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～ 骨盤底筋体操へのお誘い ～
尿漏れでお困りの女性の方へ

　女性は比較的若い年代から尿が漏れる方がおられます。出産という女性特有の素因がひとつ
のきっかけとなり、咳、くしゃみで尿が漏れる、いわゆる腹圧性尿失禁が主な原因です。一方
強い尿意とともに尿が漏れてしまう切迫性尿失禁というのも原因の1つで、昨今では過活動膀胱
（OAB）と呼ばれ、報道でもよく取り上げられております。

　腹圧性尿失禁の治療には手術、お薬もありますが、体にやさしい治療として、骨盤底筋体操
が有名です。骨盤底筋とは、尿道、膣や肛門を締め付けるときに使う筋肉です。骨盤底筋が
弱っていると、尿が漏れやすくなったり、骨盤内臓器（膀胱、子宮や直腸）が膣の出口から下
がってきたりします。また、骨盤底筋体操は切迫性尿失禁にも効くことが判っています。

　では骨盤底筋体操はどのようにするのでしょうか。ご存じの方もおられると思いますが、尿道
や膣を締め付ける基本の運動が記載されたパンフレットを見ながら自宅で行います。ところが、
パンフレットを読んだだけは、実際どのようにトレーニングして行くのかなかなか理解できないもの
です。コツがわからないまま自己流で続けていても、効果が上がらず、ついサボってしまいがち
なのが現状です。このように骨盤底筋体操はその継続と質が問題となり、結果的に効果を実感
できない方が多くおられます。

　当院では新しい試みとして、泌尿器科医
（私）と理学療法士が協力し、骨盤底筋体
操を正しく理解して頂くための指導を行ってお
ります。その中身は、姿勢を改善するメニュ
ーを合わせて行うことで、骨盤の本来の位置
を回復し、骨盤底筋が働き易い環境を整える
ことも入っております。昨今の健康ブームのの
りではありますが、ウエストも細くなるかもしれ
ません、体重も減るかもしれません。自信を
もって骨盤底筋体操を続けて頂けることで、
皆さんがよりよい生活をエンジョイできることを
目標としております。ご興味はおありでしょう
か？　まずは泌尿器科のドアをノックしてみて
下さい。お待ちしております。
 文責：泌尿器科科長　町野倫太郎

当院の骨盤底筋体操の実際

泌尿器科
だより
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　当院では大腸腫瘍に対する内視鏡治療を積極的に行っており、内視鏡的粘膜切除術（EMR）または内視
鏡的粘膜下層剥離術（ESD）という方法を病変により使い分けて治療にあたっています。通常、₂₀mm 以下
の大腸腫瘍に対してはスネアと呼ばれるワイヤーを病変にかけて切除する EMR が一般的に行われています。
しかし₂₀mm 以上の大きな病変に対しては、EMR では分割切除となってしまう可能性が高く、その場合、病
理学的に切除断端の評価が困難となり、遺残再発（取り残し）の原因となります。一方、ESD は内視鏡の先
端から出した電気メスで病変の周囲を切開した後に病変の下（粘膜下層）を剥離し、一括に切除を行う方法
です。ESD は大きな病変の一括切除が可能であり、正確な病理学的評価を行うことができるため、近年急速
に普及しています。すでに胃腫瘍に対する ESD は₂₀₀₆年より、食道腫瘍に対する ESD は₂₀₀₈年より保険収
載されており、大腸腫瘍に対する ESD も₂₀₁₂年４月より保険収載されました。当院では保険収載前より先進医
療として大腸 ESD を施行しており、多くの患者さんに安全に治療を受けて頂いています。

内視鏡的粘膜切除術（EMR）

５mm程のポリープを認めます スネアで根元を絞め通電します粘膜下層に注射をして病変を持
ち上げます

ポリープを切除しました

内視鏡的粘膜下層剥離術（ESD）

70mm程の大腸腫瘍を認めます 剥離が完了し、病変を一括切
除しました

粘膜下層に注射をして電気メス
で剥離を行っていきます

切除検体の大きさは82mm×
72mm、一部に癌を認めました
が取り残しなく切除しました

大腸腫瘍に対する内視鏡治療
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　当院では、平成24年度より日本脊椎脊髄病学会指導医が常勤となり、平成25年4月に脊椎疾患センター
が開設されました。当センターでは脊椎（せぼね）の障害による病気を取り扱っています。脊椎疾患担当
の常勤医に加え、北大整形外科と北海道整形外科記念病院から脊柱班医師を派遣して頂き診療をおこなっ
ています。また当院は北大整形外科の関連病院であり、北大整形脊柱班とも連携して診療にあたっています。

