
新型コロナウイルス感染対策を実施中

第56回日本腹部
救急医学会総会 オンライン市民公開講座

放っておけない、お腹の痛み
2020年11月30日まで YouTubeにて講座を配信。

総合司会 堀口 明彦

●ご自宅のパソコンやスマートフォンで視聴いただけます。
第56回日本腹部救急医学会総会会長・
藤田医科大学医学部消化器外科学講座主任教授・ばんたね病院病院長

胆石による腹痛

浅野 之夫

胃・十二指腸の
病気による腹痛

小林 隆

大腸の病気による腹痛

荒川 敏

期間中、講座はいつでもYouTubeでご覧いただけます。下記ホームページから検索または右記からご視聴ください。
お問い合わせ メールアドレス:info_jsaem56@yahoo.co.jp

腹部大動脈瘤による腹痛

近藤 ゆか

検索第56回日本腹部救急医学会総会市民公開講座

講演1 講演2 講演3 講演4

藤田医科大学
ばんたね病院消化器内科（ ）藤田医科大学

ばんたね病院外科（ ） 藤田医科大学
ばんたね病院外科（ ） 藤田医科大学

ばんたね病院外科（ ）

（ ）
正面玄関で体温測定を実施
しています。発熱がある患者さま
には、発熱トリアージ外来で
診察をうけていただきます。
感染拡大防止にみなさまの
ご協力をお願いします。

新任教授の紹介
藤田医科大学ばんたね病院 内科学講座 主任教授 稲熊 大城先生

このたび、令和2年9月1日からばんたね病院内科にまいりました稲熊大城と申します。専門は腎臓で、

なかでもこれまで30年以上、慢性腎臓病の診断と治療に携わってきました。慢性腎臓病は症状が軽い

あるいは全くないことがほとんどであり、気がつかないうちに進行する病気です。現在、日本には約

1,330万人の方が慢性腎臓病にかかっていると考えられています。慢性腎臓病は、糖尿病や高血圧など

の生活習慣病が原因となることが多いです。慢性腎臓病のために腎臓の働きが10％以下まで悪くなる

と透析あるいは腎移植が必要となります。そのためには早期発見がなにより大切となりますが、簡単な

尿検査と血液検査で慢性腎臓病は診断できます。早期発見によって、適切な時期から、生活習慣の見直

し、食事療法ならびに腎臓の働きを守るお薬を飲んでいただくことが可能となり、腎臓の働きが弱って

いくスピードにブレーキをかけることができます。もし、ご自分の腎臓のことでご不安なことがありまし

たら、お気軽にご相談いただけたらと思います。これからどうぞよろしくお願いいたします。

第64回 ばんたね病院健康セミナー
藤田医科大学　市民公開講座

参加費無料
（先着30名様）

COPD（慢性閉塞性肺疾患）～ご存知ですか？ 寒い冬こそ自分の身を守ろう！
●風邪でもないのに咳や痰がつづく  
●呼吸するとき、ゼイゼイしたりヒューヒューという  
●以前と比べ、坂道や階段で息切れを感じる

2020年12月19日（土）
藤田医科大学ばんたね病院 第一会議室（西棟５階）

●ご自宅での検温 ●マスク着用 ●会場入り口での手指の消毒 ●ソーシャルディスタンスの確保 ●会場入り口での体表温度測定 ※測定結果によっては入場をお断りする場合がございます。
また以下の条件に当てはまる方につきましては、参加の自粛をお願いします。
●発熱、咳、呼吸困難、全身倦怠感、味覚・嗅覚障害、頭痛等の症状がある方 ●過去14日間以内に国外から入国された方
●新型コロナウイルス感染者の濃厚接触者であると判明した方 ●過去14日以内に入国制限のある国・地域からの渡航者･在住者との濃厚接触がある方
感染が疑われる参加者・運営関係者が発生した場合、必要な場合は保健所等の公的機関へ参加者の皆様の氏名および緊急連絡先について情報提供を行う可能性がございます。ご了承ください。

☎052-323-5715　総務課 加藤ご予約

日　程

場　所

講師 呼吸器内科　医師 堀口 紘輝　 座長 呼吸器内科　准教授 廣瀬 正裕　　　　　　講　師

午後２時～３時 （午後１時１５分受付開始）時　間

藤田医科大学主　催

＜注意事項＞
新型コロナウイルス感染予防
のため、講演会当日は右記の
ご協力をお願いします。

新型コロナウイルス感染予防対策のため、収容人数を調整しています。

COPDの
症状とは？ こんな症状がある方、是非セミナーへお越しください。

肺疾患の基礎知識 予防と対策 質疑応答

日本腹部救急医学会総会では、市民の皆さまに腹部救急疾患について知識を
深めていただくために、オンラインでの市民公開講座を開催します。

日　時 参加方法

■外来日：月曜日

FUJITA HEALTH UNIVERSITY BANTANE HOSPITAL

HEARTFUL MEDICAL SERVICE

はんたねニュース

〒454-8509　名古屋市中川区尾頭橋3丁目6番10号

藤田医科大学ばんたね病院
FUJITA HEALTH UNIVERSITY BANTANE HOSPITAL

TEL 052-321-8171 FAX 052-322-4734 発行 広報委員会

QRコードで今すぐアクセス

検索ばんたね
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「トイレが近い」と感じたら： 前立腺肥大と過活動膀胱について
通常の排尿とは？？

200-400ml1200-1500ml7回以下
※年齢・季節で変化あり

1日の排尿回数 1日尿量 1回排尿量
前立腺肥大
もしくは

過活動膀胱
から頻尿になる
場合があります

60歳以上で
半数以上

前立腺肥大

と言われています

膀胱

前立腺 尿道

膀胱

尿道を
圧迫

前立腺
が肥大

正常時 前立腺肥大症

前立腺肥大（男性のみに発症） 過活動膀胱（男性も女性も発症）

スムーズに
排尿可能 「尿のトラブル」

が出現

肥大した前立腺が
尿道を圧迫し

正常な膀胱

脳からの排尿命
令で膀胱が収縮
し、内尿道括約
筋がゆるんで排
尿される。

過活動膀胱

少量の尿でも強
い尿意に襲わ
れ、膀胱が収縮
して排尿してし
まう。

排尿症状（尿が出にくい） 排尿後症状（尿が出きらない）

過活動膀胱の3つの特徴前立腺肥大の3つの特徴

尿意切迫感 頻　尿 切迫性尿失禁

排尿時に
お腹の力を
要する

排尿後も
残っている
感じがする

急に行きたくなる

トイレに

何度も行きたくなる

トイレに

間に合わない

トイレに

これらの症状で困っていれば泌尿器科を受診して下さい。 お薬で改善できる場合があります。

残尿感腹圧排尿

尿の勢いが
弱い

尿勢低下

40歳以上で
10人に1人

過活動膀胱
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