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健康情報健康情報ちょっと知っ得！

　暖かな風が心地よく感じられる季節の到来です。　暖かな風が心地よく感じられる季節の到来です。
　新型コロナウイルスの流行など暗いニュースも多いですが、春の陽気を　新型コロナウイルスの流行など暗いニュースも多いですが、春の陽気を
感じながら、気持ちを新たに新年度を迎えたいですね。感じながら、気持ちを新たに新年度を迎えたいですね。
　つかの間の穏やかな季節を楽しみましょう。　つかの間の穏やかな季節を楽しみましょう。

　第25号で肛門三大疾患のうち、「痔核（いぼ痔）と裂肛（切れ痔）」編を解説いたしましたので、
今回は、「痔瘻（あな痔）とその他の肛門疾患」についてみていきましょう。

〈痔瘻（あな痔）〉
　肛門周囲にできた膿瘍が進行した病態で、原発口（痔瘻の原因となる小孔）、原発巣（感染
を遷延させる原因となる部位）、一次瘻管（原発口→原発巣の瘻管）、二次瘻管（原発巣→二次
口の瘻管）、二次口（二次瘻管の皮膚開口部）よりなることが多いです（図1）。この瘻管（膿の
トンネル）の走行によりできる二次口には、一定の法則（G

グ ッ ド サ ル

oodsallの法則：肛門の前方と後方
で瘻管のでき方に違いが生じる）があり、ほとんどの症例でこの法則にあてはまります（図2）。
　有病率は5～21/10万人（欧米）で、男女とも30～40歳代に好発し、比率は2～6：1と男性
に多くみられます。前方痔瘻は女性に多く、男性の約2培です。

病因及び症状
　ほとんどは肛門陰窩から肛門腺への感染で、形成される痔
瘻の形態は多彩です。肛門膿瘍切開排膿後の痔瘻への移行
は約30％とされています。
　突発性の発赤、腫脹、疼痛で始まることが多く、本邦では
疾患分類として隈越分類が汎用されています。多くはⅡLタイ
プで約60％を占めています（表1）。
　すべてのタイプで外科的処置が必要ですが、インド伝承医
学の一つで薬液をしみこませた紐を瘻管に挿入するS

シ ー ト ン

eton法
などを施行する施設もあります。

〈その他の肛門疾患〉

【直腸脱】
　骨盤臓器脱の一つで高齢の女性に多く、男性の6～9倍といわれています。子宮脱、膀胱脱
などを合併している症例も多く、直腸の全層が肛門より脱出する完全直腸脱と、粘膜のみが脱
出する不完全直腸脱があります。脱出腸管に循環障害を伴うものは処置を急ぐ必要があります。
　手術は、5㎝以上の脱出や他臓器脱の合併例では経腹的手術、それ以外のものは経肛門的
手術（G

ガ ン ト

ant三輪法、T
テ ィ ー ル シ ュ

hiersch法など）の適応となります（図3，4）。

【乳児痔瘻】
　成人とは異なる特徴があり、病因は不明です。3歳までの小児、特に生後6ヵ月までに80％

肛門の疾患（痔について）
～「痔

じ ろ う

瘻（あな痔）とその他の肛門疾患」編～

表1：隅越の痔瘻の分類
（隅越幸男ら、1972）
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の発症、男児が大半で、側方に多く発症します。1歳前後で自然治癒傾向がみられます。
　治療は、切開排膿、圧迫もみ出し、抗菌剤投与で対応します。

【尖圭コンジローマ】
　性感染症の一種で、ヒトパピローマウイルス感染で発症します。性器、肛門、直腸などに凸
凹のあるカリフラワー状の多発性疣

イ ボ

贅ができ、かゆみ、灼熱感をもつ疼痛を生じることがあり
ます。
　多くは電気メスなどで切除します。

【肛門がん】
　肛門管の皮膚、粘膜より生じる稀ながんで、消化器がんの1～2％といわれています。大半は
コンジローマのがん化によるものですが、慢性的な痔瘻、喫煙者、高齢者もリスクが高いとい
われています。肛門痛、出血、頑固なかゆみを伴うことがあります。
　外科的切除や、放射線治療、抗がん剤などの化学療法を組み合わせます。

〈まとめ〉
　ほとんどの肛門疾患は生活習慣病です。
　・食物繊維をしっかりとる。
　・排便時間は大体5分以内とし、強くいきまない。
　・適度な運動をする。
　・肛門部を冷やさない。
　・毎日入浴する。
　など、排便習慣を工夫し、生活習慣を少し改善することで、痔にならないように努めましょう。

文責：院長　上田 祐造　　

図版出典：図1；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2；標準外科学　第7版（医学書院）
　　　　　図3,4；直腸・肛門の外科Ⅱ（中山書店）　　
　　　　　表1；直腸・肛門の外科Ⅰ（中山書店）より

図4：Thiersch 法
（示指が入る程度に

肛門を縫縮する）

図1：痔瘻 図2：Goodsall の法則

図3：Gant-三輪法（絞り染め式粘膜縮小術)

（原発巣）（原発巣）
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11月28日、大井公民館で病院の作業療法士と支援相談
員が『家族が突然寝たきりになったら』『寝たきりにならない
頭と体づくり』をテーマに出張教室を行いました。
前半は、家族が突然寝たきりになった場合、誰に相談したら良

