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市民公開講座

切らずに治す最新脳神経外科治療

脳神経外科部長
阿部 圭市

切らずに治す、
しかも薬に頼ることなく、
これは夢のような治療だと思います。
医学の発展は根治する、緩和するという、患者をよくしていくだけではなく20世紀は安全に関して大きく発展してきまし
た。例えば20世紀前半まで脳神経外科手術における死亡率は50％と非常に高く、Harvey williams cushing医師はそれを
10％まで大きく下げる事に貢献しました。それから時は流れ20世紀終わりには文字通り脳神経外科は 死なない手術 となり
ました。
しかしその後さらに医学の発展は人類に対し低侵襲を期待し今は傷の小さな手術、早期に退院でき社会生活に復帰
するための治療が模索されています。21世紀初頭に大
きく低侵襲手術に貢献したのは血管内治療でした。脳神
経外科のメインともいえる脳卒中の外科学に大きく貢
献した存在であったのです。現在はそれに加え集束超音
波と言う新しい技術も出現し低侵襲の負担の少ない治
療が出現し人々の幸福に貢献しようとしています。

第4回病院祭の開催を終えて

2018年病院祭実行委員長
総合リハビリテーション室

木村 諒一

2018年10月28日に例年よりも遅い時期になってしまいましたが、
今年も病院祭を開催させて頂きました。開院25周年を記念して行わ
れた第1回病院祭から数えて今回で第4回目となりました。
第1回から比べると病院祭全体的に医療機関としてのお祭りとして
形になってきたと思います。今年は時期的に台風等の心配がありまし
たが、当日は天気にも恵まれ、約400人という沢山の地域の方々にご
来場いただくことができました。
今年も院内外にて沢山のイベントが行われました。院内会場では毎回人気である骨密度・血管年
齢測定やロコモティブシンドロームチェックのイベントをはじめ、調剤体験やDr体験等の子どもたち
を対象としたイベントも行列ができるほどの人気でした。整理券配布等の案内について配慮が至ら
ない点があったと思いますが、次回以降の病院祭で改善できるよう努めていきたいと思います。
ま
た、院外会場も含めた企画では今回、
スマホのアプリを使用した
「見守りあいプロジェクト」
という人
探しゲームを初めて実施しました。
アプリに登録していると捜索願いの情報を受け取ることができ、
実際の場面では認知症の方等を捜索するのに役立ちます。その特徴を活かし、指定された職員をみ
んなで探すことで「地域で支え合う」
ということをこの企画を通して感じていただけたかと思いま
す。今後もこのような地域に役立つ・貢献できるような企画を取り入れていきたいと考えています。
院外の会場では守谷市商工会の方々による多数の模擬店や当院職員による焼きそばの販売を行
いました。特に焼きそばに関してはDrの方々が作っていたということもあり、
ご来場していただいた皆様と楽しそうにしてい
る場面も見られました。
今年の市民公開講座は脳神経外科医の阿部先生に
「切らずに治す

最新の脳神経外科治療」の

テーマのもとご講演していただきました。専門的な内容からためになる豆知識まで幅広いお話を聞
くことが出来ました。
ご来場された方からたくさんの質問があり、笑いも起きつつ楽しい時間になっ
ていたと思います。
今回の病院祭も地域の方々をはじめとする沢山の方々にご参加・ご来場いただき、改めて当院が
皆様に支えられていることを病院祭を通じ感じることができました。
最後になりましたが、多大なご協力をいただいた院外の関係者の皆様にお礼を申し上げます。あ
りがとうございます。
引き続き職員一同地域に貢献できる病院を更に目指して行きたいと考えておりますので、今後と
も宜しくお願い致します。

医療について知りたいことや疑問に思っていること、ありませんか？

医師・看護師・検査技師・リハビリ
ます。
患者さんやご利用者の方が日
ご投函下さい。
ご質問等の内容に
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母乳の味って、
お母さんの食事で変わるの？
産婦人科

