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さらなる信頼関係の育成を
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日本鋼管病院はこのような厳しい医療環境の下で、患者さんに適切
で高レベルの医療をしようと努めています。
効果を挙げるには、患者さんと我々（医師、看護師、色々な職種の職
員たち）の間に信頼関係を保つ事が大切です。
それには、日々の診療に於ける情報の共有化が必要となります。
分からない事はそのままにせず、遠慮なく我々に聞いてください。
あるいは、院内にある「ご意見箱」をご利用ください。
皆さんと一緒になって日本鋼管病院をより良い病院にしてゆきたいと思
っております。
どうぞ宜しくお願いいたします。
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翻って医療部門に目を向けますと、ここにも問題が山積しています。
高齢患者さんの増加、医療費予算枠の制限、医師不足などです。
高齢患者の割合が増えれば、医療費が上昇するのは当たり前です。
医療費の予算を削るのはおかしいと思います。
勿論、不必要な治療、無駄な治療はいけませんが、我々が患者さんに
とって良い医療をしようとすればする程、病院は赤字となってしまうの
が現状です。
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●各科紹介
大腸肛門外科 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 2

先の総選挙で民主党が大勝し、
「ふれあい」本
号が出る頃は政権交代はスムーズに行われてい
るでしょうか？
巷では自民党の敗因は、
「永年の澱が溜まった所
為」と言われております。
確かに、高級官僚の天下り、年金、医療福祉問
題など、国民が納得できない事柄が続いていま
した。
今回の結果は国民と政府・自民党の間の「信頼関係」が無くなったが
故と言えます。
信頼関係を作るには長い時間と努力が必要ですが、壊れるのは容易で
す。自民党には根本的な出直しと改革を期待したいものです。

各

科

紹

介

〜 大腸肛門外科 〜

大腸と肛門の病気
大腸肛門の病気というと、皆さんは真っ先に「痔」を思い浮かべるのではないでしょうか？
一口に大腸肛門疾患といっても、
「痔」や「排便障害」から、
「がん」等の悪性疾患や「クローン病」
といった難病まで、その領域は多岐に渡ります。
近年肛門疾患（※ 1）や炎症性腸疾患（※ 2）、機能性腸疾患（※ 3）は増加傾向にあり、患者さ
ん個々の症状も千差万別です。
大腸と肛門は一続きになっており、両者を関連づけて診療を行う必要があることも珍しくありま
せん。
しかし、大腸肛門疾患の専門病院や専門外来を設置している総合病院は全国的にも多くなく、総
合病院では消化器外科の医師が診療を行う事が一般的です。
もちろん、大腸肛門病→消化器外科受診のプロセスは正しい受診のしかたであり適正な診断治療
が施されますが、肛門にかかる疾患が主な場合、大腸肛門病を専門とする医師がいなければ専門病
院へ紹介せざるを得ません。
肛門周辺の病気（※ 1）はデリケートなものであり、長期入院の必要は
無いものの日常生活の所々に支障が生じ、本人にはとても辛いものです。
また、なるべく一つの医療機関で、短期間で治療を済ませたいものです。
当院でもそういった患者さんが年々増えており、ご要望にお応えできるよ
う、今年度より大腸肛門病の常勤専門医が着任しました。
今回は、特に「痔」に重点を置いて大腸肛門疾患の治療についてお話しま
しょう。

このような疾患の治療を主に行います
腫瘍性疾患

大腸がん、肛門がん、小腸がん、大腸ポリープ、大腸ポリポーシスなど

肛門疾患（※ 1）

痔核・脱肛、痔瘻・肛門周囲膿瘍、裂肛、直腸脱、肛門ポリープなど

炎症性腸疾患（※ 2）

潰瘍性大腸炎、クローン病、虚血性大腸炎、腸ベーチェット病など

機能性腸疾患（※ 3）

便秘、排便障害・失禁、大腸憩室症、偽性腸閉塞症など

急性腹症

急性虫垂炎、穿孔性腹膜炎、腸閉塞症、急性腸間膜血管閉塞症など

大腸・肛門・小腸など下部消化管に関わるあらゆる外科的疾患を対象に診断と治療を行っています。
特に大腸がん・大腸ポリープ・痔核・痔瘻・炎症性腸疾患・排便障害・腸閉塞などが主な診療対象で、
大腸がんは治療ガイドラインに沿った適切な治療をモットーとしています。
また、痔などの肛門疾患は専門分野であり、
内痔核（いぼ痔）のジオン注（※ 4）による治療や、日帰り手術も積極的に行っています。
診察にあたって「患者さんの肉体的負担をできるだけ少なくすること」「早期診断・早期治療」を常に心
がけています。
2

