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斗南病院だより

斗南病院は財団法人日本医療機能評価機構より、平成 24 年 4 月 6 日付で「バージョン 6.0 一般 200 床以上 500 床未満」の認定を受けています。
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実　際　例
　60 歳代女性の方で、検診にて便潜血陽性を指摘され当科を受診し、
大腸 3D-CT 検査を希望されました。大腸 3D-CT 検査でポリープを認
め、切除しました。

　大腸 3D-CT 検査は、新型のマルチスライス CT を利用した新し
い大腸の検査方法です。ガスの注入によって大腸を拡張させ CT で
撮影する苦痛の少ない検査です。大腸内視鏡検査のように内視鏡を
肛門から挿入したり、注腸バリウム検査のように肛門からバリウム
を注入し頻回に体位変換を行って撮影するということがありません。
短時間で高精細な画像を得ることができます。このため、米国の大
腸がん検診ガイドラインにも推奨されています。
　日本でも、平成 24 年 4 月から保険適応となり、その普及が進ん
でいくと思われます。当院でも、便を標識したり、炭酸ガスを用い
たり、低被曝撮影など、世界で最新と思われる方法で撮像します。
　またその読影に関しても、道内でも数名しかいない米国放射線学
会のガイドライン基準を満たす訓練を受けた読影医が、その世界的
な標準読影法にもとづいて読影・診断を行います。これにより世界
レベルの大腸 3D-CT 検査をご提供できます。

最新の大腸疾患における

診断と治療
大腸3D-CT検査

日本人の大腸がんの患者数は、食生活の欧米化も伴い年々増
えていることはご承知の通りです。毎年 3 月は世界的な大腸
がんの啓発月間となっています。
診断方法は、従来から行われている大腸内視鏡検査が一般的
でしたが、最近、新しい検査法が広まりつつあります。
今回ご紹介するのは、この新しい検査「大腸３D-CT 検査」です。

検査は、通常のCT 検査と同じです。
新型マルチスライスCT（上写真奥）
で撮ったデータを、診療放射線技師が
画像処理し３D 画像を作成します。
その３D 画像（下写真）を訓練を受け
た読影医により、読影・診断が行われ
ます。

Q　検査はどのように行われる？

Q　世界レベルの読影・診断って？

2009 年からはじまった日本初となる
多施設共同臨床研究 (JANCT)に当院
も参加しており、レベルの高い検査、
診断が受けられます。

この記事に対するお問い合わせは、
消化器内科外来までお願いします。
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A new technology CT colonography
大腸 3D-CT 検査の良いところ、悪いところ
　通常の大腸内視鏡検査と比べて以下の点が優れています。
　・検査が短時間で終了する、
　・体位の変換も１、２回で済むことが多い、
　・大腸内視鏡検査のように麻酔薬を注射することがない、
　・拡張ガスに CO2 ガスを用いるので一時的にお腹の張る感じがあるが、持続して苦痛となることはない、
　などの点で、大腸内視鏡検査より苦痛が少ないと言われています。
　同じ条件で検査をすると、大腸 3D-CT 検査は大腸内視鏡検査の 2.5 分の 1の苦痛度と報告されてい
ます。安全で 5L 以下の CO2 ガス注入量であれば大腸穿孔等の偶発症はほとんどないことが分かってい
ます。
　また大腸 3D-CT 検査は精度の高さが実証されており、通常の大腸内視鏡検査が見落としやすい大腸
の曲がり角やひだの裏などの病変をみつけることが可能です。
　実際に内視鏡を挿入するわけではないため、大腸内視鏡検査に不安感や抵抗感のある方、実際に検査
が困難であった方々に適しています。

