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秋は山の紅葉を楽しむために、春から夏は

山の花を楽しむために、冬は寒さの中でも汗

をかいて身体を動かす楽しみのために。

思い出すと学生時代、自治会の一部組織が

尾瀬の夏山診療班を運営していた。学年ごと

に順番が回るようになっていて、その活動の

中心的役割をしていたときがあった。５月連休

明けに地元の係の方との連絡調整をして資材

を運びこみ、夏休みの間交代で学生が泊まり

込んで、ちょっとしたけがや下痢、腹痛、風邪

などの対応にあたるのだ。休日は OBの先輩

医師が時々来てくれる。

当番の学生の調整が難しく、８月から９月に

かけての約１ヶ月尾瀬の小屋に泊まり込んで

いた。尾瀬中を歩き回り、至仏山
し ぶ つ さ ん

や燧ヶ岳
ひ う ち が だ け

も

登った。夜９時頃には自家発電の電気も切れて

真っ暗になる。あたりも真っ暗で、天気のよい日

の夜空は、実に見事な満天の星であった。天の川

は見えるし、流星も時々見えるし、星の数が半端

でない多さであった。天の川を実際に見た

のは初めてで、なるほど無数の星が川のごとく

に見え、感動したのを思い出す。大昔、星の

物語が生まれたのもさもありなんと実感した。

尾瀬は高山植物も豊富であった。８月には花

の時期は過ぎてはいたが、多くの植物を写生

したことも思いだされる。またその頃、秋に

ワンゲル部の同級生に西群馬の山や谷川岳に

連れて行ってもらった。谷川岳は途中、天気が

悪くなり雪が降ってきたため途中で中止し下山

した。

卒業後、山に登ることは久しくなかった。当地

に来てから 10 年以上してからまた山登りを

始めた。テニスやゴルフでは腰痛がおこるため

であったと記憶している。山登りの案内本もたく

さん読んだ。初歩のものから実践編、山の随筆、

高山植物の本、等。道具も徐々にそろってきた。

私の山登り
総合南東北病院
院長　松島忠夫
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25Lのリュック、35L のリュック、山用の靴、

