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すべては患者さんのために

ドイツ
International Neuroscience Institute留学記(2)

副院長・脳神経外科部長・脳卒中センター長　西村真実

　留学終盤に近づき、これまで私が経験して治療困難

だった脳動脈瘤手術症例についてBertalanffy教授に

相談するチャンスを頂きました。教授の答えは明確

で、①クリッピング手術で治療が可能かどうかをシン

プルに考えること、②患者様の最終的なゴールを良く

考えること、③手術の手段にとらわれすぎずに臨機

応変に対応することが大切であると言われました。

私はこれまで難しい動脈瘤の症例に対して、どのような

準備をして手術をすべきかと準備ばかりに気を

とられ、動脈瘤の根治がゴールであるべきであるのに、

その準備がゴールになっていたと反省させられました。

　本留学は、折しもイギリスのEU離脱、天皇生前退位

論、アメリカ大統領選、そしてヨーロッパ中心に多発した

テロ事件など激動の時期に外から日本を見直す機会

にもなりました。日本がいかに恵まれた環境にあるか

を実感できましたし、外国人も思考経路は同じである

こと、一方日本人は地方ごとで全く考え方が違う

こともわかり、これは非常に面白い体験でした。

　公私にわたり温かく迎え指導してくださった

Bertalanffy教授に感謝し、先生の患者さんと手術に

対する真摯でありかつ謙虚な態度を忘れずに精進

して参ります。

　最後にこの貴重な機会を与えてくださった東北大学

脳神経外科冨永教授および宮城県対脳卒中協会、

当院渡邉理事長、松島院長、水野理事長特別補佐監兼

執行本部長、私の留守を守ってくれた現災害医療

センター長・救急センター科長平野孝幸先生はじめ当

科スタッフに深謝いたします。

そしてなによりも、不在中ご不安とご迷惑をおかけ

した患者皆様にお詫び申し上げます。この留学の経験

を活かし、地域の患者皆様に貢献すべく今後より

いっそう努力して参りますので、よろしくお願いいたし

ます。

社会医療法人 将道会
〒989-2483 宮城県岩沼市里の杜1丁目2番5号
TEL：0223-23-3151　FAX：0223-23-3150
http://www.minamitohoku.jp/
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南東北夏まつりが行われました。詳しくは5ページをご覧ください。

（写真：「team踊踊」よさこい演舞の様子)南東北夏まつりが行われました。詳しくは5ページをご覧ください。

（写真：「team踊踊」よさこい演舞の様子)

Bertalanffy教授と：手術室にて

総合南東北病院
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9月9日は救急の日
救急看護認定看護師　鎌田貴幸

認 定
看 護 師コラムコラム

足水虫治療薬の塗り方について
薬局 薬剤師　後藤　良

第57回健康医学セミナーが開催されました サニーホームでコンサートが開かれました

足水虫で塗り薬を使っても、一時的にはよくなりますが、
なかなか完治せずに悩んでいる方が多いのではないでしょうか？

実はいつまで経っても治らないのは完治せずに塗り薬の使用を止めてしまい、再発を繰り返していることが
原因かもしれません。

水虫の原因菌である白癬菌は皮膚の一番外側の角質層に住みついています。菌が浸食し角質層が壊れ、
刺激が表皮細胞の奥まで到達すると、痒みなどの症状が出てきます。角質層には神経が通っていないため、
症状のある部分にしか菌がいないと思われがちですが、実は痒みがないだけで周辺のもっと広い範囲にも
潜んでいます。症状が出ている部分はもちろんですが、治療や再発予防においては角質層に広く潜んで
いる菌を退治することが大きなポイントとなります。

①使うのはお風呂の後
角質層は体に対するバリアの役割も果たしており、普段は薬も届きにくい構造となっています。しかし、

お風呂上がりに使うと角質層が柔らかくなっているため薬が浸透しやすくなり、より高い効果が期待できます。

②薄くのばし広範囲に
症状が出ているところだけに多く塗ってもあまり効果は期待できません。広く潜んでいる菌も退治する

ために、足の裏から側面まで全体に薄く塗るようにして下さい。

治ったと思っても角質層に潜んでいる白癬菌は生き残っています。すぐに再発を繰り返してしまうことが
多いため、症状が無くなっても1ヶ月～3ヶ月は続けて完治を目指しましょう。

