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泌尿器科

ロボット手術 開始しました
感染症内科

「予防接種（ワクチン）外来」始めました
これからの暑い日にぴったり！夏メニュー !!
［あじのカレームニエル］

ご自由に
お持ちください

TAKE FREE

撮影：滝口恵祐

これまで数年間、泌尿器科は非常勤医師による外来診
療 のみを行ってまいりましたが、平成 29（2017）年
4月3 日より常勤医師 5 名＋非常勤医師1名の体制となり
ました。これに伴い入院診療、手術も開始いたしました。
泌尿器科は、腸などを包んだ腹膜の後ろにある臓器（後
腹膜臓器）を扱う科です。具体的にいうと、副腎や腎臓、
尿管、膀胱、尿道などの尿の通り道や、男性生殖器（前立腺、
陰茎、精巣など）の病気を主に治療します。

今年開設したわれわれ泌尿器科のメダマは、なんといっても
ロボット手術です。da Vinci（ダ・ヴィンチ）という内視鏡手
術支援ロボットを用い手術を行う手法で、当院では最新のXiシ
ステムを導入しています。ロボット手術といっても機械が勝手に
手術を行うわけではなく、手術を行うのはあくまでもわたした
ち泌尿器科医です。患者さんのおなかに開けた小さな穴から体
内に入れた鉗子などの機械を、医師が離れたところにある操縦
台に座って操作します。操縦台につけられたモニター画面では
3D（立体）映像としておなかの中を見ることができるため、細
やかな手術を安全に行うことができます。当院では現在、前立
腺がんに対する前立腺全摘除術、腎がんに対する腎部分切除術
の 2 つを対象としてロボット手術を行っています。いずれの術
式も健康保険が適用となる保険診療ですので、診療費用は1〜
3 割の患者負担で済みます。
行っています。いずれの手術も経尿道的（尿道からカメラを入
れて手術をする）に行うためおなかに創はできず、入院期間も
短く済みます。
近年、からだにできる創をできるだけ少なくしようという低侵
襲手術が広く行われていますが、ロボット手術やレーザー手術
はその代表的なものといえます。
泌尿器科を受診するには、恥ずかしさやためらいなどがある
かと思いますが、困っていることがある方は外来受診を検討し
てみてください。

またもうひとつのメダマとして、当院ではレーザーを用いた手
術も始めました。前立腺肥大症に対する手術では、従来の電
気メスによる切除ではなく、レーザーで出血少なく前立腺をく
り抜くHoLEP（ホーレップ）を行っています。尿管や腎臓の
結石に対しては結石をレーザーで破砕、回収するTULを主に

泌尿器科
伊藤 淳

「 予防接種（ワクチン）外来」
始めました
感染症内科・感染制御部

科長

関

雅文

平成 29（2017）年 5月より、
「予防接種（ワクチン）外来」を開設いたしました。
これには、大きく「医療職関連の各種感染症予防接種（16 歳以上）」と「渡航前
【お問い合わせ】

予防接種」との 2 種類があります。
「医療職関連の各種感染症予防接種」
は、医療系学校への入学や実習等に際し、

では多くの学校や病院での入学・入職時
に確認を求められています。

感染予防の観点から感染症の抗体価を

また、
「渡航前予防接種」は、特定の

検査し、必要時に予防接種を行うもので

国や地域に渡航する場合に、入国前に、

す。

狂犬病やA 型肝炎などの予防接種が義

医師や看護師などのスタッフのみなら

務 付けられている場合もありますので、

ず、病棟で実習を行う学生さんや教職員、

当外来において、海外旅行、海外出張、

事務職の方も、B 型肝炎ウイルスや麻疹、

海外留学等に伴う各種予防接種を行うと

風疹などに感染するリスクがあり、現在

いうものです。
いずれも、近年、多くの問い合わせが
あり、これらのニーズに答える形で開始
しました。紹介状はご持参いただかなく
ても構いません。但し、ワクチンの納入
に時間がかかることもあり、特に「渡航

医療職関連の
各種感染症予防接種
平日 15：00〜16：00
（祝日、年末年始を除く）
TEL 022-259-1221（代表）
窓口 感染症内科外来（内線1235）

