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手のしびれを生じる疾患は、数多く存在
します。脳疾患（脳出血、脳梗塞など）、血流
障害（レイノー現象、動脈硬化症、喫煙など）、
脊髄疾患（頚髄症、頚椎椎間板ヘルニアなど）、
末梢神経障害などが原因となります。
整形外科では末梢神経障害由来の疾患を

治療しており、手指のしびれを生じる疾患
としましては、手根管症候群や肘部管症候群が
挙げられます。
まず、手根管症候群についてです。母指から
環指（くすり指）の手のひら側のしびれを生じる
症候群です。40〜50代の女性での発症が多く、
長期に透析をされている方、関節リウマチ、
妊娠中の方にも少なからず発症します。原因
としましては、手根管という手のひらにある
トンネルを形成する横手根靱帯が厚くなり、
トンネルの中の内圧が上昇することにより、
神経が圧迫され、手指のしびれを生じます。
特徴的な症状としましては、「しびれで明け方に
目が覚める」、「手を振るとしびれが一時的に
楽になる」、ことが挙げられます。また自己
診断できる方法としましては、手首を屈曲
してしびれが増強する、親指のつけ根が症状
のない手と比較してやせている、などがあり
ます。確定診断としましては、神経を電気刺激
して神経の損傷がないか検査します（神経

伝導速度検査）。治療としましては、保存的
治療ではビタミン剤の内服、ステロイド注射、
重症の場合には手術的治療（靭帯の切開）を
行います。
次に、肘部管症候群です。環指と小指のしびれ
を生じる症候群です。中年以降の男性に多く
発症します。原因としましては、肘関節の内側
にある肘部管というトンネルにおいて神経が
圧迫され、手指のしびれを生じます。また、
幼少時に肘周囲の骨折を起こした方、肘が変形
している方でも発症する可能性があります。
自己診断できる方法としましては、肘を屈曲
してしびれが増強する、手の甲が症状のない
手と比較してやせている、などがあります。
確定診断としましては手根管症候群と同様に、
神経伝導速度検査を行います。治療としまして
は、保存的治療としてビタミン剤の内服など
がありますが、手根管症候群と比べ保存的
治療での症状の改善がほぼ望めませんので、
手術的治療（神経の移行術など）を行うことが
多いです。
手のしびれでお悩みの方

がいらっしゃいましたら、
整形外科にてこれらの症候群
がないか検査させていただき
ます。

手指のしびれについて
総合南東北病院

整形外科医長　小林義尊
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私たちは病気を治す目的でお薬を使用しますが、お薬を適正に使用していても副作用が起こる場合が
あります。そのような場合に医療費等の給付を受けられる制度があることを皆さんはご存じでしょうか？
今月は『医薬品副作用被害救済制度』についてご紹介します。

●医薬品副作用被害救済制度とは？
医薬品副作用被害救済制度とは医薬品医療機器総合機構法に基づく公的な制度で、医薬品（病院で処方

されたものの他に薬局で購入したものも含む）を適正に使用したにも関わらず、副作用によって一定レベル
以上の健康被害が生じた場合に医療費等の給付を行うものです。
医薬品の「適正な使用」とは、原則として医薬品の容器あるいは添付文書に記載されている用法・用量

及び使用上の注意に従って使用することを示します。

●給付の請求
医療費等の給付の請求は、健康被害を受けた本人（または遺族）等が請求書と医師の診断書等を医薬品

医療機器総合機構に送付することで行うこととなっています。給付の種類によって、請求の期限、請求者、
請求に必要な書類が決められています。

①対象除外医薬品による健康被害の場合
�がんなどの特殊疾患に使用される医薬品　例：抗がん剤、免疫抑制剤など
�人体に直接使用されないものなど副作用被害発現の可能性が考えられない医薬品

例：動物用医薬品、殺虫剤・殺鼠剤、殺菌消毒剤など

②法定予防接種を受けたことによるものである場合
（別の救済制度があります。なお任意に予防接種を受けたことによる健康被害は対象になります）

③医薬品の製造販売業者などに損害賠償の責任が明らかな場合
④使用目的・方法が適正と認められない場合
（薬剤の本来の効能・効果や用法に従わずに使用された場合など）

⑤健康被害の程度が軽度な場合
⑥請求期限が経過した場合

※医薬品副作用被害救済制度に関して、詳しく知りたい方は『独立行政法人 医薬品医療機器総合機構』の
ホームページを参照してください。URL：http://www.info.pmda.go.jp/

だより 医薬品副作用被害救済制度について
薬局 薬剤師　梶原光太

　救済の対象となる健康被害は、医薬品を適正に使用したにも
関わらず発生した副作用による疾患（入院治療を必要とする程度）、
障害（日常生活が著しく制限される程度）及び死亡です。

どのような副作用が生じた場合に救済の対象となりますか？

　以下のような場合には救済の対象になりません。

救済の対象とならない場合はありますか？
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■ がんと共存する時代へ
早期診断・早期治療などにより、がんの死亡率は年々減少傾向にあります。がんが“不治の
病”であった時代から“がんと共存”する時代になってきたといえます。