代表的疾患について

部門紹介 脊椎疾患センター

　“腰椎椎間板症、骨粗鬆症、脊椎圧迫骨折、腰椎椎間板ヘルニア、頚椎椎間板ヘルニア、脊椎分離症・すべり
症、頚椎症・頚髄症、脊椎脊髄損傷、腰部脊柱管狭窄症、頚椎後縦靭帯骨化症、腰椎変性すべり症、胸髄症（ヘ
ルニア、脊椎症、靱帯骨化）、化膿性・結核性脊椎炎、腰椎変性側弯症”など多岐に渡り、整形外科の中でも特
に患者さんの多い領域です。また患者さんの症状としては、“腰痛、歩行障害、頚部痛・肩こり、手足のしびれ感、
上肢痛、下肢痛、手足の運動障害・麻痺”などがあります。

対象となる主な疾患

月 火 水 木 金

午前 × ○ ○ × ○

午後 × ○ ○ × ×

現在センターは従来の整形外科外来の中に併設されており、下記スケジュールで外来診療を行っています。

（水曜日午後は北海道整形外科記念病院 室田医師、第１、３、５金曜日午前は北大脊柱班医師が担当します）

平成₂₅年₁₁月現在

１．腰椎椎間板ヘルニア
　治療の基本は保存治療ですが、保存治療により改善がない場合や下肢痛・筋力低下が強い場合、排尿・排便
障害がある場合は手術を検討します。近年低侵襲手術が行われるようになり、当科では手術用顕微鏡を用いた
ヘルニア摘出術を行っています。

２．腰部脊柱管狭窄症
　間欠性跛行と下肢痛が代表
的な症状です。投薬・神経根
ブロックなどによる治療で症状
が改善しなければ手術を考え
ます。すべりなどの不安定性（ぐ
らつき）がある場合は後方か
らの除圧（神経に対する圧迫
の解除）と内固定金属を用い
た固定術を行います。後方椎
体間固定を行う場合は、筋肉
に対する侵襲の少ない mini-
open TLIFを行っています。（右
図参照）

術 前 術 後

狭窄部 狭窄部
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　日本は世界でもトップクラスの長寿国ですが、健康寿命はどうなのでしょうか。平成20年４月より特定
健康診査・特定保健指導の制度が導入され、メタボリックシンドローム判定等生活習慣病予防に焦点があて
られました。生活習慣を見直し、糖尿病・心臓病・高脂血症・動脈硬化症などを予防したり、がんの早期発見
のために定期健診・人間ドック・がん検診などを積極的に受けましょう。
　当センターでは、消化器内科・呼吸器内科・循環器内科・外科・婦人科・眼科・耳鼻科・脳神経外科（嘱託）
の専門医師がそれぞれの結果判定を行い、問診と最終的な総合判定を健診センター専属医である小野寺セ
ンター長と有末医師の２名で行っています。人間ドック結果説明を受けた後、必要な方にはその日のうちに
専属の看護師から大腸カメラ・胃カメラ・CT等の検査の説明や予約を行っています。（平成24年度は総計で
472名）
　精密検査までに要する時間短縮が図れるのも病院の中にある健診センターの特徴です。例えば消化器が
んに限れば、平成24年度は5,818名の受診者中９例の胃がん・６例の大腸がんが発見され、当院にて治療
を受けておられます。健診結果は当院専門外来でも閲覧でき、通常の診療に役立てています。

平成24年度の健診センターの取扱い検査件数
▶人間ドック内容
血液・免疫学血清・生化学・腫瘍マーカー検査　　尿・便検査
視力・聴力・眼底検査　心電図・腹部超音波
胸部 X 線検査・胃部 X 線検査または胃カメラ（選択可）
総合診断　血圧・身体計測

▶その他
脳ドック・生活習慣病予防健診・一般定期健診・特定健診・
札幌市がん検診等

▶オプション
骨密度検査・動脈硬化検査・前立腺検査（PSA）・喀痰細胞診
子宮・乳がん検診（人間ドックの方のみ）
（注）札幌市の子宮・乳がん検診のお申し込みは
　　　外来予約センター（011-231-2137）までお願いいたします。

平成24年度 要精密・治療指示数

＊その他の健診　　生活習慣予防健診・一般定期健診・特定健診・札幌市がん検診・脳ドック等

詳しくは、斗南病院　健診センター　まで御連絡ください。
直通番号011-231-2594　（FAX　011-231-2682）　ご予約受付時間10：00～ 16：00

検査項目 取扱件数 関係する診療科

腹部超音波 3,366 消化器内科・外科

胃内視鏡 2,757 消化器内科・外科

胃バリウム 1,164 消化器内科・外科

喀痰細胞診 139 呼吸器内科・外科

眼底検査 3,311 眼科

動脈硬化 500 循環器内科

P　S　A 492 泌尿器科

骨　密　度 208 整形外科

乳がん検診 513 乳腺外科

子宮がん検診 603 婦人科

MRI・MRA 289 脳神経外科（嘱託）

総受診者数（人） 結　果 20～29歳 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60～69歳 70～79歳 80～89歳 合　計

