診 療 科 目 の ご案内

交通のご案内
明道町

外堀通り

日帰り手術の普及のために、 開業以来培ってきた

◆ 外科
日帰り手術 （特に鼠径ヘルニア （脱腸）、 臍ヘルニア （でべそ）、
下肢静脈瘤等） 現在当日帰宅率は９９ .９％ですが、 入院の必要な
手術は協力病院にて院長が執刀します。
遠方の方、 当日帰宅が不安の方や腹腔鏡下手術を受けられた方の
ために入院での治療も行っています。
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・ 消化器外科

泥江町
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桜 通

・ 肛門科

１．最新の診断機器を用いた診断、 治療を行っています。
今まで “胃カメラ” の検査を受けてつらかった方、 今まで検査を
受けたことがなく不安な方。 麻酔剤、 鎮静剤を用いた検査を行い
ます。 寝ている間に検査が終わりますので楽に受けられます。
２．現在問題となっているメタボリック症候群の原因である肥満の治療
として胃内視鏡下にバルーンを留置し食事量を抑える治療を行っ
ています。 （内視鏡下胃内バルーン留置術）

豊富な実績を医療に活かしています。

那古野
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地下鉄桜通線 国際センター駅下車、 北へ徒歩 100m です。
ＪＲ名古屋駅から桜通方向へ徒歩 800m、 タクシーでワンメータ圏内です。
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For the Evidence & Confortable Medicine

※自費診療となります。
※当院は、 日本で最多の件数を施行しています。
・ 一般内科
・ 消化器科

◆ 皮膚科
◆ 泌尿器科
◆ リハビリテーション科
◆ 麻酔科
◆ 東洋医学科
漢方 ： 西洋薬と併用または単独で処方。

名古屋市健診を行っています。
成人基本健康診査、胃がん検診、大腸がん検診、乳がん検診、
C 型 ・ B 型肝炎ウィルス検査、乳児一般健康診査、各種予防接種

ー

※手術時間は月曜、 火曜、 水曜、 木曜、 金曜、 土曜の早朝と午後です。
※初診で手術をご希望の方は 「午前中 １１ ： ００」 「午後 １８ ： ００」 までに
お越しいただけますようお願い申し上げます。

医院概要

いまず外科
Imazu Surgical Clinic
外科 － 一般外科、 消化器外科、 乳腺外科、 整形外科、
肛門科、 日帰り手術 （特に鼠径ヘルニア （脱腸）、
臍ヘルニア （でべそ）、 下肢静脈瘤等）
内科 － 一般内科、 消化器科、 泌尿器科、 皮膚科、
リハビリテーション科、 往診あり

いまず外科
Imazu Surgical Clinic
名古屋ヘルニアセンター

診療のご案内
〒４５１－００４２
愛知県名古屋市西区那古野２－２２－１６
診療受付 TEL. 052-561-5766 / FAX. 052-561-5766
ホームページ . http://imazu-cl.com

052-561-5766
http://imazu-cl.com/

For the Evidence & Confortable Medicine
患者様の痛みをなくす
手術の理想を追求します。
手術の痛みや手術創などの不安をやわらげ
患者様が安心して治療を受けていただくため、 当医院では
「手術の痛みをなくす」 「入院することなく帰宅できる」 ということを

そけいヘルニア、下肢静脈瘤などの
日帰り手術のことなら

当医院の日帰り手術について
当院は２００４年以降そけいヘルニアを中心に日帰り手術を行っており
ます。 当院の手術件数は、 ２１６４件 (２００４年４月２４日～２０１１年
４月末日現在 ) に達しており、 当日帰宅率に関しても９９ .９％を達成し
ております。
そけいヘルニア ・ 内視鏡 ・ 下肢静脈瘤 ・ 肥満減量 ・ その他症状に
関するお悩みや日帰り手術など、 お気軽にご相談ください。

目標に日帰り手術を行なっております。

日帰り手術の流れ

そけいヘルニアの場合

来 院
１回目

最初の診察で手術日を相談させていただきます。 この際、 術前
検査でできるものは当日行います （採血、 胸部および腹部レント
ゲン写真等）。 遠方の方などで一度の来院で終了したい場合、
問診を電話で行えば手術当日に帰宅して頂くことが可能です。
また短期入院も可能です。

来 院
２回目

手術当日になります。 前日は入浴し清潔にして来て頂けるとよろ
しいです。 特に問題なければ１１時頃来院していただければ結構
です。 朝食はすませてきてください。 午後から約１時間ほどで手
術は終了します。 術後問題がなければ、 すぐに帰宅していただ
きます。 術当日から入浴は結構です。 傷の消毒も必要ありませ
ん。 また手術翌日に電話で様子を知らせて頂きます。

主な日帰り手術の対象疾患
そけいヘルニア
「そけい （鼠径）」 とは、 太ももの付け根の部分のことをいい、 「ヘルニア」 とは、
体の組織が正しい位置からはみ出した状態をいいます。
「そけいヘルニア ( 鼠径ヘルニア )」 とは、 本来ならお腹の中にあるはずの腹膜や
腸の一部が、 多くの場合、 鼠径部の筋膜の間から皮膚の下に出てくる病気です。
一般の方には 「脱腸」 と呼ばれている病気です。

下肢静脈瘤

来 院
３回目

術後２～３週間後に一度だけ診察させていただきます。
特に異常が見られなければ、 治療は完了となります。

足の静脈が拡張し表面に浮き出てボコボコとコブになった病気で、 日本人女性の
２人に１人に見られるという報告もあるほど多いものです。 見た目に問題があるばか
りでなく、 足が痛い、 重い、 だるい、 疲れやすい、 かゆい、 足がつりやすい、
皮膚が黒くなった、 潰瘍ができたなど、 さまざまな足の症状を引き起こします。

内視鏡下胃内バルーン留置術

※自費診療となります。

現在問題となっているメタボリック症候群の原因である肥満の治療として、 胃内視
鏡下にバルーンを留置し、 食事量を抑える治療です。 体重増加に伴う生活習慣
病はほぼ１００％の改善効果があります。
当院は、 日本で最多の件数を施行しています。

消化管内視鏡検査
今まで “胃カメラ” の検査を受けてつらかった方や、 検査を受けたことがなく不安
な方。 麻酔剤、 鎮静剤を用いた検査を行います。 眠っている間に検査が終わり
終了するとすぐに麻酔から覚めることが出来ます。

最新のレーザー治療
当医院では体への負担が少ないレーザー手術が可能です。

レーザー手術が可能な症例

レーザー手術のメリット

そけいヘルニア手術に

その 1

手術後の痛みが極めて少ない手術です。

痔核手術に

その 2

手術にともなう出血が殆どありません。

その 3

創 ( キズ ) の腫れが少なく治りが早くなります。

その 4

手術創の形がきれいに出来ます。

外来外科手術に