水筒、セパレーツのレインウェア、下着類、長袖の

シャツ、山用パンツ、等。ツェルトとコンロも。

日帰りの山登りが主である。

初めの頃は泉ケ岳ばかりであった。当時、

泉ケ岳しか知らなかったのだ。水神、滑降、

かもしか、表コース、桑沼の横を通っての

北泉ケ岳コース。いずれも登った。頂上まで行く

とけっこうな運動量になる。泉ケ岳の頂上から

西に下りて尾根を歩いていると、がさがさと

音がした。お、熊か？と立ち止まったところ、

左側から白い大きなものが２頭、２mほど前を

すごい早さで横切っていった。眼があった。

おびえている様にみえた。大きなかもしかで

あった。いやー、びっくり。

春夏秋冬と季節に関係なく登ってきた。

となると冬用の装備も必要となる。滑り止めの

アイゼン、スノーシュー、防寒用の下着、

グラブ、ウェアなどを用意することになった。

週末に雪が降ると、日曜日、コースによっては

足あとなどまったく見えない。目印がところ

どころあるが、それがわからなくなることも

ある。雪が降った翌日滑降コースを登った。頂上

間近に来たことはわかったが、窪地にはまり、

胸元まで身体が雪に埋まった。なんとか脱出

したが、頂上に行くのは諦め下山した。多分

コースをずれていたのであろう。このとき、

はまり込んだ窪地からなかなか抜け出せな

かった。ひょっとしたら遭難したかもしれない

と感じた。

普通には日祭日の登山であるが、泉ケ岳頂上

にいくと、人の密度が上がる。真冬でも頂上

に着くと誰かいる。それはいろいろなコース

から登ってくる人が頂上で一休みまたは昼飯を

食べるためだ。時に話しかけられることがある。

その中で他の山の情報が得られる。その情報を

きっかけに本で調べ、新たに行けそうな山が

わかる。安全で登りやすい山、花を楽しめる山、

紅葉が見事な山、等等。だんだん登れる山が

増えてきた。高速道を利用し、片道約２時間前後

で登り口の駐車場に着ける、登りやすい人気の

山に行けるようになった。秋は八幡平、栗駒山、

一切経山
いっさいぎょうさん

のある吾妻連峰、安達太良山、月山。

さらには霊山といったところ。秋だけでなく、

毎年季節で選んで行くようになった。近場で

は新地町と丸森町の間にある鹿狼山。全国に

は紅葉の名所は多数ある。それらを見て歩く

のも楽しいことかも知れない。山の紅葉は楽に

見られるわけではない。登った日により、天気

にも大きな影響を受ける。たまたまぴたりと

あたり、見事な紅葉が見られたときは忘れよう

がないほどだ。数年前、安達太良山に行き、

頂上から下りながら鉄山のすばらしい紅葉を

見たときは幸せを感じた。昨年は雨と風でリフト

は止まり、雨の中を歩いてくろがね小屋まで

行ったが、雨とガスとで山は見えなかった。

また秋が巡ってきた。今年は紅葉時期が

早まったとのこと。天気がよいこととけがなく

帰れることを祈る、とこの文を書いていたら、

御嶽山の水蒸気爆発が起こった。上に挙げた

山は多くは元火山だ。日本での人気の山は

元火山（死火山、休火山、活火山も含めて）で

あることが多い。今回の御嶽山の噴火は予知

不可能であったとされる。となると、大方の

元火山では何時噴火が起こるかわからない。

滑落や転倒、転落もありうる。自己責任で気を

つけて登るしかあるまい。ここ何年も山は

元気な高齢者ばかりだ。私も数年前に還暦を

過ぎているが運動習慣として山登りを続けられ

ればと考えている。　　 　（平成 26年 11月執筆）

私の山登り ● 総合南東北病院 院長　松島忠夫
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だより

ドラッグストアに塗り薬を買いに行くと、軟膏・クリーム・ローションなど様々な
種類のお薬がありますよね。今回は、それらの塗り薬の違いについて特徴や欠点などを
交えて紹介したいと思います。

�軟膏
油脂性基剤の塗り薬です。
掻きむしった湿疹やひび割れした部位の湿疹などに塗ってもさほど刺激にならず、

いろいろな状態の皮膚に使用できます。
特にアトピー性皮膚炎などのカサカサとした肌が特徴の疾患に適しています。
皮膚を保護する作用は強いですが、皮膚の透過性があまり良くないのが欠点です。

また、べたつき感があるため、使用感・使用部位によってはあまり好まない方も
いらっしゃいます。

�クリーム
水と油を混ぜ合わせてある乳剤性基剤の塗り薬です。
軟膏ほどベタつかず、皮膚へ浸透しやすいのが特徴です。厚くなった皮膚湿疹、硬く

なった痒疹
ようしん

（非常に痒いポツポツとした赤い皮膚のもりあがりが散らばってできる
病気）などに適しています。
ただし、水泡、びらん、潰瘍などのじゅくじゅくした湿潤病変に使用すると、薬の

添加物が刺激になってしまうことがあります。さらに、湿潤病変にクリームを塗ると、
一度吸収された湿潤液が再び病変部に移行して症状が悪化することもあります。また、
一般にクリーム剤は保湿のイメージが強いですが、冬など乾燥している部位への塗布
により「過乾燥」がおこることがあります。

�ローション
水やアルコールに薬の成分が入っています。
即効性があり、かゆみ止めや痛み止めに適しています。使用感がさらさらとして

好まれる反面、持続時間が短いという欠点もあります。

※治療中の方や、湿潤やただれのひどい方、薬などによりアレルギー症状を起こしたこと
がある方等は使用前にかかりつけの医師にご相談ください。

塗り薬
〜軟膏・クリーム・ローションの使い分け〜

薬局 薬剤師　東　宏子
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ワンポイント
リハビリ
ワンポイント
リハビリ

今月は、ゴムバンド（※）を用いた腕の運動をご紹介します。
この運動を行うことで、肩こりを軽減することができます。無理せず、出来る範囲で構い
ません。毎日行うことが効果的です。