その他、大腸内視鏡検査や注腸造影検査などや、下記のような治療も行っています。
大腸内視鏡検査

検査自体は 5 ～ 10 分で終わります。安全かつ精密に行います。

内視鏡下腫瘍切除

ポリープ・腺腫・早期癌を対象とし、ポリペクトミー・EMR を施行します。
病理診断を十分検討し、その後の方針を決めていきます。

手

術

主に結腸がんや直腸がんの手術を行っています。
結腸癌

：積極的に腹腔鏡下手術を行うようにしています。

下部直腸がん：自律神経温存・自然肛門温存術式などにより、できるだけ排便・排
尿・性機能を損なわないように工夫しています。
今後は放射線化学療法の積極的な導入も検討しています。
他の手術・治療

痔核・脱肛、痔瘻・肛門周囲膿瘍、裂肛、直腸脱、肛門ポリープの手術も行います。
なるべく短期の入院 (4 ～ 5 日 ) にて行っています。

ジオン注（四段階注射療法）

内痔核の治療です。手術ではありません。詳細は次ページをご覧下さい。

（※ 4）

こんな症状がある時は受診しましょう
下血（便が赤い・便に血が混じっている・肛門から血が垂れる
・肛門を拭いた紙に血がついている）
腹痛（中下腹部や側腹部が痛む）
腹部満感（お腹が張る・ガスが出ない）
嘔気、嘔吐（気持ちが悪い・吐いてしまう）
腹部腫瘤（お腹にしこりがある）
便通異常（便秘・下痢・残便感がある・便が細い）
肛門部症状（肛門が痛い・痒い・湿る・いぼがある・肛門のそばが膨らんで痛い）

これらの症状がある場合や、健康診断で便潜血陽性であると診断された患者さんの受診もお勧めします。
通常下記内容にて外来診療を行っていますが、他の外科医師や他診療科にて肛門疾患と診断された場合、
私（荒井）が極力対応致します。

―

大腸肛門病に関する受診は

―

毎週 水曜日 午前 9:00 ～

（初診受付時間 午前 8:30 ～ 11:00 ）

外科 荒井医師の枠を受診下さい。
こうかんクリニックにて診療を行います。
初診の方は、事前予約の必要はありません。
こうかんクリニック 1 階「初診窓口」に直接おこし下さるようお願い致します。
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（※ 4）ジオン注による治療
4 度以外の内痔核（いぼ痔）が対象となり、注射の際、痔核に対して４カ所に分割して投与（図１）
することから四段階注射療法とも言います。
局所麻酔を行ったうえで、硫ジオン注（硫酸アルミニウムカリウムやタンニン酸を有効成分とした薬）を
患部に注射することにより、痔核に流入する血液の量が減少→出血が止まり→痔核の脱出が軽度になりま
す（図 2）。
一週間から一ヶ月で患部が小さくなり、膨らんでいた組織（痔核）が元の位置に癒着・固定します
（図 3）。
治療による痛みはほとんど無く、内痔核の大多数はこの療法で改善し、排便も翌日から可能です。
脱出の症例では翌日から症状の改善がみられ概ね翌々日より普段の生活に戻って活動できます。

図１

図2

図3
ジオン注治療の日帰り手術を行っています。
内痔核が疑われる症例がございましたら、
是非ご紹介下さい。

日本鋼管病院

外科

1998 年
2006 年
2008 年
2009 年
専門医・資格等

荒井 武和
帝京大学附属病院外科入局
有隣厚生会富士病院外科・大腸肛門科
荒川外科肛門科医院（副院長）
日本鋼管病院 入職
日本外科学会認定専門医
日本消化器外科学会認定専門医（消化器がん外科治療認定医）
日本大腸肛門病学会認定専門医
日本消化器内視鏡学会認定専門医・指導医
医学博士
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小倉隆史さんが鋼管病院にやってきた！
夏真っ盛りの8月24日、元プロサッカー選手の小倉隆史さんのトークシ
ョーが当院で開催されました。 怪我の治療で入院・通院されているスポー
ツ選手の患者さんが多いのが特徴の当院ですが、小倉さん自身も大怪我に
よる長期リハビリを余儀なくされたお一人。そんな小倉さんの怪我〜リハ
ビリ〜奇跡の復活までを、ユーモアを交えながらお話しいただきました。

