仁和会だより

みなさまへお願い

第6号
2019 年 4 月

・病院の正面玄関付近には、車・自転車・バイク等は停められません。自転車・バイク等でお越しの際は、病院北
側の駐輪場にお停めください。
・診察券について、患者様の誤認を防止する取り組みとして、当院では診察券によるご本人確認を実施しておりま
す。診察券を持参されていない場合は、有料（50 円）で再発行させていただきます。ご理解・ご協力をお願いい
たします。
・忘れ物について、忘れ物は１階総合受付にて１カ月間保管しています。保管期限がすぎましたら処分させていた
だきますのでご了承ください。

発行： 一般財団法人 仁和会総合病院 広報委員会
TEL 042-644-3711 ホームページ http://www.jinwakai.jp

医師の紹介

4 月より、新たに入職しました医師２名をご紹介いたします。
外来担当曜日

・外来処方箋の有効期限は、発行日を含め４日間です。
・月に１度、受付にて保険証を確認させていただきます。

診療時間

泌尿器科医師
きたはら

午前
9時より
9時より

月～金
土

午後
13時より
午後はありません

午前
8時30分～11時30分
8時30分～11時30分

月～金
土

午後
12時30分～15時30分
午後はありません

※科によって異なる場合があります。また、予約制の科もございますので、お電話にてお問い合わせください。
※午前中の混み具合や急患等により、午後の診療開始時間が変更になる場合があります。

診療科目

14時～20時
10時～20時

水

木

金

（診療開始9：00～）

土

日

谷川

-

1・3週
北原
2・4・5週

午後12：30～15：30

谷川 北原 北原 挾間 北原

（診療開始13：00～）

1・3・4・5週
小路

診療科目・専門

予約制 2週

泌尿器科一般、泌尿器科悪性腫瘍の治療、泌尿器科内分泌患者の診断と治療（不妊症、男性更年期障害、
男性化の遅れ、副腎機能障害など）、泌尿器科超音波
資格

メッセージ
血液透析以外の泌尿器科疾患に一次対応を行えます。診断や治療に関しては、患者様や家族の皆様と十分に
話し合って進めて行きます。
前立腺癌や膀胱癌などの泌尿器癌に加え、内分泌も専門医であり、不妊症や更年期障害から思春期の男子性
発達の遅れまで診ます。

形成外科・耳鼻咽喉科・皮膚科・泌尿器科・眼科・
婦人科・放射線科・リハビリテーション科・麻酔科

関連事業

火

内分泌学会専門医

平日・土曜
日曜・祝日

外科・消化器外科・肛門外科・乳腺外科・整形外科・脳神経外科・

谷川 内島 北原 尾山 北原

泌尿器科学会専門医・指導医・評議員

面会時間

内科・呼吸器内科・糖尿病内科・消化器内科・リウマチ科・

月

午前8：30～11：30

さとし

北原 聡史 先生

受付時間

受付時間

アクセス
ＪＲ八王子駅から

仁和会訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ

徒歩 3 分

042-645-6298

仁和会訪問ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ

京王八王子駅から

042-644-3729

仁和会介護支援ｾﾝﾀｰ花

042-646-5552

徒歩 1 分
駐車場 26 台

2 時間まで無料、以降 1 時間ごとに 300 円

月～土 8：00～20：00
日・祝・年末年始 10：00～20：00
【利用可能サイズ】

仁和会クリニック大和田

全長 5.3m

全幅 2.05m

泌尿器科が診る臓器は大きく分けると以下の 3 群です。
ア）

尿路：腎・尿管・膀胱・尿道

イ）

精路：精巣・精巣上体・精管・精のう・前立腺

ウ）

内分泌：副腎・精巣

それぞれに腫瘍（多くは癌）が出来たり、細菌による感染が起きたり、事故などによる外傷（けが）が見られま
すが、最近では加齢（高齢化）による機能障害（尿が出にくい・尿もれ・尿が近い・尿が我慢できないなど）もし
ばしば見られます。
以下の時は、泌尿器科受診をすすめます。
１）血尿（尿が赤い）

