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【凍結療法の適応となる方】
•  原則4cm以下の腫瘍
•  充実性腫瘍（しこりのように固い腫瘍）
•  凍結療法中に持続してうつぶせの姿勢が可能
•  標準治療が手術であることを承知の上、合併症

や本人の希望で凍結療法を希望される場合  等

腎皮質

腎臓

じんひしつ

腎髄質
じんずいしつ

腎乳頭
じんにゅうとう

腎錐体
じんすいたい

腎杯
じんぱい

膀胱

腎動脈
じんどうみゃく

腎静脈
じんせいみゃく

尿管
にょうかん

腎がん

ー 腎がんについて

　腎臓は背中側の腰のやや上部に左右1つずつあり、

長さ15cm、重さ150～200gのそら豆状の臓器です。

主な働きは尿をつくり体内の不要物質を排泄するこ

とですが、その他に血圧や造血、骨の状態を調節す

る働きも担っています。

　腎がんは、腎臓にできるがんのうち、腎実質（腎皮

質と腎髄質）の細胞ががん化したものです。腎がん

には特徴的な症状がないため、小さいうちに発見さ

れるものは、他の病気のための検診や精密検査など

で偶然に発見されるものがほとんどです。肺や脳、

骨に転移したがんが先に見つかり、結果として腎が

んが見つかることも少なくありません。

　腎がんが大きくなると、血尿が出たり、背中・腰の

痛み、腹部のしこり、足のむくみ、食欲不振、吐き気

や便秘、おなかの痛みなどが生じたりすることもあ

ります。

ー 治療の選択について

　腎がん治療の原則は手術による摘出になります。

　小径腎がんの場合はなるべく正常な腎臓を残すこ

とが最重要ですので、可能な限り腫瘍の部分だけを

切除し治療を行います（腎部分切除術）。しかし、腫

瘍の大きさと部位により、部分切除が難しいときは、

腎臓の全摘出をします。

　当院では年齢や合併症により腎部分切除術が適

応とならない方のために凍結療法を実施しています。

ー 凍結療法について

　この治療は、通常の腎がんの手術と異なり、全身

麻酔や大きな皮膚の切開を必要としません。CT画

像をリアルタイムで観察しながら、局所麻酔をして

専用の細い針を腎がんに正確に穿刺し、がんだけを

凍結させて壊死させます。海外のみならず本邦でも、

この治療法の高い治療効果が多く報告されています。

また、本治療は、正常な腎臓を可能な限り温存させ

る事ができますので、治療後に腎臓の機能を悪化さ

せることはほとんどありません。

　がんを凍結させている最中や術後の痛みもほと

んどありません。治療に要する時間は、がんの大き

さや場所や個数により異なりますが、1.5～2.5時間

程度です。

　高度な穿刺技術を必要とする本治療は、放射線科

の専門医が行いますが、治療の適応評価や説明など

の外来診療、入院管理、術後の外来での経過観察は、

泌尿器科の専門医が担当します。

　入院期間は、最短で1泊2日で、早期社会復帰が可

能です。

特集
－Feature－ 泌尿器科・放射線科

切らずに凍らせて治す！

小径腎がんに対する凍結療法

　近年、超音波やCTやMRIなどの画像診断の進歩

に伴い、早期の腎がんが検診や人間ドックなどで偶

然に発見されようになっています。

　当院では2016年8月に滋賀県で初めて小さな腎

がん（小径腎がん）に対して、低侵襲治療である凍

結療法を導入。以降、小径腎がん患者さんの1つの

選択肢として治療を実施しています。

せんし
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がん

腎臓

ー 小径腎がんの凍結療法の流れ（フロー図）

X線CT室へ入室

ー 受診を希望される方へ

　本治療を希望される場合には、当院では泌尿器科の外来

受診をお願いしています。他の医療機関を受診されている

方で、本治療をご希望される場合は紹介状が必要になりま

す。紹介状を通じて泌尿器科の診療予約をお願いします。

症状、年齢、合併症
などにあった治療方針
を一緒に考えます！

CT画像①

背骨

腎臓

▲冷凍手術器
（写真提供：ボストン･サイエンティフィック ジャパン株式会社）

肝臓

★ … 腎がん

CT画像②

背骨

腎臓

肝臓

… がんを含んで凍結した領域

準備をして、局所麻酔などを
行います。
（約30分）

凍結1回目

針の先端部分を超低温にし、
X線CTで見ながらがんを凍結
します。
（約10分～15分）

凍結2回目

再度がんを凍結します。2回
目の凍結により、凍結壊死効
果を高めます。
（約10～15分）

針の配置

X線CTで見ながら皮膚から針
（ニードル）を病変に刺します。
（30分～1時間）

治療終了

X線CT室から退室

針を抜き、X線CTで異常のな
いことを確認します。
（約30分）

自然解凍

がんを自然解凍します。
（約5分）
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心臓血管外科部長　乃田　浩光