　一方、欠点はというと以下のようなことがあげられます。
　・実際に大腸内視鏡を挿入するわけではないため、実際の色の判定や組織を取ることができない、
　・CT を用いる検査のため、わずかだが X 線被曝がある、
　・一時的に大腸を CO2 ガスで膨らませるため、一時的なお腹の張り感がある、
　・平坦な病変や 5mm 以下の病変を見つける能力は大腸内視鏡検査と比較して劣っている、
　などです。
　検査を受ける方にとっては「被曝がある」ということに不安を抱かれることも多いと思いますが、従来
の胃や大腸のバリウム検査と比較しても、その被曝量は少なく、大腸 3D-CT 検査に伴う被曝の欠点とこ
れにより大腸がんがみつかり救われる利点とを比較すると 24 から 47 倍の利益があるという報告がありま
す。
　病変を見つける能力についても、大腸内視鏡治療が必要となる 6mm 以上の病変は多くが診断可能と
なっています。ただ、大腸が便で満たされているとうまく診断できませんので、大腸をきれいにする処置
は検査前に必要です。これがうまくいっていないと正確な診断はできません。一般にこの前処置には、苦
痛や不快感を伴いますが、近年このような前処置を改善する工夫が世界で進んでおり、近い将来、これ
についても改善されることが期待されます。

北海道新聞　平成 24 年 10 月 30 日朝刊

メディアでも取り上げられました

当院と道立羽幌病院を結んで、この大腸３D ｰ CT 検査を
用いた新しい大腸がんの検診が始まっています。

消化器内科　平山眞章（副診療部長）
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しきしま乳腺外科クリニック　　院長　敷島裕之

住　　所 札幌市中央区北 4 条西 3 丁目
　　　　  札幌駅前合同ビル 8 階
電話番号 011-208-6000（代）
診療科目 乳腺外科
診療時間 月火水金　9:30 〜 13:00、14:30 〜 18:30
 木土　　　9:30 〜 13:00
休診日　 日曜・祝祭日

　当院は平成 23 年 4 月に乳腺専門のクリニックとして札幌駅前に開院し
ました。
　乳がん検診から精密検査、手術を含めた治療まで一貫して行っていま
す。平成元年に北大を卒業後、加藤病院長や奥芝副院長と同じ北大第二
外科に入局しました。以降主に総合病院外科に勤務し、様々ながんや外科
的疾患に対し手術を中心とした診療に携わってきました。斗南病院には平
成7年12月から平成16年5月まで8年半にわたり勤務したことがあります。
開院前の NTT 東日本札幌病院では乳腺専門医として乳がん・乳腺疾患を
中心に診療してまいりましたが、乳がんは検診、診断そして手術後の治療

あなたの街の連携病院 5
しきしま乳腺外科クリニック

今回は JR 札幌駅、地下鉄さっぽろ駅直結の ｢しきしま乳腺外科クリニック｣ をご紹
介します。院長の敷島先生は、以前当院に勤務されておりご存知のみなさんもおい
でかと思います。そのため開業されたあとも当院との連携がしっかりとられており、
患者さんに安心して治療を受けていただける体制が整っています。

院長の敷島裕之先生

など外来診療の占める割合が高いことから開業を決意しました。
　当院では正確な診断を行うためマンモグラフィーやエコーは最新の機器を導入しています。異常が
認められた場合には、患者さんの負担を軽減するためその日のうちに細胞診や組織診まで行い迅速
な診断を行うよう心がけています。CT などの精密検査は斗南病院との画像連携システムを活用させ
ていただいています。手術が必要な患者さんは開放型病床に入院していただき、数多くの乳がん手術
を斗南病院で執刀しています。入院中は外科の川田先生と共同で診療にあたり、川田先生には大変お
世話になっています。また乳がんの化学療法を腫瘍内科の辻先生にお願いしており、管理に専門性を
要する抗がん剤治療のみお願いし、終了後は当院にて通院、ホルモン療法など行っています。このよ
うに斗南病院の後ろ盾があるおかげで、診断から治療まで一貫して継続して行うことができ加藤病院
長はじめスタッフの方々には大変感謝しております。
　乳がんは年々増加し日本人女性が最も多くかかるがんとなり、今や 15 人にひとりが乳がんになると
いわれています。そして比較的若い 30 代から増加し 40 代後半から 50 代前半でピークをむかえ、家
庭や社会で重要な働きをされている方々が最も多くかかるのが乳がんなのです。早期発見のためにも
30 才を過ぎたら一度は乳がん検診を、そして定期的な検診を継続すること大事です。またしこりなど
乳房に気になる症状がある時には早めに専門医を受診してください。開院 2 年目となり、
　１．診断の精度をあげ早期乳がんの発見に努める、
　２．根治性と整容性の両立した手術を追求する、
　３．個々の患者さんが最善の医療が受けられるように
と気持ちを新たにしておりますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
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　当院としきしま乳腺外科クリニックの連携は、開業された平成 23 年 4
月から始まりました。開業当初から、当院の登録医として画像配信システ