■ がんのリハビリテーションとは
がんのリハビリテーションの対象
は、表 1のように「がんそのものに
よる障害」と「その治療過程において
生じた障害」に大きく分けることが
できます。また、がんのリハビリ
テーションは時期によって目的が
異なります。がんの診断後、早期は
体力低下の予防を図り、終末期には
QOL（生活の質）が向上するように
援助させて頂きます。

■ 実際にはどんなことを行うのでしょうか
�開腹術前後の呼吸リハビリテーション
手術に伴う呼吸器へのダメージを最小限に食い止め、術後合併症の予防や呼吸機能の
早期回復を目指します。具体的には呼吸練習や痰を出す練習などです。

�乳がん術後のリハビリテーション
乳がんの術後、傷口の痛み・しびれ・感覚障害などがあると肩を動かしにくい状態に
なることがあります。術後は傷口の状態や痛みに注意しながら、肩の運動を行います。

�リンパ浮腫のリハビリテーション
乳がんや子宮がんの術後などに浮腫が出現した場合の日常生活における注意点を
お伝えします。また、ゆっくりとした皮膚表層のマッサージを行い、リンパの流れを
改善します。適度な圧力で浮腫を軽減させる弾性ストッキングなどを使用することも
あります。

＊当院のリハビリテーション科でもがんの手術後のリハビリテーション
を行っています。ご質問などありましたら、いつでも職員にご相談
ください。

ワンポイント
リハビリ
ワンポイント
リハビリ がんのリハビリテーションに

ついてご存じですか
リハビリテーション科 理学療法士　末永仁美

がんそのものによる障害
骨転移による病的骨折、脳腫瘍に伴う片麻痺・失語症、
癌性末梢神経炎　など

主に治療の過程においてもたらされる障害
筋力低下、呼吸機能低下、心肺機能低下、
乳がん術後の肩関節拘縮、
乳がん・子宮がん後のリンパ浮腫、
開胸・開腹術後の呼吸器合併症

＜表 1＞ リハビリテーションの対象となる症状・障害
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皆さんは、“脳検診”をご存知ですか？ 
あまり聞きなれない検査かもしれませんが、脳検診は、クモ膜下出血の原因にもなる脳動脈瘤や

症状のない（無症候性の）脳梗塞や脳出血などを早期に発見するための“脳の健康診断”です。
脳は一度障害を受けると再生する能力がないため、障害を受ける前からの早期発見、早期治療が
重要です。特に、高血圧、糖尿病、肥満が気になる方、身内が脳卒中にかかったことがある方、
喫煙、飲酒の習慣がある方には、一度脳検診を受診することをおすすめします。

〈検査の注意点〉
磁気を利用した検査のため、以下の場合は検査ができない場合があります。

�ペースメーカーを装着されている方
�人工心臓弁や人工骨頭、関節等の金属が体内にある方
�脳動脈瘤クリップ術を受けた方
�その他、磁気の影響を受けるものが体内、体表にある方
（入れ墨、アートメイク、磁石を利用した義歯）
�妊娠中又は妊娠の可能性がある方
�閉所恐怖症のある方

〈検診結果について〉
脳検診の検査結果は、2〜3週間後に書面で郵送します。所見のある方のみ、後日医師による所見
説明を行います。

＊お問い合わせ・お申し込みは、当院健診センター（0223-23-3151）へ

脳検診について

健診センター 准看護師　折茂名絵子

健  診
ナ ビ

◇検 査 項 目：頭部MRI・MRA、頸部MRA
※MRI (コンピューター断層写真)

MRA（MRIを使った脳主幹動脈、頸部動脈の検査）
◇検 査 時 間：約 30分間
◇料　　　金：21,000円（税込）
◇検診実施日：毎週 月〜土曜日の午後（完全予約制）

当院の脳検診の内容

　最近、自覚症状のない脳卒中や脳梗塞、脳出血が特に中高年の間で増加して
います。ぜひ、一度脳検診を受診して、健康管理に役立ててください。
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第 22回健康医学セミナーを開催しました ―糖尿病を知って予防しよう―

1月 25日（土）午後 2時から、当院 2階講堂で第 22回
健康医学セミナーが開かれました。今回は、東北大学大学院
医学系研究科 糖尿病代謝内科学分野 准教授 山田哲也先生が
「糖尿病を知って予防しよう」と題して講演し、129人の方が
参加しました。
現在、糖尿病は予備軍を含めると 2千万人を超えるとも

言われ、特に 40代後半から急激に増加する傾向にあるそうです。
また、糖尿病は高脂血症や高血圧と並んで、生活習慣病の中でも
患者数が最も多い病気とのことです。さらに、これらが重なり合って発症している方が多く、いずれも
共通して、かなり進行するまで自覚症状がない場合が多いそうです。
また、肥満は生活習慣病と密接に関わっており、その中でも特に内臓脂肪型肥満に注意が必要とのこと