毎年9月9日は語呂合わせで救急の日です。心肺蘇生法や応急手当など、救急に関する講習会やセミナー
が各消防署や医療施設などで実施されています。当院でも9月11日（月）9：30～11：30、当院1階売店前で
救命処置講習会を実施します。健康な時はあまり考えないことかもしれませんが、一年に一度のこの機会に
講習会などに参加して知識の確認をしておくのはいかがでしょうか。

救急車の搬送件数が過去最高
消防庁の調査によると、昨年（平成28年）の救急出動件数は全国で約621万件、その中で実際に搬送された

人数は約562万人でした。救急出動件数、搬送された人数ともに過去最多を記録したそうです。当院でも
年々救急搬送件数が増加し、昨年は2,500件以上の搬送がありました。搬送される傷病者は緊急度や重症度
が高く、すぐに治療や処置が必要な場合がほとんどです。しかし、中には軽症の傷病者も決して少なくない
のが現状です。近年、適切な救急車の利用が問題となり、本当に救急車が必要な傷病者が利用できないこと
もあるようです。また、逆に救急車を利用したほうが良い傷病者も自家用車などで来院することもあります。

「救急の日」この機会にもう一度救急への理解を深め、適正な利用について考えてみる機会としてはいかが
でしょうか。

第57回健康医学セミナーが7月29日（土）午後1時から当院
2階講堂で開催され、77名の方が参加しました。今回は小林
義尊整形外科科長が「骨折予防と治療」と題して話しました。

高齢者の転倒発生率は1年間で約25～30％で、全転倒者の
5～10％の方が何らかの骨折を受傷してしまうそうです。
また、大腿骨頸部骨折では、受傷原因の7割以上が転倒との
ことです。これらのことから、転倒しなければ骨折する可能性は
かなり低くなると説明があり、その予防法が紹介されました。
さらに、椎体骨折や橈骨遠位端骨折など、起こりやすい骨折の
病態や治療法について詳しく説明がありました。

小林先生は「骨折予防のためには、自分で体を作っていくこと
が大切です。年齢に関係なく筋力は上がります。太極拳など、
色々な運動を紹介しましたが、特に水泳を勧めています。転倒
しても、うきわやビート板を持っていれば溺れることがなく安全
に行えます。運動と適度な栄養摂取、骨粗鬆症治療、この3つを
バランスよく行い、骨折を予防しましょう」と話しました。

薬局だより

【塗り薬の効果的な使い方】

《参考》水虫対策と予防治療ホームページ、エイジングケアアカデミーホームページ（表皮の角質層の構造）
《参考》総務省消防庁「平成28年の救急出動件数等（速報値）」の公表
https://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h29/03/290321_houdou_1.pdf

「大野和士のこころふれあいコンサート2017」が7月21日（金）午後2時
から介護老人保健施設サニーホームで開かれ、「世界を旅する」という
テーマで古今東西のオペラ歌曲や日本の歌が披露されました。

世界的な指揮者で、現在フランス国立リヨン歌劇場首席指揮者を務める
大野和士さんは、普段コンサートを聴きに行くことが難しい方々にも、
気軽に音楽と触れ合う機会を提供したいという思いから、2008年より
全国の病院・高齢者施設等でボランティアコンサート「こころふれあいコ
ンサート」を開催しています。

コンサートは、大野さんがピアノを弾き、4名の声楽家たちと共に、「こうもり」より “侯爵さま、あなたに
教えましょう”、「椿姫」より “乾杯の歌”、「夏の思い出」などが披露されました。利用者さんやご家族は、
ダイナミックな男声や優しい女声など、様々な音色に耳を傾けました。

また、曲間には、その作品が作られた背景や込められた思い、どのようなシーンでオペラ歌曲が歌われて
いるか等を大野さんが分かりやすく解説し、イメージを膨らませながら、より深く音楽を楽しむ事ができました。

最後は、会場にいた全員で「ふるさと」を合唱。盛大な拍手でコンサートが締めくくられました。

コンサート終了後に、出演者の皆様へ花束を
お贈りしました。素敵な音楽をありがとうございました！

（左から）
ピアノ 　　 大野和士さん
ソプラノ 　 大武彩子さん
メゾ・ソプラノ 鈴木　望さん
テノール 　 山本康寛さん
バス　 　　 高崎翔平さん

「椿姫」より “乾杯の歌”
グラスを片手に、
華やかに歌われました。
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9月9日は救急の日
救急看護認定看護師　鎌田貴幸