小倉隆史
▲小倉さんはお話上手、司会
の加藤さんも思わず爆笑
▼小川副院長とリフティング
対決！

▲会場は若い患者さんで満員
◀辛いリハビリの時期の話は
熱が入ります

1973年生まれ 愛知県出身
1992年名古屋グランパスエイト入団。
翌年オランダリーグにレンタル移籍、
チーム得点王になる。1995年にグラン
パス復帰、アトランタ五輪日本代表に
選出される。五輪予選で活躍も最終予
選合宿で十字靱帯断裂の重症を負う。
その後、幾度の手術とリハビリを経て5
年ぶりに奇跡の復帰。ジェフ市原・東
京Ｖ等に在籍。2006年引退。
現役時代はドリブル・シュート・パス
など高い技術とともに、その大柄な体
躯を生かした左足からの強力なシュー
トが特徴で「レフティモンスター」と
呼ばれる。
若き頃の中田英寿に「尊敬する人は小
倉さん」と言わしめる逸材。
引退後は、明るく親しみやすい人柄か
ら「スーパーサッカー」や「NEWS23」
などの解説者を務め、現在もテレビ中
継の解説などを行っている。

加藤理恵
1985年生まれ 東京都出身
小学生時代から数多くのTVドラマに出演。
2005年ミスマガジン読者特別賞。資生堂・
コカコーラ・ネスカフェCMや「ごくせん
2」・「ギャルサー」等のドラマにも出演。
以前は芸能人
女子フットサ
ルチームに所
属し、2007
年にはサッカ
ー4級審判員
を取得するな
ど大のサッカ
ー好き。NTV
系列「サッカ
ーアース」を
はじめ数々の
サッカー番組
に出演してい
る。

▲サッカー少年も来場
▲豪華プレゼントの抽選会も(^^)

▲メッセージ入りサインボールをゲット！
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▲川崎フロンターレのマスコット、フロンタくんも乱入！？

ドック健診センターより
特定健診・特定保健指導とは？
平成 20 年度から特定健診・特定保健指導という新しい制度がスタートしました。
この制度では生活習慣病の前段階であるメタボリックシンドロームに着目し、メタボリックシンドローム
およびその予備軍の方を見つけ、自覚症状のない段階から生活習慣の改善を行うことを目的としています。
当ドック・健診センターでも川崎市の特定健診・特定保健指導・各企業の特定健診を行っています。医師・
看護師・保健師・臨床検査技師・管理栄養士・事務といった経験豊富な専門のスタッフをそろえて、皆様
の健康維持・増進のお手伝いをさせていただきます。

メタボリックシンドロームとは？

不健康な生活習慣
（不適切な食生活・運動不足・喫煙習慣など）

内臓脂肪

代謝の異常

高血糖

脂質異常

高血圧

メタボリックシンドロームとは、内臓肥満に加え、高
血糖・高血圧・脂質異常という危険因子を２つ以上持っ
ている状態をいいます。
循環器病などの生活習慣病は、図のような流れで生じて
いると考えられています。
つまり、それぞれの生活習慣病などの異常は内臓肥満に
起因しており、それがメタボリックシンドロームの状態
になると動脈硬化が急速に進み、結果として深刻な循環
器病や糖尿病の合併症などの発病につながっています。

さて、あなたは普段から運動不足にならないようにしていますか？
次のチェックを行って、生活スタイルや習慣、運動に対する意識を再確認してみましょう。

★

運動不足度チェック
「はい」の数を合計し、裏面の判定表に照らし合わせてみてください。
１．
２．
３．
４．
５．
６．
７．
８．
９．
１０．

内蔵肥満
の解消を

１日のうち、歩く時間は３０分以下である。
電車やバスに乗るとすぐ座りたくなる。
デスクワークをしたり、座りっぱなしで１日を過ごすことが多い。
２階、３階でも階段を使わずについエレベータに頼ってしまう。
筋肉痛をおこしやすい。
姿勢が悪いといわれたことがある。
近頃、おなかの脂肪が気になる。
勢いよく階段を登ると息が切れる。
近所に出かけるときでも車を利用することが多い。
肩こり・腰痛もちだ。
下記を参考に

★

判定表

健康度UP!

