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医療法人パテラ会 月夜野病院
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ホームページ： http://moon-hp.or.jp

ご自由にお持ち帰りください

インスタグラム・フェイスブック
始めました！
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痔には主に
「痔瘻(あな痔)」「裂肛(切れ痔)」
「痔核(いぼ痔)」があります。

肛門の出口付近の
皮膚が切れた状態です。
便秘による固い便の通過や
下痢便の強い勢い等で

肛門の出口付近が切れたり
直腸肛門部の血液循環が
悪くなることが原因です。

裂肛(切れ痔)

直腸と肛門周囲の皮膚を繋ぐ
トンネルができる痔のこと。

肛門周囲に膿がたまる
「肛門周囲膿瘍」が進み、

慢性化すると痔瘻になります。
下痢等により肛門の組織に細菌が

入り込むことが原因です

痔瘻(あな痔)

「痔」の種類について

痔核(いぼ痔)
肛門にいぼ状の腫れができる

状態です。
肛門の内側にできるものを｢内痔核｣
肛門の外側にできるものを｢外痔核｣と

呼びます。

今回は痔瘻・裂肛・痔核(内痔核・外痔核)のうち
内痔核について解説していきます！
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【予防】
・規則正しい生活、夜更かしをしない
食事が不規則になると便通の調子が悪くなります。便通を良
くするために野菜と水分を十分に摂って運動をしましょう

内痔核の原因と予防について

【原因】
・排便時の過度ないきみ ・長期間下痢
・長時間の排便 ・長時間座り続ける
・重労働 ・野菜不足

国民の3人に1人は
痔にかかっているといわれています。

【特徴】★性別：男女差はない
★種類：痔核が多い

また、妊娠中は痔になりやすいと聞きます。
妊婦さんの痔には便秘が大きく関係しています。

「外出先のトイレでは落ち着けない」
「いきむと赤ちゃんに影響してしまうのでは」

と排便を我慢してしまい便秘になってしまうのです。
その結果排便時に肛門周囲に負担が増え、

痔になる妊婦さんがいます。

・トイレを我慢しない、長時間トイレに入らない
肛門への負担を少なくしましょう。多少便が残った感じが
あっても長時間いきむのはよくありません。
また、長い時間いきむと肛門周りがうっ血します。脱肛しや
すくなりますので注意しましょう。

・肛門周りを不潔にしない
シャワートイレの使用がおすすめです。自宅になければ
お風呂に入った際に肛門をシャワーで洗いましょう。
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【軽症の内痔核】
・初期の内痔核は腫れ、痛み、出血とも軽症

(出血は固い便が出た時や下痢が続いた時に紙につく程度)

このような症状は大腸癌などでもみられる症状です

内痔核の症状

Goligher(ゴリガー)の分類
内痔核は腫れ方の程度によって4つに分類されます。
数字が大きくなると症状が悪くなります。

排便時に出血し肛門内で膨隆する

排便時に内痔核が脱出するが
排便後自然に戻る

脱出後は手で押し込まないと
戻らない

排便とは関係なく常に脱出している

【重症の内痔核】
・痔核の腫れがひどくなる
・痔核の脱出が進み、痛みが強くなる
・排便時の出血が多くなる(便器が真っ赤になる程)

痛みがないのに便に血が混じる、便秘と下痢を繰り返すなど
症状があれば専門医の受診を受けてください

内痔核は良性の病気のため癌とは違い急いで手術を
しなければならないという病気ではないのですが、

出血がひどく貧血になっている場合は例外で
急いで手術を考える必要があります。
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内痔核の治療方法

【保存療法】
・薬物治療
座薬、軟膏、便通を良くする内服薬を使用します。
症状により座薬や軟膏は数種類使いわけます。

・排便・生活指導
日常生活での注意点をお話しします。
規則正しい生活や排便時の注意点、食生活についてなど
が挙げられます。

Goligher分類Ⅰ・Ⅱの内痔核に有効です
主に薬物治療、排便・生活指導を行います

〜排便時のポイント〜
便意を感じたときに排便する
→便秘になってしまいます

排便時間は短く
→必要以上にいきまない

排便後は肛門を清潔に
→肛門をよく洗い清潔に
保ちましょう。
(洗いすぎは逆に肛門に
負担をかけるため
注意してください）

〜食生活のポイント〜

十分な水分を摂取する
→1日2L程度の
水分摂取が理想です

朝食をしっかりとる
→胃腸の活動を活発にします

痔の治療は主に保存療法が選択されます。
出血等がひどい場合は手術治療が必要です。

以上紹介したポイントは場合によって症状を
悪化させることもあります。

内痔核の脱出が進めば保存療法での症状の改善は
期待できません。医師とよく相談しましょう。
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手術療法には
メスを入れて切り取る観血療法と

切らずに治す非観血的療法があります。

【手術療法】

このページでは観血療法のうち
「結紮切除術」について説明します。

【結紮切除術の適応】
・Goligher分類Ⅱ〜Ⅳ
・保存療法で効果が無く改善しても繰り返す
・痔核の脱出の繰り返しにより炎症している
・痔核により直腸粘膜のたるみが強い

