
 

 

患者満足度アンケート結果報告 
 昨年度(平成 28 年)10、11 月に実施しました。合計 222 名から回答頂き、3 点満点で評価させて頂きました。

その結果をここに報告させていただきます。 

 対象は、医師、看護師、薬剤師、理学療法士、放射線技師、臨床検査技師、臨床工学士、事務、看護助手です。 

 外来 22 項目、入院 30 項目で評価。 

・ 患者さまの権利を守ることを第一とする 

・ 患者さまとのコミュニケーションを大切にする 

・ 常に医療倫理の元に行動する 

・ 医療安全管理の基本を怠らない 

・ 良い接遇は良い医療を生み出すことを銘記する 

 ・ 良質で心温まる医療 

 ・ 奉仕の精神 

 ・ 研鑽と謙虚 
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接 遇 改 善 ！！ ご意見ご感想 
 

・トイレの蛇口はセンサー付きのオートのほうが

今どき衛生的 
 

・病院正面に駐輪スペースがない 
 

・診察時間(予約を取っていても)長い 
 

・ATM、売店があるとうれしい 
 

・自動ドアにしてもらうとありがたいです 
 

・先生も看護師さんもアットホームと言うか堅苦

しくなく、気さくに話してくださり、大変面倒見

が良いです 
 

・術後の状態について看護師と話をし、焦る必要

はないと説明を受け気持ちが楽になった 

ご協力ありがとうございました。 



 

 