です。内臓脂肪型肥満によって、血糖値を下げる働きをもつホルモンであるインスリンが効かない状態
（インスリン抵抗性）となるため、糖尿病や高脂血症、高血圧、動脈硬化疾患の危険性が高まるそうです。
さらには、インスリン抵抗性の影響で血糖値が高い状況が続くと、脳梗塞・心筋梗塞・神経障害・腎症・
網膜症等の様々な合併症を発症しやすくなると説明がありました。
糖尿病は、軽いうちから治療を開始することで、病気の進行を抑えることが期待でき、治療効果も

出やすいとのことです。山田先生は、「肥満には食事療法が何よりも大切。食生活を見直してみましょう。
運動は、食べ過ぎたカロリーの分だけ行うのではなく、食事療法がきちんとできている上で行うものです。
食事は楽しみの一つでもあるので、まずは普段のおやつを控えることから始めましょう。」と呼びかけ
ました。

平成 26年 1月 9日（木）・10日（金）の 2日間にわたり、
宮城県消防学校において、県内初の宮城県 DMAT隊員養成
研修が開催されました。DMATは医師、看護師、業務調整員
（薬剤師、コメディカル、事務員等）で構成され、地域の救急
医療体制だけでは対応できないほどの大規模災害や事故などの
現場に急行する医療チームのことです。
当院からは、武蔵美保医師・鎌田貴幸救急看護認定看護師・
手術室 吉田弘美看護師・総務課 施設 古山 優の 4名 1チームで
研修を受けてきました。研修の内容としては、初日は講義を

メインにトリアージ、局地災害シミュレーション、職種別訓練などが行われました。2日目は、実技講習が
メインとなり、実際に局地災害の実技訓練を行いました。筆記試験及び職種別の実技試験もあり、充実
した内容の研修となりました。
今回の研修を受けたことにより日本 DMAT隊員養成研修の 1.5日分相当となります。今後は、厚生

労働省主催の日本 DMAT隊員養成研修 2.5日分（新規講習は 4日間）を受けることによって、全国の
大規模災害や事故にも対応できるチームとなります。
災害発生時には、迅速かつ適切な活動で地域に貢献できるよう、日本DMAT取得に向けてチーム一丸と
なって取り組んでいきたいと思います。

宮城県DMAT（災害派遣医療チーム）隊員取得！！―研修報告―



糖尿病について学びたい方を対象に、生活習慣病セミナー
「糖尿病教室」を開催します。糖尿病に関する話題をわかりやすくお話します。事前予約不要です。

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。

仙
台
東
部
道
路

警察署

消防署

市役所

仙台空港

岩
沼
駅

国
道
4
号
線（
バ
イ
パ
ス
）

旧
国
道
4
号
線

岩沼駅から車で5分、徒歩15分
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※（　）内は平成 24年 12月の件数

岩　沼     51（71）台

名　取     57（50）台

亘　理     58（54）台

仙　南       16（  21）台

その他       16（ 7）台

合　計     198（203）台

12月の救急車搬入件数
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２月は「生活習慣病予防月間」です。これを機に、自分の生活習慣を振り返ってみてはいかがで
しょうか。私は最近、体の不調に合わせた食材やメニューに関する本を購入し、家族の体調によって
色々と試しています。自分の体に必要な栄養を考えながら、バランスのよい食生活を目指したい
ですね。

編 集
後 記

糖尿病教室開催のお知らせ

日　時：12日（水）・26日（水）14時〜15時
テーマ：「血糖値が下がりすぎると・・・（低血糖の予防）」
講　師：保健師　　場　所：総合南東北病院 ２階講堂

〈2月〉

菜の花の出盛りは 2〜3月の早春に集中します。つぼみ
には、花を咲かせるための栄養がぎっしり！免疫力を
高めるカロテンや肌の健康を助けるビタミン Cは、野菜
の中でもトップクラスです。
いろいろな料理で、ほろ苦い春の味を楽しんでみて

ください。　　　　 栄養管理課 管理栄養士　森屋香奈子

菜の花と厚揚げのみそ炒め

春の味を楽しみましょう♪

❶★の調味料を合わせて
おく
❷厚揚げ、菜の花は食べ
やすい大きさに切る
❸フライパンに油をしき、厚揚げに少し
焼き色がつくまで焼く
❹いったん厚揚げを取り出し、菜の花を
炒める
❺菜の花がしんなりしてきたら、厚揚げと
★の調味料を加えて炒める1人分栄養価

エネルギー：240kcal 塩分：1.4g

作り方作り方作り方

［材料（2人分）］

�菜の花…………………… 1束

�厚揚げ…………………… 1枚

�油………………………… 小さじ 1

�酒…………………… 大さじ 1

�みそ………………… 大さじ 1

★ �砂糖………………… 大さじ 1

�醤油………………… 小さじ 1／2

�みりん……………… 小さじ 1

＊糖尿病について疑問に思っていること等、気軽に相談ができます。情報交換の場にも
なりますので、お気軽にご参加ください。


