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セラピー犬（TOMOドッグスクール）とひよこルームの園児たち
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健康情報
肛門の疾患（痔について）

～「痔核（いぼ痔）と裂肛（切れ痔）」編～

ちょっと知っ得！

　暑さもようやく一段落し、心地よい秋風が吹きぬけるようになりました。
　食欲、スポーツ、読書、皆さんはどんな秋をすごされますか？様々なイベ
ントに参加してみるのもいいですね。
実り多い秋を満喫しましょう。

　〈肛門とは〉
　肛門縁とその口側の、やや狭くなった筒状の3～4㎝長の肛門管の部分をさします（図1）。
口から入った水分、栄養分、異物、気体すべての排出口となっていて、絶妙な働きでそれをコ
ントロールする、大切な仕事をになっています。このコントロールミスにより、種々の疾患（痔）
が生じてきます。
　痔には大きくわけて①痔核（いぼ痔）②裂肛（切れ痔）③痔瘻（あな痔）の三種類があります。
この三大痔疾患の発症頻度は、ある統計によると新患5447人中、痔核62.8％、裂肛24.9％、
痔瘻6.5％でした。
　今回はそのうち、痔核と裂肛について、みていきましょう。

　〈痔核（いぼ痔）〉
　内痔核と外痔核があり、またしばしばその合併がみられ、肛門疾患で最も多くを占めています。
　肛門のクッションといわれる、網目状に広がった血管と平滑筋、弾性繊維に富んだ海綿状の
部分で、この部が充血して、内肛門括約筋の収縮を助けて肛門を閉鎖する働きがあります（図2）。
この部の組織の脆（ぜい）弱化や分断により痔核が生じる（遺伝的要因や加齢も誘因）のですが、
肛門出口にも同様のクッションがあり、ここにも痔核が生じます。歯状線より口側を内痔核（痛
みを感じない）、肛門側を外痔核（痛みを感じる）とに区別します。
　急性期の状態として、血栓形成に伴って外痔核が腫張したものは血栓性外痔核、脱出した
痔核が腫張して肛門管内に還納できなくなった状態は嵌頓（かんとん）痔核といいます。
　内痔核はその脱出の程度から4段階に分類されます。

【内痔核の分類】
第1度：いかなるときも肛門から脱出しない
第2度：排便時・蹲踞（そんきょ）時に脱出するが、自然にもとにもどる
第3度：排便時・蹲踞時に脱出し、手を使ってもどさなければならない
第4度：常時、脱出している

　1～2度は保存的治療を行い、3～4度は注射療法や手術の適応となります。
痔核の有病率に性差はなく、20～60％（肛門鏡検査）と報告され、45～65歳に最も多くみ
られます。痔核発症のリスク因子としては生活習慣が第一にあげられます。

主な症状
　出血、疼痛、脱出腫張、そう痒感、粘液漏出であり、鮮やかな排便時出血であることが多く、
またその多くは便と分離しています。
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治療
　坐剤、抗腫脹剤、緩下剤などの投与、または痔核への注射療法（ALTA療法など：図３）や
結紮（けっさつ）切除術などを施行します。

　〈裂肛（切れ痔）〉　
　歯状線から肛門縁の部分に亀裂、びらん、潰瘍を生じたものです。便秘などにより慢性化
して硬く深くなって、括約筋の一部が露出して肛門潰瘍へと進行します。80％は肛門の後方
に生じますが、女性では前方の慢性裂肛が多くみられます。歯状線部には肥大した乳頭（肛門
ポリープ）、裂肛の外側には肛門皮垂（見張りイボ）がみられることが多く、裂肛・皮垂・肛門
ポリープを慢性裂肛の三主徴といいます（図４）。裂肛は20～50歳代に好発し、女性に多くみ
られます。

主な症状
　排便中～排便後の肛門痛が特徴的で、数時間も続くことがあります。出血は少量のことが
多いです。

治療
　側方内括約筋切開術（ＬＩＳ）、用指的または薬剤による肛門拡張術、切除＋皮弁移動術

（ＳＳＧ）などが行われます。

文責：院長　上田 祐造　　

図版出典：
図1：直腸・肛門の外科Ⅱ（中山書店）
図2,3：痔の総合情報サイト 痔-WEB（監修：岩垂純一診療所）
　　　　https://www.iwadare.jp/G-WEB/
図4：最新 アッペ・ヘモ・ヘルニア・下肢バリックスの手術（金原出版）より