認 定
看 護 師コラムコラム

足水虫治療薬の塗り方について
薬局 薬剤師　後藤　良

第57回健康医学セミナーが開催されました サニーホームでコンサートが開かれました

足水虫で塗り薬を使っても、一時的にはよくなりますが、
なかなか完治せずに悩んでいる方が多いのではないでしょうか？

実はいつまで経っても治らないのは完治せずに塗り薬の使用を止めてしまい、再発を繰り返していることが
原因かもしれません。

水虫の原因菌である白癬菌は皮膚の一番外側の角質層に住みついています。菌が浸食し角質層が壊れ、
刺激が表皮細胞の奥まで到達すると、痒みなどの症状が出てきます。角質層には神経が通っていないため、
症状のある部分にしか菌がいないと思われがちですが、実は痒みがないだけで周辺のもっと広い範囲にも
潜んでいます。症状が出ている部分はもちろんですが、治療や再発予防においては角質層に広く潜んで
いる菌を退治することが大きなポイントとなります。

①使うのはお風呂の後
角質層は体に対するバリアの役割も果たしており、普段は薬も届きにくい構造となっています。しかし、

お風呂上がりに使うと角質層が柔らかくなっているため薬が浸透しやすくなり、より高い効果が期待できます。

②薄くのばし広範囲に
症状が出ているところだけに多く塗ってもあまり効果は期待できません。広く潜んでいる菌も退治する

ために、足の裏から側面まで全体に薄く塗るようにして下さい。

治ったと思っても角質層に潜んでいる白癬菌は生き残っています。すぐに再発を繰り返してしまうことが
多いため、症状が無くなっても1ヶ月～3ヶ月は続けて完治を目指しましょう。

毎年9月9日は語呂合わせで救急の日です。心肺蘇生法や応急手当など、救急に関する講習会やセミナー
が各消防署や医療施設などで実施されています。当院でも9月11日（月）9：30～11：30、当院1階売店前で
救命処置講習会を実施します。健康な時はあまり考えないことかもしれませんが、一年に一度のこの機会に
講習会などに参加して知識の確認をしておくのはいかがでしょうか。

救急車の搬送件数が過去最高
消防庁の調査によると、昨年（平成28年）の救急出動件数は全国で約621万件、その中で実際に搬送された

人数は約562万人でした。救急出動件数、搬送された人数ともに過去最多を記録したそうです。当院でも
年々救急搬送件数が増加し、昨年は2,500件以上の搬送がありました。搬送される傷病者は緊急度や重症度
が高く、すぐに治療や処置が必要な場合がほとんどです。しかし、中には軽症の傷病者も決して少なくない
のが現状です。近年、適切な救急車の利用が問題となり、本当に救急車が必要な傷病者が利用できないこと
もあるようです。また、逆に救急車を利用したほうが良い傷病者も自家用車などで来院することもあります。

「救急の日」この機会にもう一度救急への理解を深め、適正な利用について考えてみる機会としてはいかが
でしょうか。

第57回健康医学セミナーが7月29日（土）午後1時から当院
2階講堂で開催され、77名の方が参加しました。今回は小林
義尊整形外科科長が「骨折予防と治療」と題して話しました。

高齢者の転倒発生率は1年間で約25～30％で、全転倒者の
5～10％の方が何らかの骨折を受傷してしまうそうです。
また、大腿骨頸部骨折では、受傷原因の7割以上が転倒との
ことです。これらのことから、転倒しなければ骨折する可能性は
かなり低くなると説明があり、その予防法が紹介されました。
さらに、椎体骨折や橈骨遠位端骨折など、起こりやすい骨折の
病態や治療法について詳しく説明がありました。

小林先生は「骨折予防のためには、自分で体を作っていくこと
が大切です。年齢に関係なく筋力は上がります。太極拳など、
色々な運動を紹介しましたが、特に水泳を勧めています。転倒
しても、うきわやビート板を持っていれば溺れることがなく安全
に行えます。運動と適度な栄養摂取、骨粗鬆症治療、この3つを
バランスよく行い、骨折を予防しましょう」と話しました。

薬局だより

【塗り薬の効果的な使い方】

《参考》水虫対策と予防治療ホームページ、エイジングケアアカデミーホームページ（表皮の角質層の構造）
《参考》総務省消防庁「平成28年の救急出動件数等（速報値）」の公表
https://www.fdma.go.jp/neuter/topics/houdou/h29/03/290321_houdou_1.pdf

「大野和士のこころふれあいコンサート2017」が7月21日（金）午後2時
から介護老人保健施設サニーホームで開かれ、「世界を旅する」という
テーマで古今東西のオペラ歌曲や日本の歌が披露されました。

