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【不織布マスク着用と入院時PCR検査へのご協力を】

　当院では、ウイルスの飛散を防止する効果が高い不織布マスクの着用を来院される
すべての方々にお願いしております。
　また、入院される全ての患者様に新型コロナウイルス感染症の検査を実施していま
す。ご理解、ご協力を、お願いいたします。

　2021年4月に仙丸副院長が、日本内視鏡外科学会のロボット
支援手術プロクター（消化器・一般外科）に認定されました。本
資格は術者として標準的な技量を取得し、他者によるロボット支
援手術を円滑且つ安全に指導できる指導者（プロクター）を認定
するものです。直腸分野での取得は道内で7 人目となります。

　鼠径ヘルニアは、男性では３人に１人の割合が一生のうちに
かかるとされています。2019年7月に開設したヘルニア外来は
今年６月で２年が経ちました。小児から高齢者まで幅広い年代
の方が受診されております。何か気になる症状などございまし
たらお気軽に受診ください。

ちょっと気になる病の話

～直腸分野では道内で7人目 ～

仙丸副院長が
「ロボット支援手術プロクター」に

ヘルニア専門外来開設から２年

① ブレスト・アウェアネス
～乳房を意識する生活習慣を～
　外科・消化器外科医長　齋藤　崇宏

② 間質性膀胱炎の新治療
～膀胱の痛みや頻尿はありませんか～
　　　　　泌尿器科部長　立木　仁

副院長　外科・消化器外科部長
仙丸　直人　医師

不織布マスクで鼻と口を
しっかり保護して着用してください

外科・消化器外科　主任医長
（専門分野：ヘルニア・一般外科）
パウデル　サシーム医師

～来院時は、布・ウレタンマスクの使用はご遠慮ください～

※不織布マスクをお持ちでない方は、正面・救急玄関自動販売機または売店で購入できます
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抗菌薬は正しく服用を
外出自粛による運動不足の解消を
夏バテの予防は食生活から
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理念 思いやりの心を大切にし、
安全で信頼される医療の提供を目指す 基本方針

1. 自己研鑽に努め、良質な医療とサービスを提供します
2. より安全性の高い、働き甲斐のある職場環境を目指します
3. 地域医療連携のもと、健全な経営体質を築きます



ブレスト・アウェアネス
～乳房を意識する生活習慣を～ ■日本外科学会外科専門医

■日本乳癌学会乳腺認定医
■検診マンモグラフィ読影認定医

外科・消化器外科　医長

齋藤　崇宏 医師
さい　 とう たか　 ひろ

ちょっと気になる病の
話①

「ブレスト・アウェアネス」とは
　自分の乳房の状態に日頃から関心をもち、乳房を意識して生活することをいいます。これは
乳がんの早期発見・診断・治療につながる、女性にとって非常に重要な生活習慣とされています。

４つのポイントをセルフチェック！
　乳房チェックは着替えや入浴、シャワーなどの際に自分の乳房を見て、
触って、感じることで乳房を自覚することです。乳房チェックは必ずしも
しこりを探す（自己触診）という行為は必要ないとされています。日々の
生活で乳房を意識することが大切です。
　気をつけるべき乳房の変化は以下の４つのポイントです。

2年に1回は乳がん検診を！
　乳がん検診の最大の利益は、早期発見により乳がんの死亡率
が減少することです。乳がんは女性のがん罹患率第1位の病気
であり、9人に1人が罹患するとされています。40歳代と60歳
代にピークがあり、40歳以上の女性に対してマンモグラフィを
使用した乳がん検診が勧められています。
40歳になったら必ず２年に１回は検診を受けるように心がけ

