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頼れるドクター 8,216人
病院・クリニック、医者 161,643件 掲載中！ (2017年07月28日現在)

病院・医者検索 > 東京都の病院・医者・クリニック > 用賀駅の病院・医者・クリニック > 関東中央病院 > 
お尻の悩みを気軽に相談できるレディースケア外来が誕生
病院・医者検索 > 東京都の病院・医者・クリニック > 世田谷区の病院・医者・クリニック > 関東中央病院 > 
お尻の悩みを気軽に相談できるレディースケア外来が誕生

▲個室診療室でプライバシーにも配慮

   

 基本情報

   

 ドクターズファイル 検診・治療レポ

   

 トピックス お知らせ

   

 クチコミ

レディースケア外来が誕生 女性医師らによる産婦人科が再開 内視鏡検査と治療のメリット

お尻や肛門など、排便・排泄の悩みを抱える女性は多いが、男性医師には相談しづらいも
の。診察の恥ずかしさからなかなか受診できず、苦痛を感じながらも我慢している人はか
なり多いと予想される。世田谷区の中核病院である関東中央病院は今年4月、気軽に相談で
きる女性のための外科外来「レディースケア外来」を新設。医師、看護師すべて女性とい
う新しい外科外来の特徴について、河合宏美先生に伺った。（取材日2014年5月30日）

女性同志の気軽さと最先端の医療体制で、早期発見・早期治療をサポー
ト

女性のための外科外来を新設した狙いは？

関東中央病院の消化器外科では早期が
んから高度進行がんまで、ステージに
応じた高度医療を提供しています。私
自身も消化器外科が専門で、さまざま
な手術に携わるうちに、「もう少し早
く発見できていれば……」と悔しい思
いをすることもありました。女性に
とっては、男性医師によるお尻や肛門
の検査はどうしてもハードルが高くな
りがちで、診察・検診を躊躇させる要

 

萩原 一成院長 
六町さくら歯科

ドクターズ・ファイルの情報
をスマートフォン・携帯から
チェック！スマートフォン版
では、GPS位置情報を利用し
た最寄りの病院探しができま
す。

外出先でもドクターズ・ファイル

ドクターズ・ファイル特別編集ムック「頼れる
ドクター」を一覧で紹介します。 →全ライン
アップを見る
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▲どんな小さな悩みでもお気軽に相談してほしいと
いう河合先生

▲治療に内容についても優しい笑顔でわかりやすく
説明している

因の一つになっています。そのような心理的ストレスを取り除き、もっと気軽に相
談・検査を受けていただくために新設されたのが女性のための「レディースケア外
来」です。医師・看護師など医療スタッフは全員女性ですので、今まで受診を避けて
いた方も気軽にご相談ください。

予約さえすれば、誰でも受診できるのですか？

現在、毎週火曜日の午後2時から予約
制で診察を行っています。事前に電話
で予約いただければ、どなたでも受診
していただけます。現在は、主に便秘
や痔、肛門の症状（出血、痛み、かゆ
み）がある方、ソケイヘルニア（脱
腸）、健康診断で便潜血陽性で精密検
査が必要と言われた方、内視鏡検査を
希望される方など、お尻やその周辺の
症状でお悩みの方のご相談に乗ってい
ます。また、排便・排泄に長い間苦痛
を感じている方、どこの科を受診すればよいかわからないという方も気軽にご相談く
ださい。詳しいお話を伺い、必要であればその日のうちに検査を行い、最適と思われ
る診療科をご紹介させていただきます。

診察の流れについて教えてください。

まずはお悩みの内容や症状について
しっかりお話を伺います。お腹やお尻
を診察して原因を絞り込み、必要であ
れば血液検査やレントゲン検査なども
行い、診断結果をご説明します。さら
に内視鏡検査、大腸検査など精密検査
が必要であれば、その日のうちに検査
日の予約を入れることができます。医
師・看護師などスタッフは女性ばかり
で、診察室はとてもアットホームな雰
囲気です。男性医師には言い出しにく
かったことも、安心してお話しください。ただ、いくら女性同士でも、お尻を見せて
の診察は恥ずかしいとおっしゃる方もいらっしゃるので、診察は正確かつ素早く。リ
ラックスして受けられるように工夫をしています。人は視線が合うと「恥ずかしい」
と感じるので、壁側に顔が向くようにベッドに寝ていただき、おしゃべりをしている
間に終わっているイメージです。実際に受診されると、「もっと早く来ればよかっ
た」とおっしゃる方が多いですよ。

異常が見つかったら、引き続き治療も受けられるのですか？

もし異常が見つかれば精密検査から治
療まで一貫してサポートします。レ
ディースケア外来は病気の早期発見が
目的の一つです。受診の入口として、
どなたでも気軽に相談できるよう、地
域の皆さんに広く開放しています。同
時に、総合病院ならではの最先端機