人間ドック 3,225
要精密 21 51 107 103 86 26 6 400

要治療 3 22 60 54 39 12 0 190

＊その他の
　健診等 2,593

要精密 2 102 272 300 91 12 0 779

要治療 1 40 110 110 27 0 0 288

5,818 27 215 549 567 243 50 6 1,657

健診センター
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　当院は平成₂₁年４月₁₆日に札幌駅北口から約４分という都心に
位置するクリニックとして開院いたしました。意外にも札幌駅周辺に
は耳鼻咽喉科が少なく、毎日駅周辺のビジネスマンや OL、学生さ
んなどにご利用いただいています。また北大の留学生や海外旅行
者も多く、待合室や診察室で英語や中国語などが入り乱れ、それ
に混じって子供の声がするという一風変わったクリニックになってお
ります。耳鼻咽喉科というと小児と高齢者が多いイメージがありま
すが当院を受診する方は働き盛りの青壮年層が多いため、なるべく
早く症状を緩和したい、治したいという方がほとんどです。従って

あなたの街の連携病院

ひらお耳鼻咽喉科クリニック

如何に的確な診断をして効果的な治療をするかということに毎日腐心しております。疾患別で見る
と一番多いのはアレルギー性鼻炎で、次に多いのが急性咽喉頭炎・扁桃炎、急性副鼻腔炎、急
性中耳炎などの急性感染症です。その他めまい、急性感音難聴（突発性難聴含む）、慢性副鼻
腔炎や滲出性中耳炎といった慢性炎症性疾患、甲状腺腫瘍や耳下腺腫瘍（主に術後のフォロー）、
咽頭異物と続きます。最近は交通の便の良さから遠方からの方やセカンドオピニオンで訪れる方も
多く、なるべく初診で診断して適切な治療を提案できるよう心がけています。このような患者に対応
できるようにレントゲン装置や聴力検査室、エコー装置（FNA 可）、耳鼻咽喉科用ファイバースコ
ープなどの診断機器の他、手術用鼻内視鏡、耳科用顕微鏡、アルゴンプラズマ凝固装置（APC）、
チャンネル付ファイバースコープなどの治療用機器も備えております。
　開業して思うのは、入院や手術が必要な場合や、他科領域に関連した疾患が考えられる時にす
ぐに相談するのが難しいという点です。そういう意味でこれまで長く勤務してきた斗南病院がすぐ近
くにあるのは大変心強いことです。これまで耳鼻咽喉科はもちろん、他科の先生にも多くの症例に
ついて助けて頂きました。この場をお借りして御礼申し上げます。また最近は減りましたが紹介した
症例の手術の執刀までさせて頂き感謝しております。病診連携と言いますが、大切なのは病院や
診療所という枠組みを超えて様々な医師が患者の為に最善の方法を提供できる体制を構築するこ
とだと考えております。私も斗南病院を中心とした病診連携の一端を担っていけるよう努力したいと
考えております。今後ますますご相談する機会が増えると思いますのでよろしくお願いいたします。

住　　所　札幌市北区北７条西５丁目７－１
　　　　　札幌北スカイビル９階
 （札幌駅北口ヨドバシカメラ北向かい）
電話番号　₀₁₁-₇₄₆-₃₃₈₇
診療科目　耳鼻咽喉科、小児耳鼻咽喉科、アレルギー科
診療時間　月火水金　₁₀：₀₀～₁₃：₀₀、₁₅：₀₀～₁₉：₀₀
　　　　　木土　　　₁₀：₀₀～₁₃：₀₀
休 診 日　日曜、祝日

 院長　平尾 元康

６
　今回は JR札幌駅北口より徒歩３分にある「ひらお耳鼻咽喉科クリニック」
をご紹介します。オフィス圏の方はもちろん子供からお年寄りの方まで気軽に
立ち寄れ、何でも相談できるクリニックです。
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インフルエンザワクチンの接種について

　これから冬に向かいだんだん寒くなっていきます。体調管理がますます大事になる季節です。
　当院ではインフルエンザの予防接種を行っていますので、流行する前の接種をおすすめします。

インフルエンザワクチン接種専用外来の予約について

日　時　平成25年11月１日（金）～ 12月27日（金）までの平日のみ　
場　所　内科外来、その他各外来受診科
　　　　＊初めて受診される方は、内科の新患受付が必要です。（高校生以上対象）
　　　　　※できるだけ予約してお越しください。
　　　　＊受診当日、２階の内科受付にお申し出ください。
　　　　＊医師の診察を受けてからの接種となりますので、待ち時間が生じます。
　　　　　午後の接種が可能であれば、インフルエンザ外来での接種をお勧めします。
　　　　＊当院通院中の方は外来受診時に接種が可能です。（ワクチンの予約が必要）
　　　　　その場合は内科以外の受診科でもかまいません。

