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平 成 24 年 度

赤十字県民大学 受講生募集!!
大津赤十字病院と日本赤十字社滋賀県支部は、平成24年度も「赤十字県民大学」
を開講いたします。本講義は地域の皆様を対象に病気の予防と健康の増進のた
め、ピアザ淡海で開催しています。受講希望の方は下記の要領でお申込下さい。

期

間：平成24年4月21日～平成25年3月16日

時

間：9時45分 ～ 11時30分（受付は9時10分から）

場

所：ピアザ淡海 県民交流センター

定

員：約200名（申込多数の場合は抽選）

花粉症は、色々な花粉によって引き起こされるアレ
ルギー疾患です。私達の体が花粉を異物ととらえて、
様々な症状が出現します。くしゃみ、鼻水、鼻づまり、
目のかゆみが最も多く見られる症状です。まれに喘

申込方法：往復はがきに住所、郵便番号、氏名（ふりがな）、
年齢、電話番号を記入の上郵送（この個人情報は本
目的以外には使用いたしません。）

を防ぐマスクやメガネの装着、
ウールの衣類を避ける

（〒520-8511 大津市長等一丁目1-35）
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電話 077-522-4131（内線2191）
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［開講式］
4/21 大津赤十字病院の過去・現在・未来

師
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副院長
形成外科部長
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浩三

6/16 肝臓がんと膵臓がん

副院長
第一外科部長

土井隆一郎

7/21 血液がんとつきあう

副院長補佐
第一内科部長

大野

辰治

第一放射線科部長

芥田

敬三

第二消化器科部長

三宅
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松井

大

呼吸器外科部長

山中

晃

第一整形外科部長

田縁

千景

8/18

見逃しやすい手指の外傷と

よくある手指の痛みについて

がん診療には不可欠な

“放射線”について

9/22 緩和ケアを学ぼう
10/20 パーキンソン病について
11/17

「長等山雪景」

写真提供：今村

真治（検査部）

QOL（ 生活の質）
を考慮した

肺がん診療の最近の動向

いつまでも丈夫な足・腰で
12/15

長生きするために
1/19 高齢者の目の病気とその治療法
2/  9 胃腸の健康を守るために

滋賀県がん診療広域中核拠点病院・滋賀県肝疾患診療連携拠点病院
がん診療連携拠点病院・地域医療支援病院・救命救急センター
総合周産期母子医療センター・基幹災害医療センター・滋賀県難病医療拠点病院

大 津 赤 十 字 病 院
〒520-8511 大津市長等1-1-35
TEL.077-522-4131 FAX.077-522-4385
http://www.otsu.jrc.or.jp

メタボリックシンドロームと
言われないために
3/16 
［閉講式］
赤十字運動標語

眼

科

部

栗山

晶治

第一消化器科部長

河南

智晴

副院長
第二内科部長

岡本

元純

Together for humanity
「人間を救うのは、人間だ。」

長

等があります。又、お薬による予防法としては、抗アレ
ルギー薬を花粉症の季節の前から使用し始めるもの
で、症状を軽くすることができます。

心臓病の予防のために
5/19

息やアトピー症状を併発することもあります。
花粉症を軽くする予防対策として、花粉との接触

申込み先：大津赤十字病院 医療社会事業部社会課

開講日

境省は、今年の花粉飛散量につき、例年並み

予防対策が必要と注意を呼びかけています。

申込期間：平成24年3月1日（木）～ 3月23日（金）まで

同 上

環 か、やや少なくなる見込みとの発表を行いまし
た。一方、花粉症が重症化するレベルであり、早めの

【月１回 全12回コース】

お問合せ：

花粉症とお薬について

症状がでてしまった場合、症状の原因物質とされ
るヒスタミンの働きを抑える抗ヒスタミン薬やステ
ロイド薬等にて症状を軽くします。
これらのアレルギーを抑えるお薬には、働きの異
なる幾つかのお薬があり、又、使い方の異なる種類
（飲み薬、点眼薬、点鼻薬）があります。症状に応じて
使い分けがされますが、それぞれ使用方法や注意事
項が異なります。特に抗ヒスタミン薬は、眠気をもた
らすお薬が多いので、車の運転等危険を伴う作業を
される場合は服用を控えることが必要です。
お酒と一緒に服用すると、副作用が強く出たり、症
状が悪化したりすることがあります。
このように、お薬の使用に当っての留意事項や他
の薬との飲み合せの確認が必要となります。市販の
お薬も同様の注意が必要です。お薬を使用される時
には、医師や薬剤師に十分説明を受けてから使用し
て下さい。

泌尿器科的で診療する 腎臓の病気

腎実質

泌尿器科では、尿路（腎・尿管・膀胱・尿道）および男性生殖器

腎結石

（精巣、精路、前立腺）
の疾患を診療します。このうち腎臓
（図）
の疾

腎盂がん

患には、❶結石❷腫瘍❸感染・尿路閉塞性疾患などがあります。

腎盂

いずれも手術などの外科的な治療を必要とする可能性のある疾
患です。腎臓は左右に2つあり、片方の機能が悪くなっても、もう
片方の腎臓が正常であれば支障はありません。両方の腎臓の機
能が悪くなると、最終的には血液透析が必要になってきます。
❶腎臓結石は、小さいものであれば、あまり問題にはなりませ