図1：肛門の解剖

図３：ALTA療法

図２：肛門のクッション

図４：慢性裂肛の断面像

歯　状　線：直腸（粘膜）と肛門（皮膚）の境目。
肛門陰窩：歯状線のところにあるくぼみ。
括　約　筋：肛門を閉じる働きをする筋肉。内括約筋
と外括約筋がある。
肛門のクッション：網目状に広がった血管があり、
弾力性に富んだ部位。肛門をピタリと閉じる。
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当院では、令和元年7月より「院内デイサービス」
を開始しました。
入院することで日常生活が変わり、特に高齢の方
は環境に馴染めず混乱することがあります。今まで
出来ていたことが出来なくなり、一時的な認知機能
の低下につながることもあります。そこで週１～２回
程度、皆さんと昼食を食べ、その後レクリエーション
（娯楽・リズム体操・カラオケ等）を一緒に楽しんで
頂けたら・・・と職員一同奮闘中です（●^ o^ ●）
まだ手探り状態ですが、ベッド上では見ることの
ない笑顔や、真剣に取り組んでくださる姿を見かけ
ると、私たちもうれしくなります。
入院中に起こりうるストレスや不安、混乱等を少し
でも和らげ「笑顔になれる時間」が出来ればと願っ
ています。

7月２4日、入院患者さんを対象に夏祭りイベ
ントを開催しました。
ひよこルームの子どもたちによる歌の披露や、
嚥下体操、脱水予防のお話に加えて、歌を歌った
り、紙風船で遊んだりして、楽しみました。
今年のメニューは、赤飯、炊き合わせなどで、
お弁当箱に盛り付けて、見た目からも楽しんでい
ただきました。デザートには、冷たいアイスクリームを直接お届けし、「久しぶり！
冷たくて美味しい！」と喜ばれていました。
来年は、より一層楽しい夏祭りにしたいと思います。

笑顔あふれる院内デイを目指して！！

病院夏祭り

◀︎嚥下調整食
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夏の暑さにも負けず、みんな元気に秋を迎える事ができまし
た!今年も恒例の葡萄浪漫館への外出、9月には運営推進会議を
行い、皆さんのご意見をいただきました。今後も皆さんととも
に盛り立てていきたいと思います!!

デイサービスくじば

お好み焼きの準備中!「今は家事はしていない…」という方も多
いですが、包丁を握る手はまだまだ現役!!手が覚えているんで
すね。「次は何するのー？」と言葉がとび交います!

ある日の午後♪「毛
糸玉作りなら任せ
て!」「私はあれが
やりたいな」「落ち
る、落ちる!!慎重
にー」みんなそれぞ
れ楽しいひととき…

トマト、いっぱい出来ましたー!!水やり、草取り、収穫と皆さんにも協力して
いただき、すくすく育ちました!ひよこルームの子供たちにもおすそわけ♪

見学、一日体験など、ご希望の方はお尋ねください。
（TEL 0865-63-1690）（管理者：坂田）

〈そよかぜ教室のご案内〉当法人では年2回、健康教室「そよかぜ教室」を開催しています。

講師：薬剤師　碇本 高之
日時：令和元年10月25日金
　　　午後2時より（約1時間）
場所：老人保健施設くじば苑1階
　　　ボランティアルーム

　毎日使用している薬を本当に正しく使用
できているでしょうか？
　薬の専門家である薬剤師が、最近の話題
もふまえてクイズ形式でお話します。

参加費無料、予約不要です。
お気軽にお越しください。

「くすりの豆知識」　～お薬に関するウソ、ホント～

お知らせ
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老人保健施設　くじば苑
夏 　 　 祭 　 　 り

８月4日、くじば苑とケアハウスやすらぎ合同で、今年も盛大に夏祭りを開催しました。
龍谷高校太鼓部の皆さんをお招きして、素晴らしい演奏を披露してくれました。
暑い夏でしたが楽しいひとときを過ごすことができました。

7月９日に、七夕をしました。短冊に願い
を書いて飾りました。

男性職員恒例の『ソーラ
ン節』！新人職員も加わ
り、フレッシュな気持ち
で披露しました。

七　　　夕

みなさんの願いがかないますように！
多くのご家族が来てくださいました。
本当に、楽しいひとときでした。

はじめに音の大きさを実演
してくれました。いきなり
の音にビックリしないよう
にと、ありがたい優しさを
感じました。

太鼓の迫力にみとれていま
した。体の奥にまで、太鼓
の振動が響きました。
また、披露してください
ね！！

屋台の食事、盛りだくさんでした！！ボランティアの方々
も大忙し！！たくさんの方が手伝いにきてくださり、本当
にありがとうございました。
緑十字会　お揃いTシャツに笑顔、本当に素敵でした！
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ひよこルーム

『アンパンマンを作ったよ』
　栄養課の方と一緒に『アンパンマン』を作りま
した。
　袋の中に、材料を入れたり、混ぜたり…。パン
生地をもらい、あんこを入れて丸め目や鼻をつけ
ました。お昼寝後、焼きたてのパンを見て「アン
パンマンだ～！」と大喜びでしたよ。
　自分で作ったパンを嬉しそうに食べました。

