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IMS グループ 広報誌 プラザイムス

「プラザイムス」は、患者さま、ご家族のみなさまに院内や IMS グループの医療活動、病気に関する情報をお伝えするコミュニケーションペーパーです。

春から夏に向けて
気をつけたい

皮膚疾患

色とりどりの花が芽吹く季節となりました。
春になると皮膚科では、皮膚炎や湿疹等の症状

皮膚科

が増えてきます。

副島 清美先生

そこで、皮膚科の副島 清美先生より春から夏に
向けて気になる花粉症と皮膚の関係や、紫外線で

外来担当日

付けたい点などをご執筆頂きました。
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春です！ 気温も上がり風が心地よくなり明るい時間帯
が長くなってきました。人々が活発になってくる季節です。
そこで気がかりなのが花粉や紫外線などです。今、日本人
が 10 人集まれば 3 人はスギ花粉症といわれています。
まだ発症はしていない予備群の人も多くいます。
花粉は皮膚にも悪さをします。花粉そのものが刺激になる
場合と、涙・鼻水・それを拭うティッシュペーパーの刺激に
より目元や鼻のまわりに皮膚炎が起こりやすくなります。

◆春の湿疹や蕁麻疹
また、年度が変わり新しい環境になり、心身
ともにストレスが加わり自律神経が乱れたり、
寒暖差に体力がついていかなくなり、湿疹や蕁
麻疹を発症してしまう人もいます。
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紫外線と皮膚疾患
紫外線は 3 月頃より徐々に強くなり始め
5 月頃よりピークを迎えます。
その紫外線の光量・アレルギー機序により
秋口まで難治性の皮疹に患わされることも
あります。

◆増加する皮膚癌
何年も湿疹があると気づいていて放置し、実は初期の皮膚癌と
いうこともあります。
日本は世界有数の高齢者社会で皮膚癌が増加の一途を辿ってい
ます。
皮膚癌は初期に対処すれば外用や手術だけで完治ということも
多いです。
皮膚病は自他共に気付きやすいものです。
何か心配なことがあればお気軽に外来を受診して下さい。

開催日時

テーマ

講師

会場

４月 15 日
（金）

内分泌（甲状腺）
・代謝（糖尿病）センター長

内分泌代謝内科医師

当院

15～16 時

公開医療講座『生活習慣病とライフスタイル』

貴田岡 正史先生

４F 講堂

栄養科

三芳町中央公民館２F

村岡 郁未管理栄養士

キッチンスタジオ

リハビリテーション科

当院

今から対策を！～ロコモティブシンドローム①』

抜井 周子理学療法士

４F 講堂

内分泌（甲状腺）
・代謝（糖尿病）センター長

内分泌代謝内科医師

コピスみよし

貴田岡 正史先生

ミニホール

リハビリテーション科

当院

４月 26 日
（火）
10～13 時

楽しく！美味しく！

家庭で簡単♪減塩食

管理栄養士が教える調理実習

４月 27 日
（水） 第 36 回公開健康体操『要介護・寝たきり予防に
15～16 時
５月 14 日
（土）
15～16 時

公開医療講座『生活習慣病とライフスタイル』

５月 25 日
（水） 第 37 回公開健康体操『要介護・寝たきり予防に
15～16 時

今から対策を！～ロコモティブシンドローム②』

金子 洋介理学療法士

４F 講堂

５月 31 日
（火）

第 35 回公開医療講座

泌尿器科医師

当院

15～16 時

『尿路結石の治療法』

井門 祐一郎先生

４F 講堂

日程などは変更になる場合があります。ご予約の際にご確認ください

ＴＥＬ：049-274-7015（地域医療連携室）
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当院の医師をピックアップしてご紹介いたします。

血管外科

泌尿器科

消化器外科

内村

松下

智生先生

2015 年 9 月より入職いたしま

公治先生

井門

祐一郎先生

2004 年に宮崎大学医学部を卒

出身は長野県松本市です。

業しました。
（公社）地域医療振興

2005 年に医師となり初期臨床研

心臓血管外科を全般的に行って

協会に入職し，山間僻地や島の地

修修了後、日本大学泌尿器科に入

おりましたが、脈管専門医を取得

域医療に携わると共に、自治医大

局致しました。大学医局員時代の

後は、特に血管に重点を置いて診

さいたま医療センター，東京北医

大学病院本院や分院、その他大学

療をしております。

療センター，練馬光が丘病院など

関連病院での勤務を経て 2015 年

で勤務してきました。

4 月に当院に入職致しました。

した。

血管外科で診療する疾患は、基
本 的 に 自 覚 症状 の な いこ とが 多

現在は「腹腔鏡下手術」を中心

泌尿器科は内視鏡手術が多く、

く、他の科の疾患ととらえられて

に鼠径ヘルニア、胆石・胆嚢炎、

膀胱癌、前立腺肥大症、尿路結石

しまうため「血管外科」と言われ

虫垂炎、各種がん治療を行ってい

の手術などを内視鏡で行います。

てもピンとこない方が多いのが現

ます．腹腔鏡下手術により低侵襲

当院では尿路結石のレーザー内視

状です。

かつ、精細な手術が可能となりま

鏡破砕手術を今年から導入致しま

疾患の見逃しを防ぐためにも、

した。
「鼠径ヘルニア外来」を開い

した。レーザー内視鏡結石破砕手

他科や近隣の先生方と連携して、

ており、腹腔鏡下による鼠径ヘル

術は破砕効率が良くほとんどの方

診断・治療を行っていきたいと考

ニア手術を行っています。

は１回の手術で完全破砕が可能で

えております。

癌治療は大腸癌・直腸癌・胃癌

あり今までの体外衝撃波装置での

治療は外科治療、カテーテル治

を主に、手術、化学療法、緩和ケ

治療のように何回も治療を受ける

療などの利点を考慮し選択してま

アをバランスよく，個々のニーズ

必要がありません。気軽に御相談

いります。

に合わせて行っています。開腹手

ください。趣味はテニスと J リー

また循環器専門医でもあります

術はもちろん、腹腔鏡下手術をご

グ観戦（松本山雅 FC のサポータ

ので，あわせて診療をさせていた

希望の方は、遠慮なくご相談くだ

ー）です。どうぞよろしくお願い

だければと思います。

さい。

致します。

外来担当日

外来担当日

気になることは放置せず、ま
外来担当日
ずは受診をしていただきたい
月

火

水

と思います。
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information
2017 年 新棟 OPEN
病床ベッド数、35 増床

２７３床に！
新駐車場 新設中
G.W 明けに
利用開始予定
尿路結石治療に
レーザー治療を導入！
結石でお悩みの方は、一度
泌尿器科外来にご相談ください
©2009 Boston Scientific Corporation or its affiliates.All rights reserve

腹腔鏡手術が

より低侵襲に！
カメラが 10 ミリから５ミリへ
より体に負担の少ない手術に！！

24 時間救急対応

お問い合わせ先

救急の場合は 24 時間体制で、できる限り対応しております。
診察可能かどうか必ずお電話で確認してください。
イム ス

発行：ＩＭＳグループ 医療法人社団明芳会

イムス三芳総合病院

広報委員会

2016 年春号 編集担当：金子 彰太、山本 千晶

049-258-2323(代)
〒354-0041

埼玉県入間郡三芳町藤久保 974-3

TEL 049-258-2323（代）
http://www.ims.gr.jp/miyoshisougou/index.html

4 月 15 日現在の情報です。講座の日程や外来担当日などは変更がでる場合もございます。最新情報はＨＰまたは院内配布物をご確認ください