【専門医・資格等】
•  日本外科学会専門医
•  日本循環器学会専門医
•  心臓血管外科専門医
•  日本脈管学会脈管専門医
•  下肢静脈瘤血管内焼灼術指導医
•  胸部・腹部ステントグラフト指導医

※厚生労働省：人口動態統計月報年計（概数）の概況より

循環器疾患に対して外科的治療を行う心臓血管外科！
　心臓血管外科とはその名の通り、心臓や血管の病

気である循環器疾患を取り扱う診療科です。主な疾

患としてあげられるのは、虚血性心疾患や弁膜症、不

整脈、心筋症といった心疾患と、大動脈瘤、大動脈解

離、閉塞性動脈硬化症、下肢静脈瘤といった血管疾患

です。

　循環器疾患と聞くと急変する病気をイメージされる

方が多いかと思います。しかし内服薬による治療やカ

テーテル（体内に挿入して使用する柔らかい細い管）

治療、外科的治療（手術）など様々な方法で急変に対

応が可能です。

　治療にあたっては多角的視点から患者さんの治療

方針を決定するため、循環器内科の先生方と適宜カ

ンファレンスを行っています。また私自身は循環器専

門医も取得しているため、外科的・内科的両方の視点

から症例に対しアプローチできるよう心がけています。

患者さんの状態に合わせた治療の選択が可能！
　例えば当科の主な診療疾患に、体の一番大きな大

動脈と呼ばれる血管にコブができる腹部大動脈瘤と

いった病気があります。この病気の治療は開腹による

人工血管置換術が基本とされていますが、高齢な方

や他の手術をしたことがある方にはハードルが高い

治療になります。そこで当院では、足の付け根の小さ

いきずから治療ができる血管内治療（ステントグラフ

ト内挿術）を実施できる体制をとっています。標準的

な治療と低侵襲な治療を両立させ、治療に対する選

択の幅を広げています。

　また足の静脈がボコボコ腫れる下肢静脈瘤治療に

も力を入れています。原因となっている静脈にカテー

テルを挿入し、レーザーを使用して病変が生じた血管

を焼く「血管内焼灼術」や、接着材（グルー）を使用し

病変が生じた血管内を固める「血管内塞栓術」など、

術後すぐの歩行も可能な低侵襲治療を実施していま

す。

　その他、外来で行う弾性包帯などを使用した下肢

静脈瘤の予防・悪化防止を防ぐための「圧迫療法看

護外来」や潰瘍など足に深いきずがある場合などに

複数の診療科・職種で連携しながら治療する「下肢

創傷治療センター」とも協力。足の細い血管を綺麗に

するためのフォーム硬化療法なども行いながら、患者

さんの足の痛みやむくみといった諸症状の軽減や、き

ずを綺麗にするための治療に取り組んでいます。

ひとりでも多くの方の生活の質（QOL）向上を目指す
　循環器疾患、特に心疾患はわが国の死因の第2

位（※）で、これからの高齢化社会においてますます増

加傾向にあります。質の高い手術を提供をすることに

よって、ひとりでも多くの方の生活の質（QOL）の向

上を目指していきます。

滋賀県病院
×

心臓血管外科

先生インタビュー

心臓血管外科部長

今年4月心臓血管外科に着任された
先生にお話を伺いました

乃田　浩光
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リハビリ通信

どうして運動が免疫に効果的？
　継続的に運動をしていると、白血球の一種であるリンパ球が増え、その中のNK（ナチュラル・キラ

ー）細胞という細胞が増加します。NK細胞は抗体と呼ばれる異物と闘う物質の産生を増加させ、身

体の中をパトロールしながらウイルスやがん細胞を攻撃する働きがあることが分かっています。

「適度な運動」ってどんな運動？
　「健康のためにはたくさん運動した方がいいですか？」と聞かれることがあります。実は運動不足

だけでなく、運動のやり過ぎでも免疫機能のバランスが崩れ感染症にかかりやすくなると言われてい

ます。

　健康増進のためには、最大酸素摂取量の50～60％、または無酸素性作業閾値以下で1日20～

60分までの運動を週3回以上の頻度で長期間継続することが良いとされています。

　新型コロナウイルス感染症の流行で、免疫力という言葉を見聞きするこ

とが多くなったかと思います。免疫とは、ウイルスや細菌、微生物などから

身体を守って病気を防ぐ仕組みのことですが、今回は「免疫力」を高め、病

気にかかりにくい身体をつくるポイントを解説します。

リハビリテーション技術科　理学療法士　今井　伸也

運動で「免疫力」を高めよう！

免疫力を高めるには、健康的な生活習慣が大切です

分かりやすく言うと・・・

適度な運動＝会話ができる程度の有酸素運動
（散歩や自転車、体操等）

日頃の生活に取り入れて、感染症に負けない体づくりを目指しましょう!!