ましょう。

乳房に異変を感じたら、
外科外来にご相談ください

　患者さんの中では、しこりに気づいても乳がんと診
断されることに過度な不安を抱き、受診をためらって
いたという方もいらっしゃいます。ですが、治療は早い
段階で行った方が体や費用の負担が少なく済む傾向
にあります。乳房の異変に気付きましたら早めに医療
機関へご相談ください。
　当院では２人の乳腺認定医を中心に患者さんと十
分な話し合いを行ったうえで治療を行っております。気
になる症状がありましたらお気軽に受診ください。

外科　外来診療予定表

月　　火　　水　　木　　金

午前

乳がん
検診 －○

【受付時間】    8:30～11:00
　　　　　　（診察時間 9:30～）

【お問合せ】　☎0143ｰ44ｰ4650（病院代表）
　　　　　　（15：００～16：30）

○ ○ ○ ○

－ － ○

○

国立がん研究センターがん情報サービス
「がん登録・統計」（全国がん登録）より

　乳房の変化が必ずしも乳がんの症状というわけではありません。しかし、気づいた変化が初期症状の
こともあります。なるべく早い段階で医療機関を受診することで、早期に治療を受けることができ、乳
がんが治る可能性も高くなります。

① 乳房・わきのしこり
大豆や小豆など煮る前の豆くらいの硬さが
あるしこりを感じた場合、すぐに医療機関
を受診しましょう。痛みなどがない場合が
多いです。

② 乳頭からの分泌物
入浴などの際に、下着にシミが付いてない
か見てみましょう。赤黒いシミなどが付く
場合、医療機関を受診しましょう。

③ 乳頭のびらん・ただれ
乳頭や乳輪の皮膚のびらん・ただれなどは
皮膚の病気以外に乳がんの症状のこともあ
ります。

④ 皮膚の引きつれ・へこみ
乳房の皮膚がへこんだりしていないでしょ
うか。乳がんによる皮膚の変形の可能性も
ありますので、すぐに医療機関を受診しま
しょう。

女性のがん罹患数
　　　　　（2017年度）

１位
２位
３位
４位
５位

乳がん
大腸がん
肺がん
胃がん
子宮がん

Topics 当院で、精度の高い乳がん検診を
  令和2年2月より、乳がん検診の精度向上・維持
を目的とした日本乳がん検診精度管理中央機構
のマンモグラフィ検診施設・画像認定施設の認
定を受けています。
女性の検診マンモグラフィ撮影認定放射線技