採用情報 『ドクターズ・ファイル』では編集部
スタッフを募集しております。 詳細
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▲他科との連携も密に取れるというのが総合病院な
らではの強み

▲数々のキャリアと女性ならではの視点で女性に安
心の医療を提供

器、充実のスタッフ体制が整ってお
り、予防から最先端治療まで、継続的
な健康管理ができることが大きなメ
リットです。万が一胃がん・大腸がん
が見つかっても、患者への負担が少ない腹腔鏡手術など、QOL（生活の質）まで考え
た医療を提供します。開設してまだ日が浅いですが、痔の相談に来られて大腸がんが
見つかった方もいらっしゃいます。病気の早期発見・早期治療のためにも、まずは気
軽にご相談ください。

これまでの先生のキャリアと、今後の目標をお聞かせください。

鳥取大学を卒業、東京医科歯科大学外
科で研修、都内の病院数カ所での勤務
を経て、昨年10月に赴任しました。
専門は消化器外科で、さまざまな手術
に携わってきました。消化器外科系を
選んだのは、お尻周りの疾患に悩む女
性が多いにもかかわらず、女性医師が
少ないので、少しでもお役に立てるの
ではないかと思ったからです。幸い患
者さんから「親しみやすい」「話しや
すい」と言っていただけるので、レ
ディースケア外来でも皆さんがリラックスできる雰囲気作りを心がけたいと思いま
す。今は、少しでも多くの方にこの外来の存在を知っていただくことが目標ですが、
将来は乳腺外科や泌尿器科の女性医師との連携も視野に入れています。ここに来れば
女性の体で気になることは全て診てもらえる。そんな体制を作ることが目標です。

ドクターからのメッセージ
河合宏美先生

レディースケア外来は「女性が気軽に受診できる外来」がコンセプトです。お尻のことで
気になることがあれば、「まずはレディースケア外来に行ってみよう」といった具合に、
皆さんの健康管理に上手にご利用ください。痔がある、便秘、検診で便潜血陽性と言われ
たなど、少しでもトラブルや不安がある方は、放置せずに早めの受診をお勧めします。
「きっと大丈夫だろう」と思い込んで放置していると、実は大きな病気が隠れていたとい
うこともあります。悩む前にまずは相談を。今なら予約もスムーズですから、ゆっくりお
話しを伺うことができます。これまで高くなりがちだった診察・検査のハードルを取り除
き、病気の早期発見につながる一助となれば幸いです。

記事更新日：2016/01/24

いいね！ シェア  ツイート LINEで送る  

病院・クリニック、医者を探すならドクターズ・ファイル

ドクターズ・ファイルは、全国の病院・クリニック、医者の総合情報サイト！ 頼れる病院・クリニック、医者の独自取
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材161,643件！ 診療科目、行政区、沿線・駅、診療時間、症状、病名、検査内容、特徴といったさまざまなこだわり条件からあな

たがお探しの病院・クリニック、医者情報を探すことができます。 病院の基本情報だけでなく、先生に関する情報（診療方針や得

意な治療・検診など）も紹介。

掲載情報について

掲載している各種情報は、 ティーペック株式会社 および 株式会社ギミック が調査した情報をもとにしています。 出来るだけ正確

な情報掲載に努めておりますが、内容を完全に保証するものではありません。 掲載されている医療機関へ受診を希望される場合

は、事前に必ず該当の医療機関に直接ご確認ください。 当サービスによって生じた損害について、 ティーペック株式会社 および

株式会社ギミック ではその賠償の責任を一切負わないものとします。 情報に誤りがある場合には、お手数ですがドクターズ・ファ

イル編集部までご連絡をいただけますようお願いいたします。

ドクターログイン

総合TOP | ご利用にあたって | プライバシーポリシー | 情報掲載にあたって | お問い合わせ | 有料プラン | サイトの使い方 

c 2004-2017 Denentoshi.com Co.,Ltd., Gimic Co.,Ltd. All Rights Reserved

https://doctorsfile.jp/
https://doctorsfile.jp/csadmin/
https://doctorsfile.jp/csadmin/
https://doctorsfile.jp/
https://doctorsfile.jp/
https://doctorsfile.jp/terms/
https://doctorsfile.jp/privacy/
https://doctorsfile.jp/publish/
https://doctorsfile.jp/contact/
https://doctorsfile.jp/sales/
https://doctorsfile.jp/instructions/
http://gimic.co.jp/

	doctorsfile.jp
	お尻の悩みを気軽に相談できる レディースケア外来が誕生 (関東中央病院)｜ドクターズ・ファイル


	10cnVlJmhlaWdodD02NSZhcHBJZAA=: 
	form0: 
	button3: 


	10cnVlJmhlaWdodD02NSZhcHBJZAA=: 
	button0: 

	VBMSVFMyU4MiVBNCVFMyU4MyVBQgA=: 
	button1: 