ムを利用した医療連携を行わせていただいています。

　通常クリニックからの紹介があると、全て当院医師のみで必要な検査・

治療を行いますが、しきしま乳腺外科クリニックの場合には、当院の医師

と一緒に共同診療を行っています。当院で手術を受けていただく患者さん

は、手術前に必要な検査・CT 検査を予約し当院で検査を行います。その

後手術目的で入院していただくことになるのですが、手術当日には敷島先

生が来院し、当院の乳腺外科医と一緒に手術に入り治療を行っています。

また、クリニックは当院から徒歩５分程度ということもあり、手術翌日以

降から退院までに数回、休憩時間を利用し敷島先生が来院・回診を行って

くれています。入院されている患者さんのレントゲン写真・処方内容・採

血結果等は、しきしま乳腺外科クリニックでリアルタイムで見ることがで

き、これにより当院入院中から継続して患者さんの状態を把握することが

できます。

　当院を退院した後は、しきしま乳腺外科クリニックに術後経過観察のた

めに通院することになります。このとき、当院の画像配信システムを利用

し手術時の病理組織結果の説明を受けることができます。

　かかりつけのクリニックから他院に紹介されると、いつものかかりつけ

医師と離れてしまう感じがするかもしれませんが、このように手術に一緒

に入り治療を行い、回診にも来られることで、入院された患者さんからは

「入院後も先生の顔を見ることができて安心」という声も聞かれています。

　また手術病理組織結果によっては化学療法が必要となる場合もありま

す。そのような場合にも、当院の腫瘍内科で、抗がん剤治療を受けていた

だいています。いつでも、しきしま乳腺外科クリニックと患者情報を共有

し連携を密にとっていますので、患者さんが「私の主治医は誰？？」と困

らないよう、安心して治療を受けていただけるよう努めています。また看

護チームも地域連携パスを作成し、しきしま乳腺外科クリニックへ治療・

看護ケア・リハビリなどが引き継がれるよう心掛けています。

　紹介された病院先で、かかりつけの医師が一緒に診療に参加してくれる

ことは、患者さんの立場からしてみると、非常に安心感を得ることができ

るのではないはないかと思います。今後も当院と地域のクリニックが共同

し、患者さんの治療にあたることができるような環境が作れるよう目指し

ていきたいと思います。

しきしま乳腺外科クリニックとの連携

　　　　　  医療連携室次長　本庄睦子

しきしま乳腺外科クリニック

斗南病院

診療のイメージ

入院前検査

斗南病院入院

斗南病院退院

しきしま乳腺外科クリニック

退院後のフォローアップはク
リニックで。このとき病理結
果の報告を受けます。

斗南病院画像配信シス
テムにより、当院の画像、
処方、検査結果などがク
リニックでリアルタイムに
閲覧可能

手術

手術は、敷島先生と当院
乳腺外科医が行います。
術後も数回、敷島先生
が回診のため来院されま
す。

入院中の検査結果は、
敷島先生がクリニックで
確認しています。

クリニックでの検査の結果、
手術が必要と診断された患
者さんは、クリニックから術
前に必要な検査をあらかじめ
予約し、入院します。
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糖尿病・内分泌内科
野田　学（のだ　まなぶ）

