂脳動脈瘤）  クリッピング術 
17 18 

 未破裂脳動脈瘤  クリッピング術 5 5 

 脳動静脈奇形  摘出術 1 1 

 頸動脈狭窄症  頸動脈内膜剥離術 0 0 

 頭蓋内動脈狭窄、閉塞症  バイパス手術 8 6 

 高血圧性脳内出血  開頭血腫除去術 11 11 

 神経内視鏡的血腫除去術 13 18 

 急性硬膜下血腫・急性硬膜外血腫  開頭血腫除去術 17 3 

 慢性硬膜下血腫  穿頭血腫除去術 54 66 

 水頭症  シャント術 18 22 

 神経内視鏡的脳室穿破術 1 0 

 脊髄疾患 腫瘍摘出 椎弓形成 椎弓切除術 
5 8 

顔面痙攣 三叉神経痛 難治性高血圧症  神経減圧術 
28 28 

 減圧術後骨欠損  頭蓋骨形成術 18 7 

 脳ヘルニア、脳腫脹  減圧術+脳切除術（内減圧） 13 4 

 その他 14 30 

脳神経血管内手術総数 70 63 

 くも膜下出血（主として破裂脳動脈瘤） 10 13 

 未破裂脳動脈瘤 14 9 

 脳動静脈奇形 3 1 

 閉塞性脳血管障害 14 14 

 頸動脈狭窄症 15 16 

 その他 14 10 

ガンマナイフ（脳定位的放射線治療） 238 239 

 腫瘍 228 222 

 脳動静脈奇形 5 9 

 三叉神経痛 5 4 

 その他 0 4 

外科

治療

43%

内科

治療

57%

治療分類



 

 

 

 

 

  
  予防の基本は、手洗いとうがいです。 

 これが一番重要。感染は完全には防げませんが、感染率はぐっと減ります。 

 手洗いはせっけんを使って15秒以上じっくりと行うのが望ましいです。 

 指と指の間や手首、親指のまわり、爪の間までしっかりと洗うように心がけましょう。 

 うがいは、のどの粘膜に付着したウイルスの排除だけではなく、のどを潤し、乾燥を防ぐ 

 効果もあります。空気が乾燥する季節だけではなく、日常的にうがいを行うように習慣付 

 けましょう。 

  そのほか生活習慣を規則正しく行うこと。疲れや睡眠不足で体力を落とした状態では、ウイルス 

 に感染しやすくなります。十分な睡眠とバランスの良い栄養をとりましょう。 

● まずは予防 

 
  

 インフルエンザが、全国的な流行を示す「警報レベル」となっ

ており、当院でも1月末からインフルエンザを疑う患者さんが多く

来院されています。 

インフルエンザウイルスは、呼吸とともに体内に侵入し、  

のどや気管支、肺で急激に増殖していきます。 

感染すると、1から5日の潜伏期間を経て、38度以上の高熱や 

頭痛、関節痛、筋肉痛など全身に強い症状が急に現れます。 

併せて、のどの痛み、鼻汁、咳などの症状も見られます。健康な

人であれば、その症状が3から7日間続いた後、治癒に向かいま

す。 

 

 インフルエンザウイルスは患者さんの咳・くしゃみによって 

気道分泌物の小粒子（飛沫）に含まれて周囲に飛散。この小粒子

の数については１回のくしゃみで約200 万個、咳で約10 万個とい

われています。その際、比較的大きい粒子は患者からおよそ1～

1.5m の距離であれば、直接に周囲の人の呼吸器に侵入してウイル

スの感染が起こる（飛沫感染）。また、患者の咳、くしゃみ、鼻

水などに含まれたウイルスが付着した手で環境中（机、ドアノブ、スイッチなど）を触れた後に、その部位を別の人が触

れ、かつその手で自分の眼や口や鼻を触ることによってウイルスの感染が起こる（接触感染）。 

 

 感染の多くは、この飛沫感染と接触感染によると考えられているが、飛沫核感染（ごく細かい粒子が長い間空気中に浮遊

するため、患者と同じ空間にいる人がウイルスを吸入することによって起こる感染）も、状況によっては成立することがあ

ると考えられています。 

● 施設内感染予防のため 

 城山病院では施設内感染予防のため、１階エントランス及び救急総合医療センターにマスク自販機を設置させて頂い

ており、また拡大防止ポスター等でも皆さまにお知らせしています。 

【１階エントランス】 

【救急総合医療センター】 

【拡大防止ポスター】 



 

 

 

 

〒583-0872 大阪府羽曳野市はびきの２－８－１ 

患者サポート部 地域医療連携室 

福祉医療相談員（ＭＳＷ） 
    Tel 072-958-1000（代表） 

    Fax 072-959-0800  

    担当：梅原、三浦 

 

＜関連病院・施設＞ 

医療法人春秋会 介護老人保健施設 きし 

脳神経外科 外科・消化器外科 形成外科 眼科

神経内科 消化器内科 美容外科 皮膚科

心臓血管外科 乳腺外科 血液内科 放射線科

循環器内科 肛門外科 腎臓内科 救急科

内科 整形外科 泌尿器科

麻酔科 リハビリテーション科

 

 

 城山病院 地域医療連携室では、かかりつけ医の先生方と城山病院を結ぶお手伝いをしております。 

日々、かかりつけ医や他の医療機関から当院へ診察・検査・入院の依頼（ご紹介）を受け、予約や院内への連携を行っています。 

初診で受診される場合に加算される保険外併用療養費が免除されます。 

 ※必ず紹介状と保険証をご持参ください。 

  （健康保険証は毎月1回、窓口にて確認させて頂いております。） 

地域医療連携室のご利用で 

 城山病院では、２月１０日に臨床実習の一環として「町の保健室」が行われました。 

【参加された学生さんの感想】 

「今日からはじめよう感染症予防」というテーマで患者さんに、風邪やインフルエンザなどの

感染症から体を守る方法について健康教育をしました。咳エチケットや免疫力を高める食べ物

についてのクイズや「きらきら星」の歌に合わせて患者さんと一緒に手洗いを行い、また免疫

力を高めると言われている根菜を使ったレシピや正しい手洗いの方法を紹介した資料を配布し

ました。 

 患者さんと交流を図っていく中で、安心感のある表情や声のトーン、話すスピードを心掛けました。 

一人でも多くの方に感染症の予防方法を伝えられるよう試行錯誤をしていくうちに、相手の立場にたって物事を考える大切さを

学ぶことができました。患者さんからは、「これなら楽しく手洗いができるね」、「今

日の昼食に作るね」と言って頂きました。この「町の保健室」が健康を見直すきっかけ

となり、毎日を健康に過ごして頂けたら嬉しいです。 

 養護教論を目指すうえで、とても貴重な体験をすることができました！ 

 【四天王寺大学 教育学部】 

 濱口 真奈美さん   山本 あづみさん 西田 舞さん     中谷 瑛里子さん 中本 彩葉さん  

 奥井 詩織さん     田中 友貴さん    岡崎 優依さん   開田 真由さん    井上 瑞穂さん 
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