全高 1.55m 重量 2.3t

２）尿が出にくい
３）尿が近く、漏れることもある

【診療科目】内科・漢方内科・外科・小児科
【診療時間】午前
午後

９：３０～１３：００（受付１２：３０まで）
１５：００～１９：００（初診受付１８：００、再診受付１８：３０まで）

【休診日】

土曜・日曜・祝祭日・水曜午後（休日診療日を除く）

【TEL】

042-631-8751

【アクセス】〒192-0045

４）尿をする時、痛い
５）側腹部痛（脇～背部痛、特に発熱している時は緊急に）
６）男性機能の低下（勃起不全・不妊症・発達が遅い）

※北原医師のみ担当

７）がん検診での指摘

八王子市大和田町 6－3－28

①血中 PSA 高値：日本男性では 11 人に 1 人、前立腺癌と診断されています。

アクシア八王子ピュアマークス 1 階

②尿潜血

キッズスペースございます。お子様用の絵本等を用意しております。
駐車場 3 台ございます。

③超音波検査での異常：腫瘍や腎が尿で腫れている等
※不妊症・ED の診療は、北原医師が担当しています。

トピックス

医師の紹介
整形外科医師
きよた

清田

つよし

毅

外来診療は 4 月 22 日より、
月曜日（午前）
・土曜日を担当します。
（2019/4/19 現在）

先生

無料公開講座を開催いたします
糖尿病専門医である、糖尿病内科の岡田光正医師による公開講座を開催いたします。
当院の診察券をお持ちの方が対象となります。

診療科目・専門

診察券をお持ちの上、直接、会場へお越しください。

整形外科
専門：一般整形外科・脊椎外科・関節外科
資格
2001 年千葉大学卒業
日本整形外科学会・専門医
日本整形外科学会・脊椎脊髄病医
日本整形外科学会・認定リハビリテーション医

日時

2019 年 6 月 5 日（水）14：30～15：00
【14：15～受付開始】

会場

当院外来棟 4 階講義室

テーマ

『糖尿病の薬物療法
―インスリンなどの注射薬についてー』

メッセージ
脊椎外科を中心に、また、人工関節、外傷、変性疾患、などについても、幅広く診療してまいりました。
その経験を生かし、患者さんのご希望に沿って質の高い診療を提供して参ります。
つらい症状でお困りの際は是非ご相談ください。

栄養科だより

期間限定 ✿さくら検診✿ のご案内（乳がん検診・子宮頸がん検診）
20 代・30 代を対象とした女性限定のがん検診です。
企業や自治体で行う健康診断では外されがちな検査をお手頃な料金で、この機会にぜひ受けてみませんか？
●40 歳未満の女性の方が対象です。

こちらのコーナーでは当院勤務の栄養士らが、食事，料理，季節の食材，栄養と健康などをテーマに投稿させて
いただきます。

●他検診との併用はできません。

当院ではご入院中の患者様に食事を楽しんで頂こうと、毎月「季節の行事食」および「全国の郷土食」を提供して

●子宮頸がん検診は女性医師が行います。

います。 今回は、４月８日(花まつりの日)に提供した行事食をご紹介致します。

●ﾏﾝﾓｸﾞﾗﾌｨ検査・ｴｺｰ検査は女性技師が行います。
●自覚症状がある方は外来（保険診療）をご受診ください。
予約お申込みは、お電話にて「さくら検診」とお伝えください。
☎042-644-3721(健診センター直通）

『お花見御膳』

予約受付時間は平日の 8：30～16：30 です。

コース

通常料金

さくら検診
料金

Ａコース（乳腺視触診+ﾏﾝﾓｸﾞﾗﾌｨ）

¥8,730

¥3,500

Ｂコース（乳腺視触診+乳腺エコー）

¥6,830

¥3,000

¥12,510

¥6,000

¥6,720

¥2,500

Ｅコース（子宮頸がん検診+乳腺視触診+ﾏﾝﾓｸﾞﾗﾌｨ）

¥12,400

¥5,500

Ｆコース（子宮頸がん検診+乳腺視触診+乳腺エコー）

¥10,500

¥5,000

Ｇコース（子宮頸がん検診+乳腺視触診+ﾏﾝﾓｸﾞﾗﾌｨ+乳腺エコー）

¥16,180

¥7,000

Ｃコース（乳腺視触診+ﾏﾝﾓｸﾞﾗﾌｨ+乳腺エコー）
Ｄコース（子宮頸がん検診）

下記、注意事項をご確認ください。
※乳がん検診
妊娠中又は妊娠の可能性のある方、授乳中の方、豊胸手術をされている方
ﾍﾟ-ｽﾒ-ｶ-を使用されている方は、ご相談ください。
※子宮頸がん検診
妊娠中の方、子宮摘出をされている方は、お申し出ください。
生理中はご受診できません。

一般常食のお品書き：
深川めし
さわらの木の芽味噌焼き
筍の土佐煮
菜の花お浸し卵添え
そら豆と桜漬け
水菜と桜麩の清汁
桜の和菓子
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
※患者様から頂いたご感想（一部ご紹介）
・お花見に行った気分になりました。
・気分的に若返りました。ありがとうございました。
・春を楽しむことが出来ました、ありがとう。

