
奥沢病院の職員一同は患者さま（クライアント）のご意思とプライバシーを尊重します。 

 

・患者様の意思とプライバシーを尊重した医療 

・苦痛・恐れ・不安の解消に最大限の努力をする事 

・２４時間３６５日の二次救急医療体制 

・周辺の医療機関との密接な医療連携 

・総合診療と特色のある専門外来 
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病院理念： 

私たちは、患者様の意思とプライバシーを 

尊重し、心のこもった質の高い医療サービスを 

提供します。 
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鼠径（そけい）ヘルニアについて 

 

                         外科 伊達 淳 
 

『ヘルニア』という言葉を聞いたことがあると思います。ヘルニアとは、本来あるべき場所から体内

の臓器が、脱出や突出した状態をいい、体腔内の隙間に迷入したものを内ヘルニア，外に脱出したも

のを外ヘルニアと呼びます。一般的に多いものとしては、椎間板ヘルニアや臍ヘルニア（いわゆるで

べそ）、鼠径ヘルニアがあります。 

鼠径とは太もももしくは、足の付け根の部分を指し、そこに本来ならお腹の中にあるはずの腸や脂肪

などが飛び出し膨らむのが鼠径ヘルニアです。一般には『脱腸』と呼びます。 

 

鼠径ヘルニアの症状 

・立ったときやお腹に力を入れたときに鼠径が膨らむ→横になったり指で押すと元に戻る 

・下腹部に引っ張られるような感じや違和感がある 

このような場合は鼠径ヘルニアの可能性がありますが、すぐには心配ありません。 

時に膨らんだ部分が硬くなり押しても戻らなくなったり、だんだん痛みが強くなり吐いたりすること

があります。そのような状態をヘルニアの陥頓（かんとん）といい、緊急手術が必要となる場合があ

ります。時間がたてばたつほど飛び出た腸管に血液が行かなくなり最悪の場合腸が壊死を起こしてそ

の場合は陥頓の処置だけではなく腸を切除しなければなりません。そのため陥頓が疑われる場合は早

急に病院を受診する必要があります。 

 

鼠径ヘルニアの原因と種類 

鼠径部には鼠径管と呼ばれる筒状の組織があり、男性の場合睾丸に行く血管や精管、女性では子宮を

支える靭帯が通っています。年をとりその回りの組織が弱くなることにより鼠径ヘルニアが発症しま

す。特に４０代以上の男性に多い傾向があり、また職業や生活環境との関連も指摘されています（立

ち仕事に従事する人、便秘症や咳をよくするため腹圧がかかる人、肥満の人、妊婦の人などに多いと

いわれています）。鼠径ヘルニアは出る場所によって、外鼠径ヘルニア、内鼠径ヘルニア、大腿ヘル

ニアと分類されますが、その中でも大腿ヘルニアは高齢の女性に多く陥頓を起こしやすいので注意が

必要です。 

 

鼠径ヘルニアの治療 

鼠径ヘルニアは薬などで小さくなったり治ったりするものではなく、根本的な治療は手術しかありま

せん。 

手術は、飛び出てくる隙間を確認して脱出した臓器を元に戻し、また出てこないように隙間を補強し

てあげるのが基本です。昔は自分の組織を縫い合わせて補強していましたが、組織が非常に弱い場合

などは充分な補強ができず、再発のリスクがありました。そのため現在では人工の補強シート（メッ

シュ）を使用する方法が主流です。 

 

現在当院では、腹腔鏡を使用した鼠径ヘルニア根治術（TAPP）も行っています。従来の手術に比べ

ると、創が小さく美容的である、術後の痛みが少ない、早期の社会復帰が可能、両側の場合でも同じ

創で手術ができる、などのメリットがあります。 

 

上記のような症状があったり気になる場合は一度外科外来で御相談ください。 

 

 

 

 

 

 

 

伊達 淳：外科。医学博士。日本外科学会認定医。 

 

専門は一般消化器外科。2009年10月より現職。 



各部署のコラム 
いつまでも美味しく元気に。～低栄養の予防について～ 

                                   

                                    栄養科 木村 有香 

 
 高齢の方々の食生活は、①食欲の低下②食べる力（咀嚼・嚥下能力）の低下③消化機能（唾液や消化液の

分泌・腸の動き）の低下⑤味覚や嗜好の変化など、加齢による様々な影響を受けます。これらによって食事

の偏りが多くなると、自分では気が付かないうちに栄養素が不足し、低栄養状態に陥り

やすくなります。その結果、体重や筋力・嚥下機能の低下を招き、

感染や誤嚥を起こしやすくなると言われています。 

 高齢になってからの食事で大切な事は、本人にとっての必要な量・栄養素を考えることです。 

 非常に個人差が大きいため、周囲の方だけでなく、担当の先生、または管理栄養士にもお気軽 

 にご相談ください。 
                       

 

 

 

 

 