腫瘍内科
北山　浩光（きたやま　ひろみつ）

消化器内科
藤井　亮爾（ふじい　りょうじ）

藤江　慎也　（ふじえ　しんや）

整形外科
梅本　貴央（うめもと　たかひさ）

形成外科
高橋　周子（たかはし　ひろこ）

前任の名寄市立総合病院では、上肢を中心に変性疾患から外傷まで
幅広く担当していました。こちらでも熱意のある病院スタッフと共
に、患者さんに支持される医療を提供したいと思っております。

北大病院より赴任した 10 年目の野田学と申します。 
慣れないことばかりで戸惑っておりますが、鋭意努力していきます
ので よろしくお願いいたします。

北大形成外科に入局してから大学→苫小牧→帯広を経由して、今回
斗南病院勤務となりました。
まだまだ修行中の身ですが、一生懸命頑張りますので宜しくお願い
致します。

この度、消化器内科で後期研修を行うことになりました。昨年度は
二年目研修医として様々な科をローテートさせて頂き、斗南病院の
先生方や看護師さん、職員の方々の温かい雰囲気に惹かれ、後期研
修を決めました。至らぬ事ばかりだと思いますが宜しくお願いします。

本年度より消化器内科で勤務することになった藤江慎也と申します。 
昨年は札幌医科大学付属病院にて研修しておりました。 
内視鏡診断・治療全般に興味があり、今後勉強していきたいと思い
ます。 
よろしくお願い致します。

腫瘍内科に着任した北山浩光と申します。道東の釧路市出身で、卒業後
旭川から名寄・利尻と徐々に北上しましたが、この度斗南病院に赴任し
ました。一人一人に合った、最適ながん治療を一緒に考えていきましょう。
よろしくお願いします。
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外科
大場　光信（おおば　みつのぶ）

森　綾乃（もり　あやの）

境　剛志（さかい　つよし）

加藤　航司（かとう　こうじ）

本年度より外科医員となりました大場光信と申します。
初期研修に引き続き、活気のある当院で診療にあたれることを大
変嬉しく思っております。何かとご迷惑をおかけすると思いますが、
温かいご指導のほどよろしくお願い申し上げます。

この度、外科医員として再び斗南病院で後期研修をさせていただ
くこととなりました。2 年間の初期臨床研修を有意義に終えること
ができたのは、スタッフ皆さんの温かさと支えがあったからだと心
から感謝しております。より一層努力したいと思っておりますので、
今後ともよろしくお願い致します。

新しい医師が加わりました

この春、

青森県弘前市にある健生病院より内視鏡外科研修のため着任しま
した境剛志と申します。
平成 13 年に弘前大学を卒業し、外科専門医です。2 年間研修で
お世話になる予定です。
微力ながら皆様のお役に立てるよう頑張りたいです。 

皆さんはじめまして。この 4 月から斗南病院外科の一員となりまし
た、加藤航司と申します。これまでは沖縄県那覇市にあります沖縄
協同病院の外科で勤め、現在卒後 6 年目です。沖縄時代から消化
器の特に腹腔鏡手術の勉強をしてまいりましたが、この度縁あって
斗南病院で 2 年間の研修をさせていただくこととなりました。どう
ぞよろしくお願いいたします。 

４月、斗南病院にも新しい医師が増えました。
どうぞよろしくお願いいたします。
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初期研修医も加わりました

