
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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胃がん検診を受けましょう 

 
 

               副院長 外科 鈴木 恵史 

 
 胃がんは日本人が最も多くかかる癌です。男性は約９人に１人、女性

は約18人に１人が、一生のうちに胃がんと診断されています。そして、

胃がんによる死亡数は、かつては癌による死亡の第１位でしたが、診断法

と治療法の進歩により、現在、男性は第２位、女性は第３位です。 

 さて、胃がん死亡を減らすには早期発見が重要であり、早期に発見するには無症状の方

が検診を受けることが必要です。この胃がん検診については、国立がん研究センターから

「有効性評価に基づく胃がん検診ガイドライン」が以前から公開されていましたが、本年

4月に2014年度版が公開されました。このなかでは、胃X線検査、胃内視鏡検査、いずれ

も血液検査であるペプシノゲン検査、ヘリコバクターピロリ抗体検査、これらの併用法に

ついて、利益と不利益について検討されました。そのなかで大きく変更されたところは、

胃内視鏡検査が対策型検診（がんの死亡率を下げることを目的とし、公共的に行うがん検

診）・任意型検診（対策型検診以外のもの、人間ドックなど）ともに推奨されたことで

す。このガイドラインの抜粋を以下に示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 この胃がん検診ガイドラインの公開後、厚生労働省の「がん検診のあり方に関する検討

会」は本年7月30日、市区町村が行う胃がん検診で、新たに内視鏡検査の追加を提言する

ことを決めました。胃X線検査もこれまで通り実施し、両方の体制が整っている自治体で

は受診者がどちらかを選べます。なお、世田谷区では対策型検診の胃内視鏡検査はまだ未

定です。当院では任意型検診の胃内視鏡検査はすでに行っております。 

 胃がん検診、胃内視鏡検査について御相談のある方は遠慮なさらず、消化器外科外来に

お寄り下さい。 

 

 

 1) 胃X線検査：利益（死亡率減少効果）を示す相応な証拠があります。不利益は偽陽性、過剰診

断、放射線被ばくの可能性があります。両者を勘案して対策型検診・任意型検診としての実施を勧めま

す。検診対象は50歳以上が望ましく、不利益について適切な説明を行うべきです。 

 2) 胃内視鏡検査：利益（死亡率減少効果）を示す相応な証拠があります。不利益は偽陽性、過剰診

断、前処置の咽頭麻酔によるショックや穿孔・出血などの偶発症の可能性があります。両者を勘案して

対策型検診・任意型検診としての実施を勧めます。検診対象は50歳以上が望ましく、検診間隔は2～3

年とすることが可能です。ただし、偶発症に迅速かつ適切に対応できる体制が整備できないうちは実施

すべきでなく、精度管理体制の整備と共に、不利益について適切な説明を行うべきです。 

 3) その他の方法：ペプシノゲン法、ヘリコバクターピロリ抗体、これらの併用法は利益（死亡率減

少効果）が不明なことから、対策型検診としての実施は推奨しません。任意型検診として実施する場合

には、死亡率減少効果が不明であることと不利益について適切な説明を行うべきです。 

鈴木 恵史（さとし） 

副院長。医学博士。昭和大学消化器一般外科客員教授。 

日本内視鏡外科学会技術認定。日本胃癌学会評議員。日本臨

床外科学会評議員。日本内視鏡外科学会評議員。日本外科学

会指導医・専門医。日本消化器外科学会指導医・専門医。日

本消化器内視鏡学会指導医・専門医。 



各部署のコラム 

自宅で出来るバランス検査 
                                リハビリ科  塩田 真司  

バランスとは何でしょうか？ 

よく聞く用語であると思いますが、「安定した姿勢を保つ能力」の事を言います。 

バランスを崩す原因としては、「全身の筋力の低下」、「関節の変形」、「脳神経疾患の後遺

症」、「加齢による反応速度低下」などがあります。                     

このバランスが低下することは、「転倒」の原因となります。 

今回は、ちょっとした時間で確認できる検査をご紹介したいと思います。 

 
１．閉脚立位保持(両足の内側を閉じた状態) 

①足を閉じた姿勢をとって下さい。 

②1分を目標として姿勢を保ってみて下さい。 

2．継ぎ足立位(左右それぞれ) 

①両足を揃えて立った姿勢をとって下さい。 

②一方の爪先にもう一方の踵をつけて下さい。 

③30秒を目標に姿勢を保ってみて下さい。 

※この姿勢を取る際は手すりなどに掴まった状態で行って結構です。 

 

以上の検査は安全の為、手すりや机など掴まれる環境のもと行って頂き、無理はされないよ

うに気をつけて下さい。何かありましたら、お気軽にリハビリ科までお声かけ下さい。 
           

 

トピックス 

「指さし呼称」の効果                                            

医療安全委員会 上村 貴子 
  

「前方よ～し！」 ～指をさして、声に出して、確認しています～ 

駅のホームや工事現場などで、「〇〇よし！」と指をさし、声に出して

確認する場面をよく見かけます。 

 奥沢病院でもこの「指さし呼称」を確認作業として行うことにより、 

「〇〇だと思っていたのに違った」など思い込みによるうっかりミスを

防いでいます。 

【指さしチェックする効果】 対象を指さすことで意識が集中する 

【声出し確認する効果】   大きな声を出し、指をさすことで、大脳が活性化する 

「指さし」と「呼称（声に出す）」を両方行うことにより、確認作業の効果があるといわれて

います。「忘れたら困る」「間違ったら大変」「よく間違うな」という場面には、「指さし呼

称」を行うことをおすすめします。 
 

 

指さし呼称の実験『操作ボタンの押し間違い』の発生率 財団法人（現、公益財団法人）鉄道総合技術研究所 1994年 
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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 
中村 友哉 

(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 

猪狩 雄蔵 

(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) 
外科常勤医  梅田 耕明 - 加藤 貴史 

尾本 正 
(心臓血管外科) 

鈴木 恵史 

飯島 忠 

(4,18日) 

神山 剛一 

(11,25日) 

鈴木 恵史 

(5,19日) 

伊達 淳 

(12,26日) 

整形外科 菊地 健 - 
神 與市 

(脊椎) 
菊地 健 柳澤 和裕 伊藤 博 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。 
   

『9月』外来担当医表 