渡航前予防接種
平日 15：00〜16：00
（祝日、年末年始を除く）
TEL 022-259-1221（代表）
窓口 医療連携センター医療連携課
※渡航先の国名・地方・ワクチン名を
お伝えください。

前予防接種」は、完全予約制としています。
できるだけ多くのご要望に対応いたしま
す。皆様の予約、受診をお待ちしています。

ケータイ・スマホの方は
こちらからもアクセス！

Healthy Menu

これからの 暑い日にぴったり！夏メニュー !!
［あじのカレームニエル］

当院でも提供しているメニューです。
暑さが厳しくて食欲がないときでも、
香辛料の刺激によって胃腸が働くため、
食欲の減退をおさえることができます。

●材料（2 人分）

●作り方

あじ（切身）…… 2切
塩 ……………… 少々
カレー粉………… 2g
小麦粉 ………… 8g
油 ……………… 適量

①あじはキッチンペーパーで水気をよくふき、
塩をする。（皮面に十字に切りこみを入れる
と火の通りがよくなる。）

●付け合わせ
茄子 …………1/2 本
トマト …………1/2 量
オクラ…………… 2 本
塩、こしょう …… 適量

②小麦粉、カレー粉を混ぜ合わせ①にまぶす。
③フライパンにサラダ油を熱し、あじの皮の
方から中火で焼く。こんがり焼けたら裏面
も焼く。
④茄子とトマトはお好みの大きさに切り、塩
こしょうをし、火が通るまで表面を軽く焼く。
⑤オクラは塩ゆでし、お好みの大きさに切る。

栄養管理部
木村 藍

I N F O R M A T I O N
当院での企画や行事、最新情報をお伝えいたします！

MRI 装置が
増 設 されました！

消 火 訓 練を実 施しました！

M R I と は、Magnetic ResonanceIm-

当院では毎年、新入職員を対象とし

age（磁気 共鳴画像）の略称で、強い 磁

た消火訓練を実施しています。消火

場と電波を使って体の断層像を撮る装置で

器を実際に噴射して使用方法を再確

す。当 院 で は、平 成 29（2017）年 4 月

認し、不測の事態でも迅速に対応で

に 2 台の装置を新規導入しました。装置は

きるよう、防災の意識を高めていま

シーメンス社製の1.5T 装置のAera になり

す。

ます。圧迫感も少なく、開放的な検査環
境で、体 格の大きな患者さんやご 高齢の
患者さんにもストレスなく検査を受けてい
ただけると思います。

新キャンパ ス建 設 工事が 進 捗 中で す！
当院では、平成 31（2019）年 4月
まで に、「第 2 教 育 研 究 棟」、「第 1
教 育 研 究 棟」、「新病 院 棟」の 建 設
を 予定しています。現 在は、「第 2
教育研究棟」が一部使用開始され、
「第 1教育研究 棟」の工事を行って
います。1階ホールには、完成後の
ジオラマも展示されていますので、
ご参考にぜひお立ち寄りください。

当院では、医療費などの経済的なことや治療上のことなど、病
気に関わるご不安やお悩みを少しでも和らげられるよう、相談
窓口を設置しております。どこに相談したらいいのか分からな
いとお困りの際には、お気軽に下記までご相談ください。
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喫茶
薬局
Cafe Core （院内処方）

◆日時 月〜金曜日（祝日、年末年始を除く）
◆TEL 022‑259‑1221（代表）内線 2582
◆E-mail c-sodan@hosp.tohoku-mpu.ac.jp
ケータイ・スマホの方はこちらからもアクセス！
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地域の皆様が明るく楽しく健康な生活がおくれますよう、「健
康講話」を開催いたします。どなた様もお気軽にご参加ください。

開催日時：下記の日程の水曜日13：30〜14：30
開催場所：高砂市民センター
参 加 料：無料

【予定演題】
7月12日 ①子供の病気と子供の事故
7月26日 ①お薬のはなし〜前立腺がん〜
②おしっこの悩み、解決できるかも
8月23日 ①生理検査について
②高次脳機能障害を知っていますか
〜高次脳機能障害支援拠点病院の役割〜
9月13日 ①テーマ未定
②テーマ未定
9月27日 ①デュアルタスクを鍛えよう！
〜頭と体を使って認知症予防〜
②転倒に御用心！！
ケータイ・スマホの方はこちらからもアクセス！
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