長尾　沙智子　（ながお　さちこ）…前列向かって右
 はじめまして、研修医一年目の長尾です。札幌医大のプログラムで一年間お世話にな

ります。
 一年間と短い間ですが、医師としての初めの一年をここで充実した研修生活を送らせ

ていただきたいと思っています。
 まだまだ至らないところもあるかと思いますが、よろしくお願いします。

吉田　朋世　（よしだ　ともよ）…前列向かって左
 2 年間斗南病院でお世話になります、岩手医大出身の吉田朋世です。趣味はスポーツ

をする事、ご飯を食べる事と作る事です。元気に精一杯頑張りますので、ご指導ご鞭
撻の程宜しくお願い申し上げます。

今年は７名初期臨床研修医が加わりました。
うち6 名が斗南病院で医師としてのスタートをきりました。
1 日も早くみなさまから信頼される医師になるよう
努力してくれるものと期待しています。
毎日緊張しながらも充実した研修生活を送っており、
それぞれの目標に向かって、一歩一歩前進しています。
それでは、決意のひとことをどうぞ！！

平成 25 年 4 月　院長室にて
前列中央：加藤紘之病院長、後列向かって右：天崎吉晴研修医指導委員長
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3月には、研修修了式がありました
2 年間の斗南病院管理型初期臨床研修を
終えた大場光信先生と森綾乃先生に、病
院長より修了書証が手渡されました。
大場先生、森先生ともに引き続き当院外
科で勤務します。今後ますます研鑽を積
み、外科医として大きく世界に羽ばたき
たいと、決意を語ってくれました。

…後列向かって左から

横田　太郎（よこた　たろう）
 はじめまして、研修一年目の横田です。 
 現在、頼りになるスタッフの皆様方に支えていただきつつ 充実の毎日を送っております。 
 これから周囲をサポートする立場として、しっかりと務めを果たせるように頑張りますの

でよろしくお願い致します。

佐藤　圭悟（さとう　けいご）
 網走市出身、札幌医科大学卒の佐藤圭悟です。趣味はパソコン。パソコンに関連するも

のは大体好き。 
 札医大病院の研修プログラムの協力型で１年間斗南病院でお世話になります。よろしくお

願いいたします。

近藤　知大（こんどう　ともひろ）
 札幌医科大学出身、2 年間お世話になります近藤知大と申します。大学では 6 年間弓道

部でした。
 一年目でご迷惑をお掛けすることも多いかと思いますが、できるかぎり多くのことを学べ

るように頑張ろうと思いますのでよろしくお願いします。

北村　一紘（きたむら　かずひろ）
 この度、初期研修医として採用された北村一紘と申します。医師としての第一歩を、この

斗南病院で踏み出せたことを嬉しく思うとともに、身を引き締めて医学に精進していきた
いと思っております。どうぞよろしくお願い申し上げます。

佐藤　理（さとう　おさむ）
 初めまして。今年度より斗南病院でお世話になります研修医２年目の佐藤理と申します。
 去年は北大病院で研修しました。大学時代にはボート部、軽音楽部、美術部に所属し、

多面的な活動をしておりました。医学的な知識・技術をはじめ、それ以外の事でもどうぞ色々
とご指導，ご鞭撻下さい。

平成 25 年 3 月　院長室にて
向かって右から、天崎吉晴研修医指導委員長、
大場光信先生、加藤紘之病院長、森綾乃先生
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　患者さんが通常の入院生活では起こり得ないような感染症、つまり医療関連感染に罹ってしまうと、発熱
や痛みといった身体的苦痛を感じるだけではなく、入院期間の延期による精神的苦痛や経済的苦痛も与えて

しまうことになります。このような、患者さんに悪影響を及ぼす医療関連感染を予防したり、万が一医療関
連感染を起きてしまっても早期に回復できるよう対策を検討している部門が、「医療関連感染対策管理室 ( 以
下、感染対策管理室 )」というところです。
　感染症の発生にはいくつかのタイプがあります。例えば、平成 20 年に大流行した新型インフルエンザ (A/
H1N1) や昨年の夏に問題となった白菜の浅漬けによる病原性大腸菌 (O-157) 食中毒のように突然発生する

