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子供が欲しいのになかなかできない
カップルは10組に1組と言われていま
す。
これまでは子供ができない場合には、
女性が先にあるいは女性だけが通院す
ることが多く見られました。
しかし不妊カップルの約半数には男性
側にも原因があることが知られるよう
になり、男性も不妊外来を訪れること
が増えてきています。

更に診察で陰部、精索静脈瘤(精巣周
囲の血管が太く怒張し曲がりくねった
状態になったもの)の有無や程度など
を確認します。可能ならば1回目の精
液検査も行いますが、可能かどうかは
禁欲期間(2～5日間が推奨)、メンズ
ルーム(採精室)の空き具合などにより
ます。なお精液検査の結果は日によっ
て大きく異なることがあるため、後日
必ず2回目の検査を行います。
初診時に引き続き行う検査としては、
採血によるホルモン検査、超音波検査
などがあります。こういった検査によ
り、精子無力症(精子の運動が悪い)、
乏精子症(精子の数が少ない)、精液減
少症(精液量が少ない)、無精子症(精液
中に精子がいない)、射精障害、勃起
障害などと診断されます。

このような男性不妊患者さんの声に応
えるべく、当院泌尿器科は、男性不妊
診療を専門とする山崎泌尿器科医長を
中心に外来診療、手術を行っています。
外来診療では、土曜日に男性不妊専門
外来を開設し、また一般泌尿器科外来
でも男性不妊症の診療を行っています。
2017年4月からは内田医師が不妊診療
を行う医師として加わり、男性不妊専
門外来は月曜午後にも新設されました。

初診時には、病歴、既往歴(停留精巣
や鼠経ヘルニア、性病など)、生活歴
(喫煙の有無など)、内服薬などを確認
します。

精子の様子 (左：少ない 右：多い)
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男性不妊症は残念ながら原因不明のこ
とが多く、薬物療法の有効性は限られ
ています。一方、精索静脈瘤、無精子
症に対する手術療法の有効性はある程
度確立されています。当院ではこれら
の手術を全身麻酔、一泊入院、保険診
療で行っております。

精索静脈瘤は健常男性でも見つかり通
常は無害ですが、乏精子症や精子無力
症の原因になることがあります。静脈
瘤根治術により精液検査結果や妊娠率
の改善が見込まれます。
当院泌尿器科では手術用顕微鏡(主に
片側例)、あるいは腹腔鏡(両側例)を用
いた低侵襲手術を行っています。無精
子症の場合には精巣内精子採取術を行

いますが、原因が精路閉塞の場合と精巣
そのものに問題がある場合とでは術式・
精子採取率は大きく異なります。
閉塞性の場合の精子採取率はほぼ100％
ですが、その後に採取した精子を用いた
顕微受精が必須のため、自然妊娠を目指
して精路再建術を行うという選択肢もあ
ります。
また、手術以外にも、悪性腫瘍の治療に
より無精子となることが予測される患者
さんに対して、治療前に精子を凍結して
おくことも行っています。

一般にはまだなじみの薄い診察分野では
ありますが、茨城県内随一の、また全国
でも珍しい不妊カップルの双方を総合的
に診療できる施設として、筑波学園病院
泌尿器科はこれからも診療内容を充実さ
せていく予定です。今後とも宜しくお願
い致します。

泌尿器科スタッフ 中央左が山崎泌尿器科医長
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皆さんは「泌尿器科」と聞くと、どん
な時に受診する診療科だと思われます
か？

泌尿器科で扱っている「臓器」は、
「腎～尿管～膀胱」の上部尿路と「膀
胱～前立腺(男性のみ)～尿道」の下部
尿路と、後腹膜臓器で腎臓と同じ被膜
(腎筋膜)内にある、ホルモンを産生す
る「副腎」と「精巣～精巣上体～精管
～精嚢・前立腺」の男性生殖器を中心
としています。

男性生殖機能障害(男性不妊症)や、真
性包茎、停留精巣、陰嚢水腫等を診察
しています。成人だけでなく小児も診
察しています。

当院泌尿器科では、治療に際しては、
薬物治療の他に手術治療も幅広く行っ
ており、経尿道的手術は勿論、腎臓が
んや精索静脈瘤手術では腹腔鏡手術も
行います。
2017年1月よりレーザーも導入され、
結石破砕や前立腺肥大症手術も安全で
効率的に行えるようになりました。

泌尿器科医は男性医師が圧倒的に多い
のですが、当院では、女性医師も配置
されており、デリケートな症状に対し
ても心置きなくご相談頂けるものと思
います。安心して受診して下さい。

これらの臓器の不調の症状として起こ
る、感染症、尿路結石、腫瘍(悪性・良
性)、排尿障害(尿が出ない、出にくい、
回数が多い、尿失禁)等と、尿路閉塞で
起こる腎後性腎不全、性機能障害、
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筑波学園病院診療部に14名の常勤医師が4月から新たに加わりました。診療科はそれぞれ違いますが、皆、患者
さんの声に耳を傾けて、精一杯努力していく所存です。