いか、またどのような支援が介護保険で受けられるのかについ
てお話させて頂きました。後半は、脳トレや体操を会場の皆さん
と一緒に行い、地域の方と貴重な時間を過ごすことができました。

大井公民館で出張教室を行いました

当院が、地産地消コーディネーター育成研修会の視察先となりました！
12月19日、地産地消給食の実践と課題について考える研修会で、当法人の地産地
消活動の報告を行い、栄養士が考案した、こだわりの地元食材を使用したお食事を試
食していただきました。

山陽新聞社提供
（2019年12月26日）
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今年は春の訪れが早く、暖かい冬でしたね。ぽかぽか陽気、桜の
開花も早まりそうですね。
新型コロナウイルスの流行に伴い、予防・対策をしっかりと行い、
みなさまと元気に過ごしていきたいと思います。

デイサービスくじばデイサービスくじば

デイサービス美味しいもの特集!!行事食作りや、
毎日のおやつ作りで、みなさまの腕は上がる一方!
３時のおやつ時には、みんなの顔もほころびます♪
（感染症流行に配慮し、おやつ作りはしばらくお休みしています。）

年初めの書初め♪筆を持
つのは何年振り!そんな方
もスラスラと。やっぱり、手
は覚えておられるんですね。
達筆です!!

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

ベテランお母さん
方による、祭り寿司！
美味しかったなぁ

バレンタインには
♥型のチョコ
ロールケーキ♪

11月下旬～12月上旬の3日間、職員や
家族を対象にクリスマスのリースを作りまし
た。
木の実やリボン、造花などを使って、オリ
ジナルのリースを楽しく作ることができまし
た。職員間の交流にもなり、より一層仲が深
まりました。

みんなでクリスマスリースを作りました♪
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老人保健施設　くじば苑
ク リ ス マ ス 会

令和1年12月19日に、クリスマス会を開催しました。
笠岡高校　吹奏楽部の皆さんが来てくださり、素敵な演奏を披露してくれました。

　2月３日、鬼がやって来ました!!
フレッシュ!？な、赤鬼と青鬼です!!
力いっぱい豆を投げ、その合間に味見＾o＾
食べた豆は美味しかったそうです。さて、いくつ
食べたのでしょう・・・。
元気な鬼で、大暴れでしたが、みんなで今年の邪
気を払いました。

サンタも来ました!!
プレゼントに大喜び!!

節　　分

12月25日、ひよこルームの子ども達と一緒にク
リスマス会をしました。可愛い子ども達に、終始
笑顔の皆さんでした。

恒例となった職員のハンドベル！
ベルのきれいな音色を、楽しみました。
練習回数も少ない中、一生懸命演奏
した職員を、温かいまなざしで見つめ
てくださいました。

目の前での演奏に、聞き惚れていました。
毎年、素敵な演奏をありがとうございます。生演奏の
迫力満点でした。踊りも若さいっぱいでした　 ｏ^^
素敵なクリスマスカードのプレゼントに、満面の笑み
でした。
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そよかぜ教室　開催中止のお知らせ
　新型コロナウイルス感染拡大の防止に伴い、4月に予定しておりました、整形外科医 村尾の講
演による健康教室「そよかぜ教室」を中止いたします。
　大変申し訳ございませんが、ご理解のほど、よろしくお願いいたします。
　なお、次回の開催は決まり次第、ご案内いたします。
　皆さまの参加をお持ちしております。

お知らせ

ひよこルームひよこルーム

『クリスマス会』
　ひよこルームにもサンタさんがプレゼントを
持ってきてくれました。
　♪あわてんぼうのサンタクロース♪を歌ったり、
リズムでは可愛い姿を見てもらいました。鈴の音
と共にサンタさんが登場すると、一瞬表情がかた
まってしまいましたが、名前を呼ばれると嬉しそ
うにプレゼントをもらいに行った子どもたちでし
た。

『おじいちゃん・おばあちゃんと
クリスマス会』

　病院やデイサービス、くじば苑に行き、可愛い
姿を見てもらいました。
　手型で作ったサンタクロースをプレゼントしま
した。「ありがとう」と喜んでもらい、子どもたち
も嬉しそうでしたよ。

『節　分』
　今年も節分の日がやってきました。
　『おに』と聞くだけで「いやだ」と
言っていた子どもたち。自分が作っ
たお面とますを持つと力が出たよう
で「おにはそと、ふくはうち」と元
気よく豆まきが出来ました。

「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。
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医療法人
緑十字会

新年度を満開の桜とともに迎えました。
成長していく我が子を見て、嬉しい気持ちと
少し手から離れていく寂しさを感じています。
生活環境が変わり、体調を崩しやすい時期で
す。皆さん、体調管理には気をつけてください
ね。　（M.F）
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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 山田　治来
（第1・3・5週） 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 ― 稲垣　充亮 ― ― ― 川崎医大
皮膚科医

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～） ―

※2020年4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。
★　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。

金曜午前（第1・3・5週）、山田治来医師による内科診療が始まりました。
皮膚科（火曜）の担当が変わりました。（浅沼由美子医師→稲垣充亮医師）