・呼吸を止めないようにしましょう。
・ゆっくりと行いましょう。
・痛みがある際は、行わないようにしましょう。
・違和感がある場合は、より強度の低いゴムバンドを使用するなど、
強度や回数を減らしてみましょう。

※ゴムバンドとは、ゴム製のトレーニング用バンドです。ゴムの抵抗を負荷として利用し、筋力トレーニング
などを行います。一般的にリハビリで用いられているのはセラバンド（株式会社 D&M）という商品です。
福祉用具取扱店やスポーツ用品店などで購入できます。セラバンドとは、アメリカで開発された高品質
ラバーのバンドで、米国理学療法士協会（アメリカのリハビリ職の団体）の認定を受けた唯一の
トレーニングバンドです。 握りやすくすべりにくいため様々な部位のトレーニングに対応します。
セラバンドは強さに応じて８色に分かれており、ご高齢の方が介護予防のために運動を行う場合は
「イエロー（黄色）」か「タン（肌色）」のセラバンドが適しています。

次回は、このゴムバンドを使用した脚の運動をご紹介します。

ゴムバンドを使った腕の運動
リハビリテーション科 理学療法士　塚野智史

❶腕を天井に伸ばす運動

❷腕を引く運動

バンドをお尻に敷き、
バンドを両手でゆっ
くりと上に向かって
伸ばします。
これを 10回 1セット
として、2セット行い
ます。

バンドを片方の足裏
にかけ、両腕で後ろに
引きます。
これを 10回 1セット
として、2セット行い
ます。

横から見た様子

横から見た様子

運動の
ポイント

お楽しみに !
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第 28回健康医学セミナー ―くも膜下出血と脳動脈瘤―

11月 15日（土）午後２時から、当院
２階講堂で第 28回健康医学セミナー
が開かれました。今回は、当院の西村
真実 脳神経外科部長 兼 脳卒中セン
ター長が「くも膜下出血と脳動脈瘤」
と題して講演し、175名の方の参加が
ありました。
くも膜下出血とは、脳の血管に動脈瘤が偶然に存在し、それが突然破裂した状態を言います。

以前は働き盛りの 40〜50歳代に多く発生すると言われてきましたが、高齢化とともに、最近
では 70〜80 歳代での発生も少なくないそうです。講演では、くも膜下出血の主な治療法で
あるクリッピング手術や血管内治療について説明があり、「突然の頭痛などくも膜下出血の
疑いがあれば、原則的に緊急性はないため、慌てず慎重に対応することが大切」と話があり
ました。
また、最近では脳動脈瘤が破裂する前に、ＭＲＩ・ＭＲＡを用いた脳ドック等で未破裂脳動

脈瘤を発見し、未然に治療されている方も増えているそうです。西村先生は当院での未破裂脳
動脈瘤の治療について「治療したほうがよいと判断した場合には、破裂予防のための外科的
治療がよいか血管内治療がよいか十分に検討し、慎重な治療計画を立てます。破裂する前に
適切な治療を行えば、安心して日常生活が送れると思います。」と話しました。

糖尿病教室 ―秋冬においしい食べ物について解説―

10月９日（木）午後２時から「どう食べる？秋冬においしい
食べ物あれこれ」というテーマで糖尿病教室を開催しました。
今回は主に、「芋」と「果物」について当院の管理栄養士が説明
しました。
芋は主食と同じ仲間のため、食べ過ぎてしまうと血糖上昇に

つながるそうです。また、芋を含むメニュー(豚汁、肉じゃが、
カレーライス等)を食べた場合の主食の調整方法を、実際の食材
を用いて指導しました。
さらに、参加者には果物の１日分の食べる量を覚えて

もらい、「果物は、間食ではなく食後のデザートとして食べる
ことにより急激な血糖上昇を抑える他、中性脂肪の増加や肥満
の防止にもなります。また、干したものや果物の缶詰は血糖が
上がるので注意しましょう」と解説しました。
今回は、テーマが食べ物ということもあって多くの方が参加

し、教室が終了した後も質問が相次ぎ、関心の高さがうかがえ
ました。
糖尿病教室は、家族の方のみの参加も可能です。皆様の参加

をお待ちしております。