以下の期間は専用外来を設けていますので、待ち時間が少なく接種いただけます。
日　時　平成25年11月１日（金）～12月27日（金）土曜・日曜・祝日を除く平日
　　　　15時30分～16時
　※ご予約は予約センターまで	 	 011-231-2137（新患の方）
	 	 	 	 	 	 011-231-2555（再診の方）

費　用　　一　般	 	 	 	 	 3,300円
　　　　　団　体（15名以上）	 	 	 2,640円
　　　　　高齢者（下記１、２に該当する方）		 1,000円
　　　　　　１．札幌市内にお住まいで、接種日現在で65歳以上の方
　　　　　　　　＊持参するもの：身分証明書（健康保険証等の年齢・住所を確認できる書類）
　　　　　　２．接種日現在で60～ 65歳未満の方で以下の機能に障害をもつ方
　　　　　　　　・心臓、腎臓、呼吸器系の機能
　　　　　　　　・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能
　　　　　　　　・障害等級１級またはそれに準じる方
　　　　　　　　＊持参するもの：身分証明書（健康保険証等の年齢・住所を確認できる書類）
　　　　　　　　　　　　　　　	 身体障害者手帳（１級）または医師の診断書（診断書料金は
　　　　　　　　　　　　　　　	 自己負担）
　　　　　　　　高齢者の方でさらに以下の書類をお持ちの方は料金の免除が受けられます
　　　　　　　　　　介護保険料納入通知書（介護保険料特別徴収通知）
　　　　　　　　　　生活保護受給証明書または保護決定（変更）通知（直近のもの）等



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 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

スマートフォンから・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、アーバンネットビル駐車場の１時間無料券が
ご利用いただけます。

表
紙
の
写
真

円山公園のエゾリス

エゾリスは北海道全域に生息しますが、近年、生息数は減少しているそうです。
昼行性ですが、活動時間帯は季節により違いがあり、春は朝から活動し、
夏は日出から日没まで、秋は昼。冬は冬眠せず真冬の朝に活動します。
これからの季節、北の森でさむい冬も元気にかけまわるエゾリスの愛らしい
姿を見られるかもしれません。

写真・木村　朋広（消化器内科）

　「インフルエンザ」の語源は、16 世紀のイタリアの占星家たちが、流行が周期的に現れるのを「寒さや星の影響」

と考え、「影響」を表すインフルエンツァと呼んだことに由来すると言われています。インフルエンザの原因ウ

イルスであるインフルエンザウイルスはA、B、Cの３つの型があり、その中で流行的な広がりを見せるのはA

型とB型の２つです。インフルエンザウイルスに感染すると、１～３日の準備期間 (潜伏期間 )を経て、発熱（通

常 38℃以上の高熱）、頭痛、全身倦怠感、筋肉痛・関節痛などが突然現れ、約１週間で軽快するのが典型的な経

過です。「普通のかぜ」との大きな違いは、症状の重さと原因ウイルスの感染力です。特に、高齢者や呼吸器、

循環器、腎臓に慢性疾患を持つ患者、免疫機能が低下している患者などでは、原疾患の増悪とともに、呼吸器に

二次的な細菌感染症を起こしやすくなることが知られており、入院や死亡の危険性が増大します。現在、インフ

ルエンザに対する治療薬は数種類発売されており、発病後２日以内に服用すれば症状を軽くし、罹病期間の短縮

も期待できます。

　インフルエンザを予防するための方法としては、流行期に人混みを避けること、それが避けられない場合には

マスクを着用すること、外出後のうがいや手洗いを励行することなどが挙げられます。また、流行期に入る前に

インフルエンザワクチンを接種することも重要な予防策といえます。インフルエンザワクチンを接種しても感染

や発症そのものを完全に防御できる訳ではありません。しかし、重症化や合併症の発生を予防する効果は証明さ

れています。特に高齢者がワクチン接種を行うと、接種しなかった場合に比べて、死亡のリスクを 1/5 に、入院

のリスクを約 1/3 ～ 1/2 にまで減少させることが期待できます。インフルエンザワクチンは、効果が現れるまで

に通常２週間ほどかかり、効果は約５カ月間持続するとされています。インフルエンザの流行は通常 12 月下旬～

３月上旬が中心となるため、12 月上旬までに接種することをお勧めします。
感染対策管理室　三宅　隆仁

シーズン到来 !?インフルエンザのお話

地域医療支援病院／北海道がん診療連携指定
病院／日本医療機能評価機構認定病院

移転予定地

斗南病院