 「尿路結石症について覚えておくべき三箇条」 

泌尿器科医長   

岡 清貴 先生 

 こんにちは。たかの橋中央病院、泌尿器科医長の岡清貴と申します。当科は泌尿器がんのみ

ならず、尿路結石症や前立腺肥大症などの良性疾患の治療にも力を入れております。今回はそ

の中でも特に治療実績を上げている尿路結石症についてお話させていただきます。皆様の頭に

メッセージが残るよう、注意点を三箇条にまとめてみました。これだけでよいので覚えておい

て下さい。最後に述べます。 

 まずは尿路結石症の説明から始めましょう。図１を参照しながらお読みください。尿路結石

症とは、尿の通り道に結石ができる病気のことです。尿の通り道とは、腎臓・尿管・膀胱など

です。（腎臓・尿管は左右で２つあります。）腎臓に結石ができれば腎結石、それが尿管に落

ちてくれば尿管結石、さらに膀胱まで落ちれば膀胱結石といいます。なぜ結石ができるのかと

聞かれると、説明が長くなるのでここでは触れません。それよりも、なぜ結石を治療しなくて

はいけないのかを理解して頂きたいのです。まず膀胱結石は頻尿・血尿・排尿時痛などの非常

に不快な症状が出現するので治療が必要なのは言うまでもありません。 

 問題は、腎結石と尿管結石です。腎結石は腎臓（正確に言えば腎盂）内に収まっている間は無症状なのですが、あ

まり大きくなると、尿の流れを悪くし、腎機能低下をきたします。また結石に細菌が定着するため感染症をきたしや

すい状態になってしまうのです。そして腎結石が落下すると、尿管結石になるのですが尿管結石で有名なのは疼痛発

作です。これは片側の腰やお腹に激痛をきたします。経験した方や聞いたことがある方も多いのではないでしょう

か。患者さんはとてもつらい思いをされるでしょうが、痛みながらも結石が尿管から膀胱へ落ち、そこから尿と共に

体外へ排出されればその後は特に問題になりません。問題は尿管結石が排出されず尿管に詰まったままになってしま

う場合です。結石が詰まっている状態が続くと痛みに慣れてきて、痛みを感じなくなります。さらに、時間がたつと

結石が周囲の尿管と張り付き、尿の流れをせき止めてしまいます。（長期陥頓結石といいます。）この状態を長期間

放置すると、腎機能低下から機能廃絶に至るのです。さらに悪いことは続きます。結石が尿管に詰まると、その上流

の尿管・腎臓は腫れます。これを水腎症と言いますが、これに細菌が感染をきたしたとき、非常に重症な感染症に

なってしまうのです。これを結石性腎盂腎炎といい、致死率は2‐3％といわれています。以上から尿路結石症に治療

が必要なことはおわかりいただけたと思います。 

 次に治療について簡単に説明します。当院では主として体外衝撃波砕石術（ESWL）と経尿道的腎尿管結石破砕術

（TUL）を行っています。 

 ESWLは治療台にのって頂き、体外から衝撃波を当てて結石を砕く治療法です。一方、TULは手術室で麻酔をして、

体内に尿管鏡を挿入しレーザーで結石を砕きます。どちらの治療法を選ぶかは担当の医師と相談してきめますが、一

般的に治療難度の高い結石はTULを選択することが多くなります。 

 前置きが長くなりましたが前述のことを踏まえて三箇条をお示しします。                    

①ほとんどの尿路結石は治療が必要であると知ること 

 よくあるのがなんらかのきっかけで、尿路結石が見つかったにもか

かわらず放置されているケースです。結石を指摘されたら必ず泌尿器

科を受診しましょう。時間がたち、結石が大きくなったり尿管と張り

付いたりしてしまうと治療の難度やリスクが跳ね上がってしまいま

す。すぐに治療が必要でない場合でも、必ず経過観察が必要です。 

②必ず結石の消失を確認すること 

 痛みを感じなくなって結石が排出されたものと勘違いしてしまうこ

とがあります。長期陥頓結石となれば前述のごとく問題が生じます。

必ず泌尿器科で検査を受け、結石の消失を確認しましょう。 

③定期的に通院すること 

 結石の主な原因は「体質」ですので、一度尿路結石症になった方

は、再発する可能性が５割以上と考えてください。当科では定期的通

院について指示を行っておりますが残念なことに、きちんと通院されず数年後に大きな結石を再発させ受診される

ケースもあります。再発は結石が小さいうちに見つけ、ESWLで治療するほうがはるかに安全です。TULも安全にでき

る治療であるとはいえ、手術室で麻酔をし、尿管という細いデリケートな臓器に器械を挿入するわけですから、リス

クは少なからずあるのです。またTULには頻度は少ないものの術後の重症感染症という特有の合併症もあるため、注意

が必要です。 

 うまく説明できたかどうかわかりませんがこの三箇条を知っておけば大きく間違えることはないでしょう。ご縁、

いや結石がありましたら泌尿器科外来でお会いしましょう。 

広島市中区国泰寺町2-4-16  TEL082-242-1515 

URL http:/www.jinyoukai.or.jp/ 

図1 



 

 

広島市中区国泰寺町2-4-16  TEL082-242-1515 

URL http:/www.jinyoukai.or.jp/ 

 

ふれあい看護体験 2017 
今年も複数の高等学校から6名の生徒さんが看護体験に来られました。「看護の体験を通して普段で

は経験のできないこともいろいろあり勉強になった。看護師を目指したい」との思いを語ってくれま

した。 

職場体験学習 
吉島中学校の3年生5名、国泰寺中学校3年生3名が職場体験学習で来られました。将来医療関係の職場

を希望している生徒さんたちで、こうした体験を通して自分の将来を考え進んでいかれることを応援

していきたいと思います。 

◎ふれあい祭り開催のお知らせ◎ 
 

日 付：２０１７年 １０月 ２８日（土） 

場 所：たかの橋中央病院・老人保健施設 陽だまり 



 

 

外来診察担当医表 

診療科   月 火 水 木 金 土 

耳鼻咽喉科 午前 林（鷹） 林（鷹） 林（鷹） 林（鷹） 林（鷹） 林（鷹） 

 午後 林（鷹） 林（鷹） 林（鷹）  林（鷹） 手術  

泌尿器科 
午前  

 林（睦）/井上/岡 林（睦）/井上/岡 林（睦）/井上/岡 （林睦）/井上/岡 林（睦）/井上/岡 
（林睦）/井上/

岡 

    手術 手術   

 

午後  

 林（睦）/井上/岡 林（睦）/井上/岡 

手術  

林（睦）/井上/岡 

  排尿障害 

尿失禁外来 
 

15：00～17：00 

井上 
15：00～17：00 

井上 

外科 午前  河内 手術/広大   河内  

 午後  手術/河内  広大病院  手術/河内  

血管外科 午前  春田 手術   硬化療法 春田  

 午後  手術  春田  手術  

乳腺外来 
※完全予約制 午前       片岡 

内科 

午前 

１診  保澤（糖尿）  大庭 麻奥 保澤（糖尿） （石井）

 ２診 麻奥 小泊 阪田 小泊 麻奥 阪田 

 ３診 盛生 中村 松本  中村 中村 

 循環器外来   北川    

 

午後 

１診   田妻（胆石） 大庭 

  

 保澤（糖尿） 

   ２診 阪田 阪田 麻奥 阪田 

 ３診  （中村）  中村  

整形外科 午前 久保田/手術 瀬分 久保田 久保田 久保田/手術 山崎 

 午後 久保田 瀬分 久保田 手術  瀬分   

歯科口腔外科 
午前 吉賀 

9：00吉賀 
10：00～12：30 

腫瘍外来 
吉賀 吉賀 吉賀 吉賀 

 午後 手術 
全身麻酔 

手術 
手術  手術 

全身麻酔 

手術 

脳神経外科 午前 秋光  秋光（橋詰）  秋光（橋詰） 秋光  秋光（橋詰） 橋詰 

 午後   秋光（橋詰）  秋光（橋詰）   秋光（橋詰）   

皮膚科 午前 江草   江草    

※脳神経外科においては、紹介患者のみの予約外来となっています。        田妻Dr  第1（火） 16：00～18：00 

※乳腺外来・歯科口腔外科外来につきましては、要予約となっています。             他（火）  14：30～ 

※血管外科の硬化療法は要予約となっています。                    

※泌尿器科の林（睦）医師の土曜日の診察は、第4土曜日のみとなります。 

  また、第4木曜日は休診となりますので、ご注意ください。 

               診療時間  

平日 
午前    ９：００～１２：３０ （受付８：３０～１２：３０まで）  ※ 水曜日、泌尿器科は受付12：00まで 

午後  １４：３０～１８：００ （受付１８：００まで）  ※ 水曜日、泌尿器科午後休診 

木曜 
午前    ９：００～１２：３０ （受付８：３０～１２：３０まで）  ※ 泌尿器科は受付12：00まで 

午後             休診  

土曜 
午前    ９：００～１３：３０ （受付８：３０～１３：３０まで） 

 ※ 歯科口腔外科は受付12：30まで 

 ※ 外科午前休診 

午後             休診  
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