
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。 

医師のコラム  整形外科 柳澤 和裕  
≪へバーデン結節について≫ 

各部署のコラム 
臨床検査科 和智 瑛 

≪食事や運動に影響する検査項目≫ 

トピックス 
 CS委員会 岡田 淳 
≪平成27年度接遇研修≫ 



医師のコラム 

   

「Heberden（へバーデン）結節」 
整形外科 柳澤和裕 

 

今回は、「へバーデン結節」について、お話しいたします。 

「へバーデン結節」とは、Heberden（1802）が手指の第一関節（遠位指節

間関節）背側の小さな硬い結節を報告してから、彼の名前が使われるように

なった手指の第一関節の変形性関節症のことをいいます。 

 

＜病態＞ 

変形性関節症であり、その発生は加齢に伴い増加し、女性に圧倒的に多い疾患

です。他の部分、例えば膝などの変形性関節症が同時に認められることが多

く、全身的疾患の部分症であるとの考え方もあります。 

 

＜症状＞ 

人差し指から小指にかけて第一関節が赤く腫れたり、曲がったりします。痛み

を伴うことがあります。親指にもみられ、単指に始まり次第に多数指に及んで

きます。 

 

＜診断＞ 

手指の第一関節の変形、突出、レントゲン写真で関節の隙間が狭くなったり、

関節が壊れたり、骨のトゲ（骨棘）があればヘバーデン結節と診断できます。 

 

＜治療＞ 

数か月から数年の経過で症状は固定して、痛みはなくなりますが、最終的に変

形は残ります。基本的に放置する形で良いのですが、腫れや痛みのある時期は

対症療法（局所のテーピング固定による患部の安静や、手指の使用を減らし、

抗炎症鎮痛剤入り軟膏を塗布して経過観察するといった症状に対する治療）を

行う場合があります。 

 

慢性関節リウマチを疑って受診される方が多いですが「Heberden（へバーデ

ン）結節」は慢性関節リウマチとは異なります。 

何かご不明な点や気になる症状がございましたら、お気軽

に整形外科外来へご相談ください。 

 

柳澤 和裕 

整形外科。医学博士。日本整形外科学会専門医。専門は 

関節外科・一般整形。 
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各部署のコラム 

食事や運動に影響する検査項目 
臨床検査科 和智 瑛 

 健康診断は、生活習慣病の予防や早期発見ができるという目的が

あり、いち早く自分の身体の変化を知ることが出来ます。正しい検

査結果を得るために、皆様には検査前には必ず暴飲暴食や飲酒、激

しい運動を控えていただくようお願いしています。では、検査前の

食事や運動で、どのような項目に影響が出てしまうのかをご紹介し

ます。 

 ・食事で上がる検査項目 

   血糖、中性脂肪（ＴＧ）など 

 ・飲酒で上がる検査項目 

   γ-ＧＴＰ（ガンマ-グルタミルトランスペプチターゼ） 

 ・運動で上がる検査項目 

   ＣＫ（クレアチニンキナーゼ）、Cre(クレアチニン)、尿たんぱくなど 

 

上記では代表的なものを挙げました。まず、食事を摂る事により体内で脂肪や糖が血

中に溶け込んでしまうため、血糖や中性脂肪が上昇してしまいます。次に飲酒は、肝臓

にアルコールが蓄積され、これを解毒する働きのある酵素がγ-ＧＴＰであり検査結果

に影響します。運動では、筋肉の運動量が増加してＣＫ、Ｃｒｅが上昇します。意識し

ているようで忘れがちな点もあるかと思いますので、心当たりがある方は意識して頂け

ればと思います。また、検査等でご質問がある方は、担当医にお気軽にお尋ね下さい。 
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平成27年度 接遇研修について 
CS委員会 岡田 淳 

 

 以前、ＣＳ委員会(患者満足度向上委員会)の活動内容やその目的についてお話させて

頂きましたが、今回は、ＣＳ委員会の活動の一環として行っている職員対象の接遇研修

についてお話しさせて頂きたいと思います。 

 平成２７年度の接遇研修として、平成28年２月18日（木）に「クレーム対応につい

て」という内容で研修を行いました。 

 全職員を対象に、どのような時に患者様に不快な思いをさせてしまい、苦情やクレー

ムに繋がるのか、またどのようにすれば患者様に満足して頂ける対応を行うことができ

るのかなどを改めて学ぶことができ、職員一人一人が、自身の態度や言葉遣いなど患者

様・ご家族様への対応について考える良い機会となる研修会を行うことができたと感じ

ました。 

 毎年行われているこの研修を通して、病院全体の意識を向上させ、より患者様が安心

して医療サービスを受けられる環境を整えていきたいと考えております。 

 ＣＳ委員会として、今後も患者様・ご家族様のご意見を真摯にうけとめ、様々な改善

を行いながら活動していきたいと思います。 



  

 

 

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・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。 
   

『4月』外来担当医表 
  

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 

阿部 記代子 

(旧姓:和田) 
菅田 彰 伊平 慶三 

井出 宏嗣 

(膠原病) 
菅田 彰 

大西 司 
(呼吸器内科) 

羽多野 美香

(膠原病) 

9:15～ 

菅田 彰 
阿部 記代子 

(旧姓:和田) 

大石 庸介 

(循環器内科) 
菅田 彰 

(9:00～10:30) 

伊平 慶三 
小﨑 遼太 

(循環器内科) 
阿部 記代子 

(旧姓:和田) 

林 智樹 

(膠原病) 

磯島 咲子 

(膠原病) 

 
20日より 

羽多野 美香 

吉本 彩子 

(糖尿病) 

二村 明徳 

(神経内科) 
伊平 慶三 

前木 展子 

(糖尿病) 

伊平 慶三 
(9:00～10:30) 

阿部 記代子 

(旧姓:和田) 
(10:30～12:30) 

― 

外科 鈴木 恵史 伊達 淳 
小山 広人 

(外・胃腸科) 

小山 広人 

(外・胃腸科)  
梅田 耕明 ― 加藤 貴史 

尾本 正 
(心臓血管外科) 

鈴木 恵史 

飯島 忠 

(1,3週目) 

神山 剛一 

(2,4,5週目) 

鈴木 恵史 

(1,3,4週目) 

伊達 淳 

(2,5週目) 

整形外科 菊地 健 ― 
神 與市 

(脊椎・脊髄) 
菊地 健 柳澤 和裕 土谷 弘樹 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 ― ― ― ― ― ― ― 五味 由梨佳 ― ― ― 