１０～７ ： 運動不足です。意識を改め行動するようにしましょう。
６～３ ： 運動不足の傾向にあります。生活習慣を見直して改善しましょう。
２～０ ： 意識は高いので問題はありませんが油断は大敵です。運動の継続を。
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健康のために始めませんか？
●

歩きましょう ～なぜ「歩くこと」がいいのか？～
実は「歩くことは」ジョギングや水泳などと同じ、「有酸素運動」のひとつです。有酸素運動とは、酸
素を体に取り入れることによって、脂肪を燃焼させたり、心肺機能を高めることができる運動で、生活
習慣改善やダイエットに大きな効果があります。
《歩数をふやすポイント》
・１０分歩くと約１０００歩。歩数を歩行時間で覚えておこう！
・あえて遠くの店まで買い物に行き、歩く時間を作ろう！

●

筋肉をつけましょう ～なぜ「筋肉をつける」ことがいいのか？～
筋肉は体の中でも最もエネルギーを消費する部位です。筋肉が増えると、
一日に消費するエネルギー（基礎代謝）が自然に上がり、脂肪の燃えや
すい、太りにくい体になります。
《筋肉をつけるポイント》
・お尻ひきしめ運動 （８秒キープ×５回）
背筋を伸ばしておなかに力を入れ、お尻の筋肉を真ん中に寄せるように。

・かかと上げ下げ運動
両足一緒にかかとを上げたり下げたりする。
●

からだをのばしましょう ～なぜ「からだをのばす（ストレッチする）」ことがいいのか？～
ストレッチをすると、血液やリンパの流れがよくなり、筋肉疲労、こり、むくみ、生理痛などが解消さ
れます。また、リラックス効果も期待できます。
《からだをのばすポイント》
・首をゆっくりストレッチ
首をゆっくりと左へ傾け、１５秒キープ。同じように右へ、上へ、下へ各１５秒キープ。（２セット）

・上体曲げストレッチ
両手を重ねて左ももの上に置き、ゆっくり足先のほうへ下ろす。そのまま１５秒キープ。（左右とも）

日本鋼管病院ドック・健診センターでは、以下のドック・健診（検診）を実施しております。
お気軽にお問合せ下さい。

ドック健診センター受付（直通）044-333-6674

（平日 9：00 ～ 16：30）

人間ドックＡ（１日コース）
人間ドックＢ（半日コース）
老化度判定ドック
脳ドック（アンチエイジングドック）
川崎市在住の方への各種健診（検診）
特定健診
大腸がん検診
肺がん検診
胃がん検診
骨粗鬆症検診（女性のみ）
肝炎ウィルス検診
子宮がん検診（受付はこうかんクリニック）
乳がん検診（受付はこうかんクリニック）
協会けんぽが実施する生活習慣病予防健診
各健康保険組合・各企業のドック・健康診断 他
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老人クラブ 健康づくり講演
川崎市老人クラブ連合会主催による『健康づくり講演会』
にて、整形外科 山上繁雄部長が「高齢者の整形外科疾患に
ついて

～変形性膝関節症～」をテーマに講演を務めさせ

ていただきました。
今回は田島・中央・大師地区合同開催のため、会場の市立
労働会館サンピアンは 300 名を越える皆さんが来場され、
高齢者の大きな悩みである膝関節の痛みやその治療につい
て、山上医師の話を熱心に聞かれていました。
会場には山上医師のかかりつけ患者さんも多数いらっしゃ
り、思いがけず応援？の歓声を受けてビックリ。
川崎市老人クラブさんとは、当院にての絵画・書道・クラフトワー
クなど素晴らしい作品の展示や、高齢者向け体力測定会の看護師
派遣など各種行事で積極的な連携をとらせてもらっています。
今後もクラブの皆さんの健康維持をはじめ、様々な面で協力をし
てゆきたいと思います。
サンピアン大ホールは超満員

基 本 理 念 と 行 動 指 針
基 本 理 念
1. 患者さん中心の全人的医療
安全で良質な高度医療を提供することは当然ですが、「病を見ずして病人を見る」という言葉が
あります。患者さんを単なる医療の対象としてではなく、一人の人間として接することが必要で
す。患者さんひとり一人の立場に立った医療の実践が病院への信頼感と満足感につながります。
2. 誠意をもって奉仕する医療
病院で働く者全員が医療に直接関わっていることを認識し、常に誠実に自己の職務に精励します。
3. 地域に根ざした医療
近隣地域を中心に県下・都内の方々を対象として、医療のみならず予防医学（健診・ドック）、
訪問看護等ニーズに応じた医療サービスを提供します。

行 動 指 針
◆患者さんと接するときには、自分の家族だという意識で行動します。
◆患者さんのために最新の知識と技術を身につけ、他部署との連携を図ります。
◆病診連携、病病連携をはじめ地域社会との関わりを積極的に深めてまいります。
日本鋼管病院病院長

この「ふれあい」をご覧になってのご意見・ご感想は、地域連携室までお寄せ下さい。

日 本 鋼 管 病 院 地域連携部 地域連携室
〒 210-0852 神奈川県川崎市川崎区鋼管通１丁目２番１号
電話：044-333-5591（代表）
FAX：044-333-5599
E-mail：hiroki-aida@koukankai.or.jp
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