外科 松本正弘

消化器内科 山浦正道 腎臓内科 渡邉めぐみ

形成外科 赤澤俊文

呼吸器内科 髙木雄基

整形外科 内田亘

泌尿器科 内田将央

耳鼻咽喉科 大澤孝太郎

小児科 セイエッド佳実

眼科 林寺健麻酔科 猪狩亜沙美

歯科口腔外科 佐藤志興

よろしくお願いします！

呼吸器内科 乾年秀

外科 藤原彩織
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4月からの勤務医師紹介
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一般財団法人筑波麓仁会 昇格・入職発令式財団ニュース～

優しさと真心で皆に接する

激励の言葉を述べる藤澤順一理事長 看護部新人一同

辞令交付を受ける職員（写真は大友薬剤部長）

4月1日(土)、当財団昇格・入職発令式
が行われ、今年度の昇格職員と新入職
員計55名が参加し、昇格職員と新入
職員の代表それぞれに、藤澤常務理事
より辞令交付が行われました。

藤澤理事長からは「常に優しさと真心
を持って誰にでも接することが患者さ
んのためであり、そして地域のために
なり、地域に愛される病院につながっ
ていく。その志を抱いて業務に励んで
ほしい。」という、厳しくも温かさに
満ち溢れた言葉を頂きました。

昇格職員・新入職員55名

薫陶を受けた職員達は、皆表情を引き
締め、それぞれの部署で尽力する決意
を胸に秘めていました。

また、この日から4日間に亘って、看
護部新人オリエンテーションも行われ
ました。対象は、新卒看護師20名、
既卒看護師6名、介護福祉士1名。
感染対策・医療安全やシャドウイング
による病棟の流れの体験等、すぐに臨
床現場に立つための実践的な訓練を実
施しました。

当財団は全職員一丸となり、今年度も
利用者の方々の為に尽力する所存です。
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財団よろず紹介～共助会
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共助会とは、当財団職員福利厚生の
一環として活動している会です。
当財団職員なら誰でも参加すること
ができます。

主な活動としては、新人歓迎会や忘
年会の企画・開催、共助会会員の慶
弔に対する慶弔品の贈呈、災害見舞
金の配布、会員の親睦や教養向上を
目的とした運動や趣味・教養・娯楽
等に関するサークル活動の後援など
を行っています。

特にサークル活動は活発で、運動系
ではバスケ部、テニス部、バドミン
トン部、フットサル部、水泳部、ゴ
ルフ部、ボルダリング部など。文科
系では写真部、天文部、軽音楽部な
ど。他にも山岳部や魚釣り部など、
実に多彩。職員自身が部を新設する
こともできます。
勤務終了後や休日などに精力的に活
動しています。

また、東京ディズニーリゾートへの
日帰り旅行も大人気のイベントの一
つです。

イベント内容

4月 新人歓迎会 (ホテルオークラ)

6月 ディズニーリゾート日帰り旅行

7月 ボウリング大会

10月 職員旅行 (昨年度：西伊豆1泊)

11月 観劇 (昨年度：劇団四季)

12月 忘年会 (ホテル東雲)

1月 スキー旅行 (昨年度：山形蔵王)

山岳部 富士山頂上にて バスケットボール部 水海道中学校体育館にて

2017年度の主な開催予定イベント

共助会員だけなくそのご家族もお得な
料金で参加できるため、毎年非常に多
くの参加があります。

当財団では、職員の福利厚生のために
こうした様々な活動を行っています。
これから財団職員となられる方も現職
員の方もぜひご参加下さい！



～外来診療について～ 【発行】
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筑波学園病院
〒305-0854 茨城県つくば市上横場2573-1
TEL. 029-836-1355（代） FAX. 029-836-1918
http://www.gakuen-hospital.or.jp/

関連施設
筑波学園病院並木診療所
介護老人保健施設そよかぜ
つくば市在宅介護支援センターそよかぜ
指定居宅介護支援事業所そよかぜ
訪問看護ステーションそよかぜ
筑波学園病院訪問リハビリテーション
ポプラ保育所
筑波学園看護専門学校

一般財団法人筑波麓仁会

029-836-6688

※当日予約のみ
8：00から受付(平日・土曜共)

平日 9：00～16：00
土曜 9：00～12：00

平日 8：00～11：00 12：00～15：00
土曜 8：00～11：00
※日祝日・年末年始(12/29～1/3)は休診

♪編集後記♪ 文責・広報 岩崎

保育所の送迎時に挨拶をする保護者の方が少ないことに驚かされます。
勿論そのお子さんも挨拶なし。私を含め挨拶する保護者・子供が逆に

財団からのお知らせ ～7対1入院基本料取得～
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きまり悪くなる有様です。
病院も同じです。医師・看護師・事務員の挨拶がなければ、患者さんも
その病院に対して負の気持ちを抱くようになります。気持ちは治療以上
に患者さんの状態を左右するもの。常に気を付けていきたいものです。

筑波学園病院は7対1入院基本料を取
得しております。

入院基本料という言葉はあまり馴染
みのない用語かと思いますが、『7名
の入院患者さんを看護師1名が担当す
る体制』を意味し、10対1や13対1な
ど複数ある等級の中で最高位に位置
します。

7対1入院基本料は、これまでよりも
手厚い看護体制であり、患者さんや
そのご家族にとって、より安全で信
頼できる看護の提供が可能となりま
した。

「真心で医療と福祉に貢献します」
の基本理念に則り、今後ともより質
の高い医療・看護の追求に努めて参
ります。