世界的な指揮者で、現在フランス国立リヨン歌劇場首席指揮者を務める
大野和士さんは、普段コンサートを聴きに行くことが難しい方々にも、
気軽に音楽と触れ合う機会を提供したいという思いから、2008年より
全国の病院・高齢者施設等でボランティアコンサート「こころふれあいコ
ンサート」を開催しています。

コンサートは、大野さんがピアノを弾き、4名の声楽家たちと共に、「こうもり」より “侯爵さま、あなたに
教えましょう”、「椿姫」より “乾杯の歌”、「夏の思い出」などが披露されました。利用者さんやご家族は、
ダイナミックな男声や優しい女声など、様々な音色に耳を傾けました。

また、曲間には、その作品が作られた背景や込められた思い、どのようなシーンでオペラ歌曲が歌われて
いるか等を大野さんが分かりやすく解説し、イメージを膨らませながら、より深く音楽を楽しむ事ができました。

最後は、会場にいた全員で「ふるさと」を合唱。盛大な拍手でコンサートが締めくくられました。

コンサート終了後に、出演者の皆様へ花束を
お贈りしました。素敵な音楽をありがとうございました！

（左から）
ピアノ 　　 大野和士さん
ソプラノ 　 大武彩子さん
メゾ・ソプラノ 鈴木　望さん
テノール 　 山本康寛さん
バス　 　　 高崎翔平さん

「椿姫」より “乾杯の歌”
グラスを片手に、
華やかに歌われました。
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腰痛について part1
リハビリテーション科　理学療法士　白井美由紀

ワンポイント

リハビリリハビリ
現代社会では全人口の80%以上の方が、一生のうちに腰痛を経験すると言われています。
腰痛のうち原因が明らかでない腰痛症が最も多いですが、特別な治療が行われなくても
6週間以内に落ち着くものです。原因の明らかな腰痛のうち、最も多いのが椎間板ヘルニアです。

筋力・柔軟性の低下、座ったまま・立ったままで前かがみの姿勢をとる、物を持ち上げ身体
をねじる、同じ姿勢を長時間とる、単調作業、心理面(人間関係、仕事のやりがい感など)

①疼痛：腰部痛に加えて、片方のお尻の重苦しい痛みや同側の脚にかけての刺すような
　痛み。前かがみまたは腰を反らした時、歩いている時、起床時などに感じやすくなります。
②神経根症状(ヘルニアによって圧迫された神経による症状)：各々の神経が支配する領域の
　痛みと感覚障害、筋力低下、下肢伸展挙上テスト陽性*1、排尿・排便障害

〈椎間板ヘルニアとは〉
背骨1つ1つの間にあるクッションの役割を果たしている椎間板が変性して、一部が飛び
出すことを言います。その一部が付近にある神経を圧迫してしまいます。