9月に院内の質問箱に寄せられた質問です。

宮川 創平

変わります、
というのが結論です。
母乳はお母さんの血液の一部です。
お母さんの血液成分はすべて母乳に移行すると考えられます。
ただし、
お母さんの血液の
濃度と同じではなく、物質によっては0％に近いもの、あるいは100％以上になるもの、様々です。
お母さんが物を食べた時に、食べ物の成分がお母さんの血液中に入ります。食べたものの量がすべて反映するわけでは
ありません。それは血液の性状がある一定に保たれているからです。血液検査で、食事の影響を受けやすい物質と受けにくい
物資があります。食事をしないで来てください、
という検査は食事の影響を受けやすい物質をみるためです。でも過剰に摂取
しなければほぼ一定の値を保っています
（恒常性）。
さて、お母さんの食べるものによってお母さんの血液成分が変化し、その変化が母乳にも影響するということですので、
味も当然変化するはずですが、
「味」
って舌だけで味わうものでしょうか？ 確かに舌には甘味・酸味・塩気・苦みを感じるところ
がそれぞれ異なっています。味はその組み合わせになるのですが、
「匂い」
も大きな影響があります。風邪をひいて匂いが分か
らないときに、
カレーライスをおいしい、
と感じ無くなります。匂いと味を合わせて
「風味」
と言っているようです。
赤ちゃんはお母さんの母乳の風味を感じ取っています。
お母さんの食べ物によって風味は変わりますが、
あまり神経質になる
必要はないようです。
世界中でいろいろな人がいろいろな食べ物をたべてますが、
食べ物が問題となったことはありませんね。
詳しい文献もあります。
紙面の都合でご紹介できません。
投書なさった方、
興味があればご連絡ください。
文献を差し上げます。
※小児科の先生方に助言をいただきました。

第35回 守谷市商工会まつり
救護班活動・PRブースに参加して
〜きらめき守谷夢彩都フェスタ〜
看護部

冨田 順子

毎年9月に行われる守谷市商工会祭りに、今年も総
合守谷第一病院救護班として参加しました。当院で
の参加は今年で2回目になります。今回は台風の影響
もあり二日間ともあいにくの雨で

社会医療法人社団光仁会

副理事長
野村 誠

総合守谷第一病院訪問診療部を立ち上げてから一年が経
過いたしました。発足当初の訪問診療の人数は9名でしたが、
現在では訪問診療中の人数が47名とかなり人数も増えまし
た。
さらに在宅での看取りを行った患者様が4名でした。問い
合わせも多くいただいており、訪問診療に対してのニーズの

した。

高さを感じております。

今年は二日間とも気温も上がら

外来での診療と違いこちらから患者様の自宅に伺うので、

なかったため、熱中症や具合が悪

レントゲンなどの検査はできませんが、
より時間をとってゆっ

くなった方はいなく、転倒して損傷

くりお話しなどができるのも醍醐味の一つと考えております。

した方が数名のみで無事に終わり

さて、ゆりの花だよりを閲覧しているかたに質問ですが

ました。

臨床検査技師

訪問診療部発足から一年を迎えて

菊池 美保子

守谷市商工会まつりのＰＲブースにて、今回初めて

①親の介護をどこでしたいですか？(施設 or 自宅)
②自分が最期を迎えたい場所は？ (病院 or 自宅)

臨床検査技師による
『骨密度測定』
と理学療法士によ

出来れば自宅でという希望の方が多いと思いますが、現実

る測定結果の解説を行いました。残念ながら台風の為

問題仕事や介護力不足により施設や病院で①、②を行って

土曜のみとなってしまいまし

いるという事が多いのが現状です。全国平均では自宅で最期

たが、
１５０名を超す方々に足

を迎えられる人は約12％に過ぎず、その他のほとんどの患者

を運んで頂き、ありがとうご

様が病院や施設で亡くなっています。人生の最期に直面する

ざいました。

前に自分や大切な人の最期をどう迎えたいか、迎えさせてあ

子供たちはかわいいナー
スやドクターに変身して記念
写真!
来年もお会いできること
を楽しみにしております。

げたいか考えておく必要がありそうです。
病院に来ることが難しくなってきている患者様、
自宅で最期
を迎えたい・迎えさせてあげたいと考えている患者様がい
らっしゃいましたら、
お気軽にご相談下さい。

リスタッフ・事務員からなる広報委員会では、病院広報誌『ゆりの花たより』
を発刊し、病院からのお知らせや医療に関する情報をご来院の皆様に提供してい
日々医療に関して知りたいことや疑問に思っていることについて、
出来る限りお答えします。
各階に設置してあるご意見箱に記入用紙がありますので、
ご記入の上、
によっては、
お答え出来ないこともございますので、予めご了承下さい。

第 29 回

そこのあなた膝に痛みありませんか！
？
〜変形性膝関節症について〜

みなさん変形性膝関節症についてご存知ですか？
40歳以上で
「膝の痛み」
でお悩みの方は全国で推定800万人とされています。
実は
その大部分は、変形性膝関節症によるものとされています。男女比は1：4で女性に
多くみられ、高齢者につれて罹患率は多くなってきます。主な症状は膝の痛みや
水がたまることです。初期では立ち上がり、歩き始めなどの動作の開始時のみに
痛み、
休めば痛みはとれますが、
正座や階段の昇り降りが困難となり、
末期になると
安静時にも痛みがとれず、
変形が目立ち、
膝がピンと伸びず歩行が困難となります。
原因は関節軟骨の老化によることが多く、肥満や素因（遺伝）
も関与しています。
また、
骨折、
靭帯や半月板損傷などを放置しておくとこれも原因の一つとなります。
加齢によるものでは、関節軟骨が年齢とともに弾力性を失い、使い過ぎによって
すり減り、変形してしまいます。