感染症、季節性インフルエンザやノロウイルス感染症のように毎年季節によって大流行を起こす感染症、メ

チシリン耐性黄色ブドウ球菌 (MRSAと呼ばれる菌です ) のように、季節に関わらず常に病院内で発生し得
る感染症等が挙げられます。どのタイプの感染症が病院内で発生しても感染対策に苦慮しないよう、また、
患者さんから他の患者さんへ、患者さんからご家族へといった二次感染を起こさないよう、感染対策管理室
では日頃から様々な活動を行っています。そこで、感染対策管理室および ICT の主な活動内容をご紹介し

ます。

　感染対策は、「手洗いにはじまり、手洗いに終わる」と言われるほど、手洗いを重要視しています。その

ため、看護師をはじめとする病院職員が適切に手洗いを行えているか、手洗い場には必要物品が置かれて

いるか等を確認するため、定期的に病院内を巡回しています。また、病院内で発生した感染対策の関する問
題や最新の情報を病院職員に啓発するため、研修会を開催したり、「感染対策ニュース」というものを発行
したりしています。更に、手術手技に関連して発生した感染症がどの程度起こっているのか、抗生物質が効
きづらい菌 ( 薬剤耐性菌といいます ) がどの程度発生しているのか等の調査もしています。その他にも、感
染対策管理室が行う活動は非常に幅広く、患者さんに使用するシーツや毛布が適切に洗濯されているか、
手術や処置で使用する医療器材が適切に管理されているか、病室内の清掃がしっかりと行われているか等の

チェックを行い、患者さんが安全で快適な入院生活を送ることができるよう、影ながらサポートさせていた

だいています。
　今年度からは、他の病院の感染対策チームと連携を組み、互いの病院の感染対策実施状況を評価しあう

という取り組みも開始しました。これにより、当病院の感染対策実施状況を客観的に評価してもらうことが

でき、今後より有効な感染対策を検討、実施していけるものと考えています。

　感染対策管理室では、感染予防・管理に関する患者さんからの相談も随時受け付けております。相談を

希望される患者さんはその旨を病院職員にお伝え下さい。

	 

	 

	 

	 

	 

	 

 	 

 	 

 	 

 	 

	 

	 

	 

 
	 

	 
 	 

	 
 

	 
	 
 

	 
	 
 

	 
	 

	 	 	 	 	 

	 	 	 	 

	 

医療関連感染対策管理室

← 斗南病院の理念と基本方針

当院の基本方針の 1つに、「医療関連感染対策を徹底し
ます」というものがあります。
医療関連感染とは、「院内感染」や「病院感染」と同じ
ような意味であり、患者さんが医療機関で治療を受けて
いる間に新たな感染症に罹ってしまうことを言います。
今回は、この院内感染の防止を目的に活動している「医
療関連感染対策管理室」のご紹介です。

部門紹介

看護部　三宅隆仁（感染管理認定看護師）
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活動報告ICT: In f ection Control Team

職員の手洗いのチェック

ICT 主催の研修会の実施

感染対策委員会

感染対策管理室は、新館1階の奥 ( 放射線処置室の向かいあたり)にあります。
この部屋には、インフェクションコントロールドクター（ICD）や感染管理認定看護
師（ICN）、薬剤師、臨床検査技師、栄養士、事務職員といった感染対策の専門家集
団で結成された「院内感染対策チーム (ICT)」というものがあり、月に 2 ～ 3 回程度、
病院内の感染対策に関する検討や実際に行った対策の評価などを行っています。
その活動の一部をご紹介します。

 

 

「感染対策ニュース」の発行

 

「抗菌薬を正しく使おう！！」、「インフルエンザワクチン～最
近の話題～」など、職員は感染対策に関する研修会に参加
することが義務づけられています。毎回多くの職員が参加
し、みな真剣なまなざしで聴講しています。
また、大学病院などから講師を招いた勉強会も随時行って
います。

毎月定例で開かれている感染対策委員会は、多職種が組織横
断的に集まりチーム医療を実践しています。
また、この感染対策は自院だけでなく近隣の医療機関と連携し
て行うことが重要です。他の施設の感染対策チームと連携を
図り互いの活動内容などを定期的に報告し合い、地域で院内感
染防止を推進しています。