発症の原因

症状
生活習慣病セミナーのご案内

地域の皆さんが健康で楽しく生活するための「良い生活習慣」のヒントとなれるよう、セミナーを
開催しています。事前予約は不要です。お気軽にご参加ください。

9月14日（木）
※2階講堂

9月28日（木）

10月12日（木）

10月26日（木）

■糖尿病教室
・糖尿病お悩み相談会①
 （看護部、薬局、リハビリテーション科、栄養管理課）

■糖尿病教室
・知って得する!?食事療法のコツ（栄養管理課）

■ミニ健康講話
・感染症について（看護部）
・腸内環境について（株式会社クリニコ）

午後 14:00 ～ 15:00　　　　  当院 1 階売店前（9 月 14 日を除く）時間 場所

日　時 講座名（講座担当）

■ミニ健康講話
・ケアマネジャーとは：介護保険利用までの流れ、ケアマネジャーの役割など

・まずは正しい姿勢から…！（リハビリテーション科）
（南東北相談支援センター）

※演題名は変更になる場合がございますので、ご了承ください。 

写真のように、ひざを伸ばした状態で上にあげていく。
正常では70～90度まで痛みなくあげることが可能。
70度以下で脚や臀部の後面または腰部の痛みが出

現し、それ以上あげることが困難であれば陽性である。

*1　下肢伸展挙上テスト

症状のある場合は自己判断せず、医療機関を受診し適切な治療を受けましょう。
また、腰痛は再発予防がとても重要になります。次回は、腰痛予防についてお話しします。

※（　）内は平成28年７月の件数

7月の救急車搬入件数

岩　沼

名　取

亘　理

62（87）台

57（52）台

67（65）台

18（  16）台

7（　 4）台

211（224）台

仙　南

その他

合　計

岩
沼
駅

旧
国
道
４
号
線

国
道
４
号
線（
バ
イ
パ
ス
）

仙
台
東
部
道
路

警察署

岩沼駅から車で5分、徒歩15分

仙台空港

消防署

市役所

社会医療法人 将道会

総合南東北病院

みな・みな・ねっと９月号 みな・みな・ねっと９月号

VoiceVoice 患 者 さ ん からの 声

大変失礼致しました。毎朝清掃を実施しておりますが、その他に食べこぼしによる
床の汚れがあった際は、連絡を頂いた後、速やかに清掃を実施して参ります。
また、食堂床のワックス掛けを、予定を前倒しして実施致しました。

励みとなるお言葉を頂き、ありがとうございます。
これからもより良い医療・福祉が提供出来るよう、スタッフ一丸となって
取り組んで参ります。

病院からの回答

病院からの回答

窪田先生の対応がとても心強く、安心して入院生活を過ごすことが出来ました。
お陰様で、早期にしびれも回復し、本日退院出来ることへ感謝の気持ちでいっぱいです。
日夜お世話して下さった、ナースの方々やリハビリスタッフの方々も
本当にありがとうございました。皆さんの健康をお祈り申し上げます。

入院患者さんより

食堂の床が汚い。食事をする所なので清掃して下さい。
外来患者さんより

ご意見

お礼の言葉
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今月号5ページは、レシピ紹介をお休みして夏まつりの様子を紹介しました。当日は
雨との予報もありましたが、晴れて絶好のイベント日和となりました。しかし、午後には
雷が鳴り、当院の避雷針に落ちたかと思うくらい強い音も鳴り響きました。そして、大降り
の雨。夏まつりの続行が危ぶまれましたが、通り雨だったようですぐに止み、よさこい
等のステージイベントなど、滞りなく行うことができました。
天候の乱れはありましたが、皆さんと共に夏まつりを最後まで楽しむことができ本当に
よかったと思います。来年も天気に恵まれることを願い、そしてより楽しいイベント
となるよう職員一同頑張って参りたいと思います。

5

個人情報保護法施行により、紙面に掲載されている写真はご本人の承諾を得て掲載しております。

編 集

後 記

みな・みな・ねっと９月号

第11回 南東北夏まつりが、
7 月 22 日（土）午前 10 時 30 分
から総合南東北病院北側駐車場で
開催されました。当日は延べ
1,000人の来場者で賑わい、患者
さんやご家族、地域住民の皆さん
との交流を深めました。
開会セレモニーでは、松島忠夫 

院長が挨拶を述べ、菊地啓夫 岩沼市長、吉﨑純一 里の杜 2 丁目町内会長よりご祝辞を頂きました。
その後、ステージでは岩沼さくら幼稚園 園児の皆さんのよさこい演舞、岩沼市の社会人を中心と
した吹奏楽団ウィンド アンサンブル ブレーメンの演奏、ヴォーカルとギターで演奏する
夫婦Duo グループ Feather（フェザー）のライブ、潮騒太鼓による和太鼓ステージ、民謡歌手 
佐藤登喜雄さんの歌謡ショーと次々と催し物が行われました。さらに、じゃんけん大会では、岩沼市
の「岩沼係長」・白石市の「ポチ武者こじゅーろう」が登場し、会場を盛り上げました。
各ブースでは、産地直送販売コーナーや健康相談コーナー、職員による屋台等、行列ができる
ほどの盛況ぶり。また、松島忠夫 院長の写真展も好評で、松島院長が撮影時のエピソードなどを
紹介し、皆さんはお話を聴きながら、美しい自然の写真に見入っていました。
毎年盛り上がるよさこい競演では、仙南地域の団体が多数参加し、各チームが個性豊かな演舞を
繰り広げました。当院の職員で結成したよさこいチーム「team 踊踊」も若さ溢れるパワフルな
踊りを披露しました。最後に、今回出演したチームで「よっちょれ」「楽天イーグルス Go!Go!Go!Go!」
の総踊りを行い、迫力満点のフィナーレを飾りました。毎年よさこい踊りを楽しみにしているという
男性は「力強い踊りに感動した。毎年よさこいが華やかになっている」と笑顔で話していました。
夏まつり開催に際しては、多方面の皆さんから多大なご協力を賜り、心より御礼申し上げます。
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