師7名と検診マンモグラフィ読影認定医師を中
心に毎週火・木曜日に検診を行っておりますので、
お気軽にご相談ください。

乳がん検診の予約から結果報告まで
①予約

お電話でのご予約となります
☎0143-44-4650（病院代表）

②受診
お着替えをご用意しているので、
普段の服装でかまいません。

③結果
後日、郵送となります。受診が
必要と判断された場合は、当院
からお電話をさせていただきま
す。

室蘭市における乳がん検診の助成制度のご案内
室蘭市が実施する制度を利用することで、費用の一部が補助されます。

・受診の際は、必ず健康保険証をご持参下さい
・令和3年度中に41歳になり、市の検診を受け
　たことがない方は、市から送付されます無料
　クーポンをご利用下さい

※乳がん検診は予約制です（午後のみ）　

検査内容 マンモグラフィ
（乳房レントゲン撮影）※2年に一度

自己負担額 2,200円

対象者 40歳以上の
奇数（1・3・5・7・9・11）月
生まれの女性

2021年度
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間質性膀胱炎とは？

新たな治療法が保険収載

泌尿器科　外来診療予定表
月　　火　　水　　木　　金

午
前

午
後

福多福多 立木立木

立木 福多

小笠原

－ －－
【受付時間】
  8:30～11:00
※月曜日は10：00まで
※診療は9:30から

間質性膀胱炎の症状を改善へ
■日本泌尿器科学会専門医
■泌尿器内視鏡学会泌尿器
腹腔鏡技術認定医　他

　泌尿器科　部長

立木　仁 医師
たちき ひとし

ちょっと気になる病の
話②

～ジムソ膀胱内注入療法を開始～

尿を我慢したときの痛みや頻尿で悩んでいませんか？

　間質性膀胱炎は膀胱壁の粘膜下層に慢性的な炎症が
起こる原因不明の病気です。症状は主に尿を我慢したと
きの下腹部や膀胱の痛み、頻尿などがあります。頻尿の
症状が重い場合は、1日に20回以上もトイレに行くなど
の悩みを抱えている方もいます。
　細菌が原因の急性膀胱炎とは症状が似ていても治療
法が異なるため、診断が難しいとされています。尿に異
常は出にくく当院では問診や検査で他の症状である可
能性を省いてから、最終的に膀胱鏡検査で診断します。
男性よりも女性に多くみられますが、罹患者はそれほ

ど多くはありません。

　これまでは麻酔をかけて膀胱内に水を注入して水圧をかける膀胱水圧
拡張術が行われていましたが、繰り返し治療が必要となる場合も多く、患
者さまに少なくない負担がありました。
　新たな治療法は2021年4月に保険収載されたジムソという医薬品を
使用します。間質性膀胱炎は２種類あり、必ずしもすべての治療にジムソ
が適応となるわけではありません。

ジムソ膀胱内注入療法
　適応となるのは間質性膀胱炎のうち、ハンナ型とい
う特徴的な膀胱鏡所見を呈する病態に限られます。

治療は膀胱に尿道カテーテルを挿入し、
ジメチルスルホキシド溶液を１回当た
り１バイアル50㎖、２週間間隔で、６
回1セットで注入します。

　主な副作用としては注入に際しての膀胱痛があり、
あらかじめ局所麻酔薬を膀胱に注入することもあります。
　ジムソを用いた治療で症状が改善した後、再度、症
状が悪化した場合は再治療も可能です。

● まずはご相談ください ●
　当院泌尿器科では既に５月より胆振地域で
初となるジムソを用いた治療を開始しています。
気になる症状のある方、間質性膀胱炎でお悩
みの方はお気軽にご相談下さい。

【お問合せ】
☎0143ｰ44ｰ4650
   （病院代表）
（15時～16時30分）

間質性膀胱炎治療剤
ジムソ（杏林製薬ＨＰより）

同じ抗菌薬が効かない薬剤耐性菌だけが多く残る
（免疫だけで減らしきれない）病原菌 薬剤耐性菌

細菌を完全に排除
（薬剤耐性菌は免疫で消滅）抗菌薬の不十分な服用、

または飲み忘れると…

　今後もみなさまへ、抗菌薬についての提案や
お薬の飲み方を分かりやすく発信していきます。

～ＡＳＴの取り組み～
　当院では2019年よりAST（Antimicral 
Stewardship Team：抗菌薬適正使用支
援チーム）を結成
し、抗菌薬の適正
使用により入院患
者様の薬剤耐性菌
を減らすための活
動に力を入れてい
ます。

佐藤薬剤師が専門資格を取得
　2021年３月１日付で日本化学療法学会
の抗菌化学療法認定薬剤師の認定を受け
ました。抗菌化学療法において、より深い
知識をもち、感染症の種類や患者さんの体
質・病態に最適な薬物療法を有効かつ安全
に行うことのできる薬剤師として認められ
るもので、西胆振では３人目となります。

薬剤部　佐藤 文哉

抗菌薬と薬剤耐性菌の関係

～抗菌薬と薬剤耐性菌について～
抗菌薬は正しく服用しましょう

　抗菌薬は細菌を直接壊したり増殖を抑えるお薬です。飲み薬はもとより注射や塗り薬など、たくさんの
種類があり「抗生剤」や「化膿止め」とも呼ばれ、細菌による病気の治療になくてはならないお薬です。
2016年には厚生労働省から抗菌薬を正しく使用するための計画が作られるなど、その使い方は重要視
されています。その理由は薬剤耐性菌を抑えるためです。
　薬剤耐性菌とは抗菌薬が効かなくなった細菌のことで、薬剤耐性菌が増えすぎてしまったり、薬剤耐性
菌が原因の病気にかかると、有効な抗菌薬が減るため治療に支障をきたします。