以前の手術法は痔核と付近の粘膜を切り取り、
残った直腸膜と皮膚を縫う手術が一般的でした。
縫ったところが感染したりひきつれたりすることが

多く、術後も痛みが継続することが多かったようです。
「痔の手術は酷く痛む」と昔は言われていましたが、
現在は痔核がある箇所のみ切り取り、できるだけ

肛門周囲の粘膜を温存するような手術法のため痛みは
軽減しています。

「結紮切除術」ってどんな手術？

痔核外側を切除して根元を縛り
切り取る手法です。
★手術時間：30分前後
★入院期間：1〜2週間

【結紮切除術のメリット】
・再発が少ない

(根治性が高い)

・どんな痔核にでも対応可能

【結紮切除術のデメリット】
・出血のリスクがある
・術後の痛みがある
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内痔核の手術治療後の注意点
理想的な傷の治りはまず肛門の傷が治り

その後皮膚の傷が治ることです。
傷口が完全に治るまでには手術してから

約1ヶ月を要します。

【手術後に留意する点】
排便の仕方
肛門が十分開くように足を広げ
両手でお尻を引っ張り広げます。

女性の排尿
体を十分に前に倒すと
しみません。

術後の出血について
排便時に紙につく程度の出血を見ることがありますが
これは傷口からの出血なので問題ありません。

肛門に負担をかけない
お腹に力を入れるような動き
(重いものを持つ・長時間の同じ姿勢)や
自転車に乗ること、激しい運動は
医師の許可が出るまで控えてください。

医師の指示を守る
術後の様子によってお薬が処方されますので正しく服用
しましょう。
発熱や疼痛増強・出血が多くかたまりとして出たり下痢
するように出る場合は医師に相談してください。

痔を放置すると重症化したり、別の病気で発見が遅れたり
することもあります。自己判断はしないで「おかしいな」と

思ったら専門医を受診することをおすすめします。

月夜野病院 医事課
TEL：0278−62−2011
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外来診療案内
令和4年4月現在

診察時間
午前 ９時〜12時
午後 14時〜17時

休診日
〇土曜午後
〇日曜・祝日

受付時間
午前 8時～11時30分

午後 13時30分～16時30分

医療法人パテラ会

月夜野病院
TEL:  0278-62-2011
FAX: 0278-62-2013

月 火 水 木 金 土

糖　尿　病　内　科

内   　 科

循 環 器 内 科
林弘

（月１回）
林学

胃 腸 科 櫻　井 櫻　井 櫻　井 櫻　井 櫻　井

脳　神　経　外　科 浅　井

皮　膚　科
天　野

（不定期）

池　上

山　田

（月１回３時～）

脳　神　経　外　科

＊整　形　外　科

午

前

午

後

石　田

山　田卓 下　田

澁　澤 長　岡 群　大

櫻　井 櫻　井 長 谷 川

池　上

岡　田 下　田

横　尾 櫻　井

池　上

第１週  玉　木

第２週  玉　木

第３週  長谷川

第４週  侭　田

第５週  玉　木

内  　  科

整　形　外　科

■パテラ会グループ
月夜野病院
月夜野病院総合介護センター
訪問看護ステーションさくらんぼ
ヘルパーステーションさくらんぼ
通所・訪問リハビリテーション
有料老人ホーム花水月
高山村デイサービスセンター
介護老人保健施設りんどうの里
りんどうの里ケアセンター

■社会福祉法人三国塩原会
特別養護老人ホーム西嶺の郷
地域密着型特別養護老人ホーム中山の郷

■有限会社 桜井商事
グループホーム月夜野の里
月夜野の里デイサービスセンター
小規模多機能月夜野の里
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新型コロナウイルス感染症に伴うお願い
1.外来受診の方へ
次の症状がある方は、すぐに当院に受診するのではなく
「群馬県新型コロナウイルス感染症コールセンター」にご相談ください。
・息苦しさ（呼吸困難）、強いだるさ（倦怠感）、高熱等の強い症状のいずれかがある場合
・重症化しやすい方（*）で、発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある場合
（*）高齢者、糖尿病、心不全、呼吸器疾患（COPD 等）等の基礎疾患がある方や透析を受けている方、
免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方
・上記以外の方で発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続く場合
（症状が４日以上続く場合、解熱剤などを飲み続けなければならない方も同様です）
群馬県新型コロナウイルス感染症コールセンター
0570-082-820 （平日・休日問わず午前9時～午後9時）左記以外の時間は 027-223-1111
コールセンターで勧められた医療機関で受診してください。その際は下記の点にご留意ください。
・複数の医療機関の受診は、感染を拡大させる恐れがあるため、お控えください。
・医療機関を受診する際にはマスクを着用するほか、手洗いや咳エチケットの徹底をお願いします。
・当院受診を勧められた場合は、必ず来院前に当院に電話をおかけください。
こちらから診察時間と待機場所をご案内します。

2. 入院患者様へのご面会について
当院では現在、入院患者様にご家族とのテレビ電話による面会サービス（予約制）を行っております。
詳しくは当院受付スタッフ、またはお電話でご相談ください。 TEL：0278-62-2011
また、病院からお呼び出しがあった場合は、必ず受付にてお声がけください。