バランスのとれた食事 ストレスをためない 十分な睡眠適度な運動
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①大学卒年　②専門分野　③資格
④趣味　⑤自己PR　⑥抱負新任医師紹介

ご 意 見 に お 答 え し ま す

【ご意見】
　診察待ちの時間をじっと部屋の前で待つのではなく、スマホ等に呼びだしをするシステムを作っ
てほしい。そのとき待っていられる図書室、カフェなどがあるとなおよい。

【回　答】
　このたびは長時間お待たせし、誠に申し訳ございませんでした。
　外来診療については患者さんの数が年々増加しており、診察並びに会計でお待たせしてしまう
ことが生じております。患者さんのご提案にあるような携帯電話アプリでの患者呼び出し機能に
ついて、前向きに検討を進めたいと存じます。
　2022年3月31日をもちまして、アメニティ棟1階に設置しておりましたレストランが閉店となり
ました。閉店後の場所については、病院倉庫として利用する計画となっております。
　しかし新たな場所で病院利用者さんがゆったりとくつろげるスペースづくりを検討しております
ので、ご不便をおかけいたしますが、しばらくは玄関エントランスホール及びなでしこストリートを
ご利用ください。

　当院では、ご意見箱を通してみなさんの声を聞き、苦情等の全体を把握するとともに、
今後の事業改善に活かしています

救急集中治療科専攻医　

種子島　夕佳（たねがしま ゆうか）

①平成31年卒
②救急・集中治療
③JATECプロバイダー
④ライブ、野球観戦、食べること
⑤一生懸命頑張ります。
⑥3ヶ月の他院研修を終え、済
生会に帰ってきました。より
一層努力して参りますのでよ
ろしくお願いします。

救急集中治療科専攻医　

任　粋理（にん すいり）

①平成31年卒
②救急・集中治療
④美味しいものを探すこと
⑤精一杯頑張りますのでよろし
くお願いします。

⑥向上心を持って取り組みたい
と思います。

脳神経内科専攻医　

加藤　拓真（かとう  たくま）

①平成31年卒
②神経内科一般
④サッカー、フットサル、旅行、
ペペロンチーノ作り
⑤患者さんに寄り添う医療を提
供できるように心がけていま
す。
⑥愚直に頑張ります。

整形外科専攻医　

森澤　遼（もりさわ りょう）

①令和2年卒
②整形外科一般
④旅行、温泉
⑤体力と知力をフルに使って医
療に対して真摯に向き合いま
す。

⑥患者さん思いの医療を提供で
きるように心がけます。
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医事課

エントランスホール

正面出入口
時間外出入口

救急車搬入口●

中庭出入口

●服薬指導室

な
で
し
こ
ス
ト
リ
ー
ト

薬剤部

地域医療
連携課

救急センター
受付

薬局●

救命救急センター

CT室2
●

一般
撮影室

●

防災センター

血管
撮影室1

●

血管
撮影室2

●

非常用

非常用

寝台用

●マンモ
　グラフィ

CT室1
●

一般
撮影室

●
●透視室

●RI（アイソトープ）室
　骨塩定量
●測定室

　結石
●破砕室

●MR室

総
合
受
付

書
類
受
付

会

　
　
計

1ブロック
・放射線科
 （診断・治療）

●言語療法室

放射線治療室●

1ブロック●

1F

Information
保険証の代わりにマイナンバーカードで！

当 院 でも7月1日より「マイナ 受 付」を 開 始！

【マイナ受付とは】 
医療機関や薬局で、保険証の代わりにマイナンバーカードを使う新たな方法です。

【ご利用方法】
受付の際、「マイナンバーカード利用」とスタッフにお声掛け下さい。

【設置場所】
カードリーダーは院内4ヶ所に設置しています。

★1階総合受付（2ヶ所）、地域医療連携受付（1ヶ所）、救急センター受付（1ヶ所）

マイナンバーカードをカードリーダーにかざす
医療機関や薬局の受付で、マイナンバーカードをカ

ードリーダーにかざします。カードの顔写真を機

器で確認します。

※マイナンバーカードを置いた後は画面の指示に従って操作し

てください。

※マイナンバーカードの置き忘れにご注意ください。

Step1

オンラインであなたの医療保険資格を確認！
マイナンバーカードのICチップにある電子証明書

により医療保険の資格をオンラインで確認します。

Step2

利用に関する情報につきまして詳しくは厚生労働省サイトからご覧いただけます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html