【予防方法】
・太ももの前の筋肉（大腿四頭筋）
を鍛える。
・肥満であれば減量する。
・正座をさける。
・膝を冷やさずに温めて血行をよくする。など
5秒間
キープ！
！

【治療】 症状が軽い場合には痛み止めの内服薬や外用薬を使ったり、膝関節内にヒアルロン酸注射などを行います。
また、大腿四頭
筋強化訓練、関節可動域訓練などの運動器リハビリテーションを行ったり、膝を温めたりする物理療法を行います。なかには足底板や
膝装具を作成する場合もあります。
しかし、
このような治療でも治らない場合には手術療法も検討します。
これには関節鏡手術、高位
脛骨骨切り術（骨を切って変形を矯正する）、人工膝関節置換術などがあります。
膝が少し気になるという方はもちろん、
まだ痛みのない方も予防のためにテレビをみながらでも行える大腿四頭筋の筋トレから
始めてみましょう。
また、肥満に該当する方は進行要因となりますので無理のない範囲で毎日運動することも心がけましょう!
第30回もお楽しみに！
第15回 栄養管理室のフレッシュコラム

メリットいっぱい！朝ごはんは食べなきゃ損！
管理栄養士

長塚 聖子

朝ごはんを食べることはどうしても軽視しがちかもしれませんが、実は食べることによって得られるメリットはたくさんあります。
集中力・記憶力のアップだけでなく、肥満予防や便秘解消効果など、一見意外なものもあります。朝ごはんのメリットと重要性を認識
して頂くために、具体的な効果とメリットをご紹介していきます。
●エネルギーを補給する

●カラダを目覚めさせる

朝ごはんにはエネルギーを補給する効果があります。
晩ごはんで吸収したエネルギーは、量が少なければ朝までに使い切ら
れ、量が多すぎる場合には、使い切られず脂肪として蓄えられます。
朝ごはんを食べてしっかりエネルギーを補給することは、午前中から活
発に活動するためには欠かせないのです。

人間のカラダは体内に時計があるかのごとく、時間にあわ
せて体温や脈拍、血圧、呼吸、分泌するホルモンの量などが
微妙に変化します。
朝ごはんを食べることで、
カラダを目覚めさせ、体内のリズ
ムのズレを修正する効果があります。

●基礎代謝を上げる

●肥満を防止する

朝ごはんを食べることによって基礎代謝が上がります。胃や腸は食べ物
が入ってくることによって活動を始めます。胃腸が活発に働き始めると
体温が上がり、その体温を維持するためにカラダに蓄積されていたエネ
ルギーも使われるようになります。基礎代謝は生命維持に必要なエネル
ギーですから、それを上げることはダイエットにもつながります。

夜眠っている間もカラダはエネルギーを使い続けるため、
起きた時には空腹の状態になっているのが普通です。
しかし、空腹の時間が長時間続くと、エネルギーの補給ができない場合
に備えて、
カラダはエネルギーを脂肪として貯め込もうとします。
その脂肪を貯め込もうとする働きを抑えるためにも、朝ごはんをしっか
りとることが大事です。

●便秘を防ぐ
食べ物が胃に入ると胃の動きが活発になり、それをきっかけ
に他の臓器も活発に動くようになります。胃が動いて消化し
たものを腸へと流し出していくと、順番に小腸や大腸も動き
が活発になり、便秘が解消されやすくなります。

これまで朝食をとる習慣がなかったという人も意識して朝食
をとるようにしてみてはいかがでしょうか。食べる食材や、
タイ
ミングに気を使ってみると朝食のメリットを最大限得ることがで
きるのでおすすめします。
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●炭水化物をとることでイライラ防止や集中力アップ
朝ごはんにごはんやパンなどの炭水化物をとることによって、
イライラ
を沈め、集中力を高める効果も期待できます。
集中力が欠けたりイライラしたりするのは、脳が栄養不足に陥っている
サインです。
脳の栄養はブドウ糖のみなので、すぐにブドウ糖に変わりやすい炭水化
物をとり入れて、朝ごはんでエネルギーを十分に補給することをおすす
めします。

【関連施設】
ひかり訪問看護ステ−ション・ひかり居宅介護支援事業所
ＴＥＬ０２９７−４８−０９７２
すこやかル−ム
（守谷市病後児保育室 運営委託）
ＴＥＬ０２９７−４５−２１９４
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