『水遊び大好き』
　プールに入ったり、水風船で遊んだり…。
今年も水遊びを楽しみました。
　熱い中での水遊びは楽しくてしかたない子
どもたち。プールの中でワニさんになったり、
ホースのシャワーや水鉄砲を楽しみました。
　友だちと水のかけあいも楽しみましたよ。

『夏祭り』
　病院の夏まつりに行ってきました。
　アラレちゃんになって、元気よく踊って、たくさん拍手
をもらって喜んだ子どもたち。
　一生懸命作った手作りの風鈴をプレゼントして喜んで
いただき、「ありがとね」とお礼を言ってもらい、子ども
たちも嬉しそうでした。

「ひよこルーム」は、平成27年7月１日より地域型保育事業に移行しました。
地域のお子さんも受け入れ、「仕事と子育て」を両立できる環境を整えて、安
心して仕事に打ち込めるよう、働くお母さんを応援しています。
また、子供向けオンライン英会話「ハッチリングジュニア」をはじめ、「リト
ミック」など保育内容も充実しています。

　7月27日～28日、神戸国際会議場にて、2019年度全国
栄養士大会が開催され、当院の地産地消活動についての、
ポスター発表を行いました。
　会場では、「こんなに頑張っている地産地消給食がある
ことがわかり、元気をもらった」「貴重な事例なので今後
も研究を続けてほしい」等の感想をいただきました。
　この恵まれた環境に感謝しながら、地域に貢献できるよ
う、これからも地産地消活動を推進・研究していきたいと
思います。

全国栄養士大会で発表しました！
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医療法人
緑十字会

木々の葉も色づき始め、秋の深まりを感じるよ
うになりました。木の実拾いをした子どもの頃を、
懐かしく思い出します。皆さんの秋といえば、どの
ような秋を思いうかばれるのでしょうか。
季節の変わり目です。体調管理にお気をつけく
ださい。　（N.K）
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私たちは地域に根ざした医療・福祉のサービスを提供いたします。
笠岡中央病院 老人保健施設 くじば苑・通所リハビリ
訪問看護ステーション くじば 居宅介護支援事業所　くじば
デイサービス くじば 笠岡市北木島診療所（※笠岡市指定管理者）

医療法人 緑十字会

医療法人　緑十字会

笠岡中央病院 診療日割表 TEL 0865-62-5121
FAX 0865-62-2706

午
　
　
　
前

受付時間 月 火 水 木 金 土

 
９：00

～

11：45

外　科 上田　祐造
（肛門科） 小野　泰生 上田　祐造

（肛門科） 小野　泰生 曽我部　興一 上田　祐造
（肛門科）

内　科 仙石　宣彦 小野木　俊也 仙石　宣彦 小野木　俊也 ― 仙石　宣彦

循環器内科 ― ― 治田　精一 ― ― ―

小児科
内　科 竹迫　憲次 竹迫　憲次 竹迫　憲次 竹迫　憲次 竹迫　憲次 竹迫　憲次

小児科予防接種
（予約制） ― 竹迫　憲次

9：00～11：00 ― ― 竹迫　憲次
9：00～11：00 ―

整形外科 村尾　力矢 ― ― ― ― ―

皮膚科 ― 浅沼　由美子 ― ― ― 川崎医大
皮膚科医

歯　科 調整中で現在、火・木（小野裕）に診療しています。
休診の日もございますので、お問い合わせください。

午
　
　
　
後

受付時間 月 火 水 木 金 土

4：00

～

5：45

外　科 曽我部　興一 小野　泰生 小野　泰生 曽我部　興一 曽我部　興一

内　科 小野木　俊也 小野木　俊也 仙石　宣彦 小野木　俊也 ―

小児科
内　科 竹迫　憲次 竹迫　憲次 竹迫　憲次 ― 竹迫　憲次

休

診

小児科予防接種
（予約制）

竹迫　憲次
4：00～4：30

竹迫　憲次
2：00～4：30

竹迫　憲次
4：00～4：30 ― 竹迫　憲次

2：00～4：30

乳児健診 ― 竹迫　憲次
3：00～4：00 ― ― 竹迫　憲次

3：00～4：00

整形外科 村尾　力矢 ― ― 長久　浩明
（4：30～） ―

歯　科
（2：30～）

調整中で現在、火・木（小野裕）に診療しています。
休診の日もございますので、お問い合わせください。

※2019年10月1日現在

初診受付
11：30まで

初診受付
５：30まで

★　日曜日、祝日は休診です。
★　歯科、皮膚科は、予約診療になります。初診、急患は随時診療いたします。
★　学会、出張などにより、変更させて頂く場合がございますので、ご了承ください。