尿管

泌尿器科部長 小倉 啓司

腎細胞がん

治療が必要です。腎細胞がんは、腫瘍のある腎臓を摘出するか、

ん。痛み・感染があり、なかなか治まらなかったり、あるいは大

腫瘍だけ切り取る手術で、術後腎機能に関してはあまり問題はあ

きな結石で排尿とともに体外に出る可能性の少ない結石は、

りません。最近、効果のある分子標的薬が開発され、保険適応に

手術が必要となります。現在ではほとんどの場合、体外衝撃波

なりました。腎盂がんは腎尿管全摘術を行います。抗がん剤によ

結石破砕術か内視鏡による手術が可能です。

る治療もよく行われます。

❷腎臓の腫瘍は、良性腫瘍と悪性腫瘍の2種類あります。症状が

❸腎臓の炎症性疾患では、腎盂腎炎があります。発熱・痛みを伴う

ほとんどないので、たまたま超音波検査やCTで見つかること

ことが多く、抗生剤による治療を行います。細菌感染による単純

が多く、早期のものは腹腔鏡手術により治療可能です。良性腫

性の腎盂腎炎と、他に原因
（膀胱尿管逆流症や尿路閉塞性疾患）

瘍は、ほとんどが定期的な経過観察にてあまり問題はありませ

があって起こる複雑性の腎盂腎炎があります。後者の場合、腎機

んが、増大傾向があれば、手術が必要となります。悪性腫瘍
（腎

能障害を起こしたり、たびたび腎盂腎炎を起こす場合は手術によ

細胞がん・腎盂がん）
では生命に関わりますので、手術などの

り治療します。

ご存知ですか？

腎臓内科部長

前田 咲弥子

自宅でできる透析

透析機をレンタルして、自宅で好きな時間に長時間の透析をする事

自分の腎臓で生きていけなくなった

の通院は月1〜2回でよく、長時間の透析ができるので正常の腎臓

と

食 事

腎臓は体内の水分・塩分量の調節、血圧の調節、血液を作る
のに必要な物質やさまざまなホルモンの産生、そして老廃物の
排泄などといった重要な役割を担当しています。腎臓病では、
そんな働き者の腎臓に負担をかけないよう、食事内容を考慮す
る必要があります。
塩分を控える
腎臓の負担を軽くするために塩分を減らし、血圧の管理を
することが大切です。
たんぱく質をとりすぎない
老廃物の処理・排泄のために腎臓に負担をかけないよう、
たんぱく質をとりすぎないようにします。
エネルギーを十分とる
エネルギーが不足すると摂取したたんぱく質を有効に利
用することができません。ご飯や油など、
カロリーのあるもの
で不足しがちなエネルギーを十分に補給しましょう。
（ ただし
肥満には注意）

控

え

よ う 加 工

品

ができる方法です。1998年に保険治療が認められました。病院へ

末期腎不全の患者さんの腎臓の代わり

の働きに近いデータまで改善し、マラソンができるまで体力が回復

をしてくれるのが、透析療法という治療

すると言われています。機械の操作や清潔操作の訓練を受けマス

法です。日本の透析療法はレベルが高く

ターすること、自己責任で行う治療ですのできちんと自己管理がで

世界にその生存率を誇っています。現在

きなくてはならないこと、毎回自分で血管に針を刺さねばならない

日本でなんと透析歴が最長42年8ヶ月

こと、介助者が要ることなど、高いハードルがありますが、条件が揃

の患者さんがいらっしゃいます。しかし

い年齢が若くて仕事をしたい患者さんには最高の治療法です。少

透析技術の進んだ今でも、長期透析の

ないとはいえ現在日本全国で279人の患者さんが在宅血液透析を

合併症は克服されておらず、週3回4〜5時間の治療に通院する

腎 臓 病

しています。
（2010年12月末わが国の慢性透析療法の現況より）

のは苦痛で不自由なものです。皆さんは、透析患者が透析を自宅

腎移植が受けられない大多数の患者さんにとって治療の選択肢

でできる＜夢の透析＞と呼ぶべき、在宅血液透析
（家庭透析）
とい

が増えることはよいことです。当院は滋賀県一の救急病院で、最も

うのをご存じですか？自宅に看護師さんが来て透析してくれるの

重症で運ばれてきて、心の準備もないまま生涯透析になる患者さ

ではありません。自宅で行う透析方法に腹膜透析というのもあり

んが多い病院です。各々の患者さんに合った透析方法や透析施設

ますが、
これは腹膜透析ではなく、通常は施設で行う血液透析の

をアドバイスし、患者さんが透析治療を受け入れ、一日でも長く元

医療行為を患者さん自身が訓練を受け、家族
（介助者）
と組んで、

気で、楽しい有意義な生活をおくれることを心より望んでいます。

減塩のポイント
酢、レモン・柚子などの柑橘類の酸味を利用しましょう。
香辛料は塩のかわりに味を引き出します。
既製のだしの素を天然だしパックに
切り替えましょう。
加工品は出来るだけ避けましょう。

（栄養課）