顔写真を表にして縦向きに置いてください

カバー等は外してください

※注意事項※

 • 操作に関しましてはご自身で行っていただきます。

 （操作手順はスタッフがご案内いたします。）

1階

▲サイトへはこちらから
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JR
野洲
駅

150

2

久野部跨線橋東

北野1丁目

野洲駅北口

行畑跨道西

行　畑

野洲市役所前

市三宅

久野部

野洲小

野洲市役所

文

まちの診療所紹介

火 水 木 金 土
●
☆
●

午　前
予　約
夕　診

／
／
／

●
☆
●

●
☆
●

●
☆
△

●
／
／

診療時間 月

●一般皮膚科　☆美容予約診
△3：30～5：00美容予約診、5：00～6：00一般皮膚科

火 水 木 金 土

●
●
／

午　前
訪問診療
午　後

●
●
●

●
▲
／

●
●
／

●
●
●

●
▲
／

診療時間 月

▲・・・臨時の往診のみの対応となります。

【治療のご案内】
• 赤ちゃんからお年寄りまで、すべての方の皮膚トラブルに関す

る診療を行います。
• “デジスマ診療”を行っており、キャッシュレス決済や次回予約

も全部アプリで完結します。

　私はなんでも気軽に相談できる町医者を目ざして、地域医療を担うことを
使命とする自治医科大学に入学しました。卒業し地元の大学病院での初期臨
床研修を終えた後は、滋賀県内の比較的医療資源に乏しい地域での勤務を
行ってきました。
　そこで必要とされていたのは、身体や病気の問題だけでなく、生活や介護
なども含めた幅広い問題に対して、他の医療・介護・福祉の方々と協働して対
応ができる総合医の能力でした。
　これまで培ってきた総合診療と在宅医療（訪問診療）を地域のみなさまに
提供し、年齢・性別を問わず日常の困りごとを気軽に相談できる、身近なまち
の診療所を目ざしてまいります。
｠どうぞよろしくお願いいたします。

野洲市 やすホームケアクリニック
院長　木田　直也 先生

　南草津皮フ科院長の楠葉展大（くすば のぶひろ）と申します。医師として第一
歩を踏み出し、さまざまな経験や学びの機会をいただいた滋賀県で縁あって開
業することになりました。
　皮膚疾患に対する適切な診断と治療を提供するのは当然ながら、保険診療で
カバーしきれない皮膚疾患の治療や美容皮膚診療にも力を入れております。微
力ながら皆様を健やかでより美しい肌へと導くお手伝いができれば幸いです。
　皮膚疾患をお持ちの方、皮膚について気になる症状のある方はお気軽にご相
談ください。

草津市 南草津皮フ科
院長　楠葉　展大 先生

▲HPはこちらから

滋賀県野洲市小篠原958-3
TEL.077-586-2457

【診療科目】
　内科・小児科・リハビリテーション科

【診療時間】
　午前診　9：00～12：00
　午後診　5：00～7：00

【休診日】
　月・水・木・土曜日午後、日曜日・祝日

滋賀県草津市野路町652-3
TEL.077-599-1451

【診療科目】
　皮膚科・美容皮膚科

【診療時間】
　月～金曜日　〈午前〉9：30～12：00　
　　　　　　　〈予約〉2：00～3：30
　　　　　　　〈夕診〉3：30～6：00
　土曜日のみ　　　　9：30～12：30

【休診日】
　火曜日、日曜日、祝日

「かかりつけ医」は患者さんやご家族が、身近に日常的な治療及び健康管理について相談できるお医者さんです。
体調の変化で気になることを気軽に相談できる関係性を築くことで、病気の早期発見や予防につながります。
自宅や職場の近くにかかりつけ医をもっていただくことをお勧めします。

かかりつけ医をもちましょう

やすホームケアクリニック

発行元　社会福祉法人 恩賜
財団 済生会滋賀県病院

〒520-3046　滋賀県栗東市大橋二丁目4番1号
TEL （077）552-1221（代）　URL https://www.saiseikai-shiga.jp/

かけはしNo.202　2022年8月病院理念
私たちは、済生会の「救療済生」の精神に基づき、安全で質の高い医療
の提供と、心温まるサービスを実践し、地域の皆様の安心と幸せな未来
へ貢献します。