薬剤耐性菌を抑えるために
　薬剤耐性菌は抗菌薬を必要以上に使用するなどの不適正な使用が原因といわれております。例えば、
以前は風邪薬と併せて抗菌薬が出されることがありましたが、現在はほとんど使用されません。風邪の
原因はほとんどがウイルスであり、ウイルスには抗菌薬の効果がないからです。風邪の治療として抗菌
薬が使用されなくなったのは、薬剤耐性菌を抑え細菌による重い病気になった時に治療（抗菌薬）の選択
肢を増やすことにつながります。
　抗菌薬は決められた量や日数分をきちんと飲み切り、自己調整や余った分を取っておくことはお止め
ください。また、抗菌薬の飲み方が不十分な場合も薬剤耐性菌を増やすので注意が必要です。

抗菌薬を飲むと…

抗菌薬を正しく服用すると…➡ ➡

➡
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生活スタイルが変わってから運動不足になっていませんか？
　新型コロナウイルス感染症拡大防止策のために不要不急の外出自粛が呼びか
けられている中で、健康管理に有効な運動が不足している方が多いと思われます。
特に肥満、高血圧、糖尿病や心臓病などの基礎疾患がある人は運動不足により
重症化しやすい傾向にあります。可能な範囲で毎日の生活の中に積極的に運動
を取り入れましょう。

外出自粛による運動不足の解消を！

感染対策をしっかりとした上で、無理せず、少しずつ体を動かす機会を増やしていきましょう。痛みなどが
ある方は、かかりつけ医にご相談ください。

65 歳以上の方の 1 日当たりの歩数
の目標は男性7000歩、女性6000歩
となっております（厚労省より）

散歩や体操で
全身を動かす

できる回数やセット数を決めて取り
組んでみましょう

スクワットや
段差昇降を
やってみる

少なくとも30分に1回は立ち上がっ
て身体を動かすとよいでしょう

座っている
時間を減らす

１日45分間の運動を週3～5回行うことが最も効果があります。
１日に3時間以上であったり、月に23日以上行っている人は、運動のし過ぎとも言われています。

リハビリテーション科 主任  理学療法士　藤原　誠嗣

スポーツ庁のホームページに掲載されている「感染症対策による活動制限・運動不足の長期化による影響」に
よると、次のような項目が紹介されています。

▼発育・発達不足
▼転倒による寝たきり
▼フレイルロコモ※1

※1）フレイルロコモのフレイルとは加齢に伴い身体・精神・社会的能力が低下して健康障害を起こしやすくなった
　　状態のことであり、ロコモとは運動器の障害により移動機能の低下をきたした状態のこと。

▼ウイルス感染への不安
▼ストレス蓄積
▼体重増加

▼腰痛・肩こり・疲労
▼体力の低下や体調不良
▼生活習慣病の発症・悪化

できる運動からはじめよう
ムリせず、続けることが大切です！

どのくらい運動すればいいの？

Step 1

Step 2

Step 3

ポイント

ポイント

ポイント

栄養科 主任 管理栄養士　牧野　恵理香

　夏の暑さに身体が順応できず現れる様々な症状のことを、一般的に「夏バテ」
と呼んでいます。主な原因とその症状は、体内の水分・ミネラル不足による脱水
症状、食欲低下からくる栄養不足、暑さとエアコンによる冷えの繰り返しからくる
自律神経の乱れがあげられます。

食生活から

水分補給で脱水症状を予防しましょう
成人では体の約60％が水分と言われており、普通に生活して
いても、汗や尿などで身体から毎日水分が失われてますので、
特に暑い日は、こまめに水分を補給しましょう！