 

 
 

    災害時に役立つ“四種の神器” 

 

①ダンボール   運搬・生活用具に 

②ガムテープ   物の固定に メモにも使える 

③サランラップ  お皿の代わりに 手当の補助に 

④ビニール袋   水の運搬に 雨具代わりに 

トピックス 

        災害対策委員会からのお知らせ 
 

                              災害対策委員 総務課 石川 裕一 
 

9月26日（土）に今回で2度目となる災害訓練を実施し、10月20日（火）には新入職員と希望者を対象に

消火器を使った消火訓練を実施しました。院内の消火器設置場所の確認及び初期消火の重要性を学び、全員

が消火器の操作方法を習得しました。 

このように奥沢病院では、災害発生時に患者様の身の安全を確保できるように 

定期的に防災訓練を実施しております。 

災害はいつ起きるか分かりません。皆様も防災グッズの点検や避難場所の確認、緊急時の連絡のとり方、 

また非常食の補充をしてみるのはいかがでしょうか？ 

                                           
  

 
 

 

 
 

 

 

 
 

低栄養の予防の食事のポイント 

 
①食事の時間が楽しくなる雰囲気を工夫しましょう 

②できるだけ自分の力で食事を摂取するようにしましょう 

③食べたい時に少しずつでも食べましょう（何度に分けても構いません） 

④食事の栄養素の多様性・バランスに気を付け、肉・魚・大豆製品などのタンパク質は毎食摂取しましょ

う 

⑤少量で栄養が確保できる栄養補助食品も上手に使いましょう 



  

 

 

  
月 火 水 木 金 土 

午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 

内科 

菅田 彰 
石井 翔 

(膠原病) 
伊平 慶三 

井出 宏嗣 

(膠原病) 
菅田 彰 

大西 司 
(呼吸器内科) 

菅田 彰 

橋本 善弘 

橋本 善弘 
越智 明徳 

(循環器内科) 
菅田 彰 

伊平 慶三 
辻田 裕昭 

(循環器内科) 
市川 博雄 

(神経内科) 
橋本 善弘 

磯島 咲子 

(膠原病) 

吉本 彩子 

(糖尿病) 

二村 明徳 

(神経内科) 
伊平 慶三 

伊平(9:00～10:30) 
新村 京子 

(糖尿病) 
橋本(10:30～12:30) 

外科 鈴木 恵史 伊達 淳 
小山 広人 

(肝・胆・膵) 

小山 広人 

(肝・胆・膵)  
梅田 耕明 - 加藤 貴史 

尾本 正 
(心臓血管外科) 

鈴木 恵史 

飯島 忠 

(6,20日) 

神山 剛一 

(13,27日) 

鈴木 恵史 

(7,21日) 

伊達 淳 

(14,28日) 

整形外科 菊地 健 - 
神 與市 

(脊椎) 
菊地 健 柳澤 和裕 白子 春奈 菊地 健 

第1週のみ 

稲垣 克記 

15:00～ 

（予約制） 

定方 博史 
受付 

初診 12:15まで 
再診 12:30まで 

柳澤 和裕 柳澤 和裕 

小児科 常見 享久 常見 享久 常見 享久 今井 孝成 常見 享久 常見 享久 - 常見 享久 常見 享久 常見 享久 常見 享久 

皮膚科 - - - - - - - 北島 真理子 - - - 

お知らせ 
※ 毎週火曜日小児科の午前の診療受付時間は 

  12：00までとなります。 
※ 小児科の月曜日～金曜日の午後は予防接種と乳幼児 

  検診の予約があります。一般診察は予約の方が 

  終了次第（15：00頃）開始となります。受付は 

  13：30から行っております。 

※ 当院は24時間救急体制で診療を行っております。 

  曜日により診療科目が異なります。 

医療法人横浜柏堤会 

奥沢病院 

〒158-0083  東京都世田谷区奥沢２－１１－１１ 
TEL：03-5701-7788 FAX：03-5701-2922 
ホームページhttp://www.okusawahp.jp/ 

診療科目 
 内科・外科・小児科・整形外科・放射線科・麻酔科 
 

診療時間 
 平日  ９：００～１３：００（受付８：３０～１２：３０まで） 
        １４：００～１７：００（受付１３：３０～１６：３０まで） 
  土曜  ９：００～１３：００（受付８：３０～１２：３０まで） 
 休診  土曜午後・日祭日 
 

周囲の医療機関との密接な医療連携 
 奥沢病院アテンディング・ドクター 
 昭和大学病院・都立荏原病院・都立広尾病院・日赤医療 
 センター・東京高輪病院・国立東京医療センター・ 他 

 

戸田中央医科グループ近隣施設 
 田園調布中央病院・松井病院・世田谷神経内科病院 

    

小児科の夜間診療も行っております 
 
   月曜日と金曜日は18：30までの 
   受付となります。 
   

『11月』外来担当医