実は、最も簡便で効果的な院内感染
の予防対策が手洗いであることは、
250 年も前から言われていることな
のです。きちんと実施されているか
どうか、感染管理認定看護師の指導
のもと、手洗いのチェックを行ってい
ます。

感染対策に関するホットな情報や
お知らせなどを、職員に向けて発
信しています。
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斗南病院からのおしらせ

北2条通り

北1条通り

大通り公園

北海道庁

札幌グランドホテルHBCSTV

NTT

駅
前
通
り

北1条

西6丁目

さっぽろ

大通
地下鉄

地下鉄

アーバンネット
ビル

斗南病院

ンネットトト

斗南病院

JR札幌駅

ガーデン
パレス

初めて受診される方 (011) 231-2137 10:00 〜 16:00
再診される方 (011) 231-2555 8:30 〜 17:00
紹介状をお持ちの方 (011) 231-2182 9:00 〜 16:00

お電話で外来受診の予約ができます

・予約受付は、平日のみとなっております。
・ご予約は、前日までにおすませください。
・胃カメラを希望される方の予約も受付けております（検査前に

診察があります）。
・受診される方がお車でお越しの場合、北１条地下駐車場または

HBC 駐車場の１時間無料券がご利用いただけます。

電話予約受付時間

KKR 札幌医療センター 斗 南 病 院
札幌市中央区北1条西 6 丁目　電話 (011) 231 - 2121（代表）　FAX (011) 261-8692

消化器内科、腫瘍内科、呼吸器内科、リウマチ・膠原病内科、糖尿病・
内分泌内科、循環器内科、血液内科、内科、消化器外科、呼吸器外科、
内視鏡外科、乳腺外科、整形外科、形成外科、皮膚科、泌尿器科、婦人科、
生殖内分泌科、眼科、耳鼻咽喉科、頭頸部外科、放射線診断科、麻酔科、
健康診断科、病理診断科、リハビリテーション科

表
紙
の
写
真 写真・文　木村朋広（消化器内科）

強く冷え込んだ洞爺湖の夜明けです。
眩しい朝日に照らされた湖面が毛羽立ったように見えますが、「けあらし (毛
嵐 )」が発生していました。
湖面から発生した水蒸気が、陸地から流れ込む冷えた空気に触れて発生す
る霧だそうです。

けあらしの朝

　高齢化社会を迎え、今後、中高齢女性の「生活の質」をいかにして守り維持していくかが大きな課題となっ
ています。閉経は、女性がいずれ必ず通過していきます。この閉経に伴うエストロゲン（卵巣ホルモン）の低下は、
更年期障害症状のみならず骨粗鬆症、皮膚や生殖器の萎縮症状、脂質異常症など様々な疾患を発生させます。
更年期は、単なる不定愁訴としてではなく、全身的な観点（心身相互関係）から捉えていかなければなりません。
　ホルモン補充療法は、これらのエストロゲン低下が引き起こす様々な症状や疾患に対して合理的な方法です。
しかし一方で、患者の年齢、閉経後年数、投与ルート、薬剤の種類、量によって効果が異なることもわかって
きました。2012 年には、最新の知見が「ホルモン補充療法ガイドライン 2012 年度版」として刊行されています。
　更年期専門外来では、これらをふまえ、正確な情報提供を行った上で適切な対処を提案し処方を行ってい
ます。また、必要に応じ漢方薬等の処方も行っております。
　「更年期」の症状に悩んでおられる方はもちろん、なんとなく不安や心配がある、という方も一度ご相談を
されることをお勧めします。詳細は、婦人科外来までお問い合わせください。

　・外来日　毎週月曜日午後
　・担当医　齊藤　学（日本心身医学会専門医）

平成 25 年 4 月から婦人科更年期専門外来を開設します

スマートフォンから