1日3食、バランスの良い食事を心がけましょう
１日に必要な栄養は、炭水化物、脂質、蛋白質、ミネラル（ナトリウム、カリウム、カルシウム、鉄など）、ビタミン類
等がありますが、１つの食材で１日分の栄養すべては補えません。主食だけ副食だけにならないようにバランス
の良い食事を意識し、十分な栄養を摂ることで疲労回復を図りましょう。

ジュース類
糖分が多いため飲み過ぎに注意しましょう。糖分が多い
飲み物をたくさん飲むことで、お腹がいっぱいになり食
事がたべられなくなってしまうかもしれません。お水も
飲みましょう。

偏　食
夏はそうめんやサラダ、すいか、アイス等さっぱりしたものが
好まれますが、そればかりでは栄養が偏りがちになりますの
で注意が必要です。お肉やお魚、卵や大豆製品などの蛋白質
も加えましょう。ごはんは、酢飯にしたり、しそやごまなどを
混ぜても食べやすくなります。

欠　食
朝食などを欠食してしまうとそれだけで体を動かすエネル
ギー源が不足し、栄養を十分に摂ることが出来なくなります。
できるだけ1日3食を心がけましょう。

ビールなどのアルコール類
抗利尿ホルモンの分泌が抑制され尿を多く
出す作用があります。そのため実際に飲ん
だ量よりも多く水分が排泄されるといわれ
ています。 ※七訂食品成分表参考算出

1杯＝200㎖

20.4ｇ２2.8ｇ２０ｇ

サイダーコーラオレンジ
ジュース

ジュースに入っている糖分量

は
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N E W S

【不織布マスク着用と入院時PCR検査へのご協力を】

　当院では、ウイルスの飛散を防止する効果が高い不織布マスクの着用を来院される
すべての方々にお願いしております。
　また、入院される全ての患者様に新型コロナウイルス感染症の検査を実施していま
す。ご理解、ご協力を、お願いいたします。

　2021年4月に仙丸副院長が、日本内視鏡外科学会のロボット
支援手術プロクター（消化器・一般外科）に認定されました。本
資格は術者として標準的な技量を取得し、他者によるロボット支
援手術を円滑且つ安全に指導できる指導者（プロクター）を認定
するものです。直腸分野での取得は道内で7 人目となります。

　鼠径ヘルニアは、男性では３人に１人の割合が一生のうちに
かかるとされています。2019年7月に開設したヘルニア外来は
今年６月で２年が経ちました。小児から高齢者まで幅広い年代
の方が受診されております。何か気になる症状などございまし
たらお気軽に受診ください。

ちょっと気になる病の話

～直腸分野では道内で7人目 ～

仙丸副院長が
「ロボット支援手術プロクター」に

ヘルニア専門外来開設から２年

① ブレスト・アウェアネス
～乳房を意識する生活習慣を～
　外科・消化器外科医長　齋藤　崇宏

② 間質性膀胱炎の新治療
～膀胱の痛みや頻尿はありませんか～
　　　　　泌尿器科部長　立木　仁

副院長　外科・消化器外科部長
仙丸　直人　医師

不織布マスクで鼻と口を
しっかり保護して着用してください

外科・消化器外科　主任医長
（専門分野：ヘルニア・一般外科）
パウデル　サシーム医師

～来院時は、布・ウレタンマスクの使用はご遠慮ください～

※不織布マスクをお持ちでない方は、正面・救急玄関自動販売機または売店で購入できます

○ ×

抗菌薬は正しく服用を
外出自粛による運動不足の解消を
夏バテの予防は食生活から
はぁとNEWS
不織布マスク着用と
入院時PCR検査へのご協力を
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理念 思いやりの心を大切にし、
安全で信頼される医療の提供を目指す 基本方針

1. 自己研鑽に努め、良質な医療とサービスを提供します
2. より安全性の高い、働き甲斐のある職場環境を目指します
3. 地域医療連携のもと、健全な経営体質を築きます


