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ウダヤナ大学脳神経外科教授就任によせて
理事長特別補佐監兼執行本部長・低侵襲脊髄手術センター長

水野順一

私が初めてインドネシアの脳神経外科と関わり合いを持った
のは、10年以上前に当時愛知医科大学にて1人の留学生を受
け入れたことに始まります。Dr. Mahadewa Tjokorda先生
というバリに1つだけある国立大学脳神経外科医でした。彼は
1年間愛知医科大学で私から脊髄外科を学んで帰国しました。
その後インドネシア脳神経外科医としては稀な脊髄外科専門
外科医として活躍し、現在は准教授になっています。彼の教室
スアスティカ学長から称号を贈られる
にはDr. Sri Maliawan教授が以前から教鞭をとっておられ、
水野本部長
Dr. Mahadewa Tjokorda先生の留学を機に現地での手術
依頼や講演を通してこの10年間日本脳神経外科の手術手技や
知識について伝えてきました。昨年は新百合ヶ丘総合病院低侵
襲脊髄手術センターに、Dr. Dewa Putu Wardehana Wisnu
先生が3ヶ月留学に来ました。彼はDr. Maliawan教授の娘婿
で、大変優秀な若手脳神経外科医です。
日本脳神経外科は欧米
やアジア先進国と比較してもそん色ない高度な医療水準が
ありながら、発展途上国からの留学生受け入れが進んでいませ
贈られた教授の称号
ん。
また彼らも日本ではなく、韓国、中国、
シンガポールなどに勉強に行くことを選択しています。
そんな中で
私が10年間にわたりウダヤナ大学脳神経外科に貢献してきたことが評価されたのか、日本人で初めて
インドネシアのウダヤナ国立大学脳神経外科教授に就任する栄誉をいただきました。2月9日に大学講堂に
て100名余の職員が参加して、
この名誉をいただくセレモニーが行われました。学長からは教授就任の証書
と記念品をいただき、Dr. Maliawan教授はじめ大学の教授達に一緒にお祝いをしていただきました。今後
も両国脳神経外科脊髄外科の橋渡し役を務め、
インドネシアの脳神経外科の一層の成長に貢献できればと
考えています。稿の最後に当たり、
この様な活動を一貫して支持していただいた渡邉一夫理事長また総合南
東北病院（岩沼）
の皆さんには心より感謝いたしております。
※ウダヤナ大学：1962年にインドネシア・バリ島南部のデンパサルに設立された最初の国立総合大学。文系・理系合わせて13学部あり約2万人の学生
が在籍している。特にバイオテクノロジーや医科学、社会科学などの分野に強く、同国では常に10位～15位にランクされ、
日本の大学とも積極的に共
同研究や交流を進めている。

だより
局
薬

噛んで服用してはいけない薬
薬局 薬剤師

後藤

良

飲みにくいからとの理由で薬を噛んで内服している方はいませんか？薬によっては噛んで服用してはい
けないものもありますので注意が必要です。
一つ目に腸溶錠という錠剤があります。胃では溶けず、腸で溶けるようにした錠剤で、胃で分解する薬物
や、胃で溶けると胃障害を起こす薬物に用いられています。
こちらは噛み砕いてしまった場合には、胃で
成分が分解してしまい、効果が現れない可能性があります。
また、刺激性の強い薬の場合には胃や食道を
痛めてしまう場合もあります。【例：バイアスピリン錠、パリエット錠など】
二つ目は徐放錠という錠剤です。錠剤からの有効成分の放出を遅くすることにより、服用回数を減らした
り、吸収した薬の濃度を一定に長時間保つ特徴があります。
もし、噛み砕いてしまった場合には成分が短時
間で溶け出してしまい、薬の効果が短時間で強く現れてしまう場合もあります。
また、一度に吸収された分、
排泄されるのも早くなってしまうため、薬の効果が長時間保てなくなる可能性があります。
【例：テオドール錠、
アダラートＣＲ錠、
ベザトールＳＲ錠など】
この二つ以外にも噛んではいけない薬があるため、特別な指示がない限り、薬は噛まずに水で服用しま
しょう。《参考》公益社団法人日本薬学会ホームページ
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認 定
看 護 師 コラム

脳卒中予防について
澤邉晃永

脳卒中リハビリテーション看護認定看護師

暑い季節になってきました。皆様、体調管理は万全でしょうか？今回は
「脳卒中予防10カ条」
について紹介
したいと思います。脳卒中は脳血管障害の総称です。脳血管障害とは主に脳出血、脳動脈瘤破裂による
クモ膜下出血など脳の血管の一部が破綻して出血する場合や脳血管が詰まることで発症する脳梗塞があり
ます。
脳の病気は季節的には冬のイメージではないでしょうか？国立循環器病研究センターの調査によると脳梗塞
は6月から8月に多く発症することが明らかになりました。
脳血管障害の発症件数は減少傾向にありますが寝たきりとなる原因の第一位です。
ですから、予防が非常
に重要です。
では、
どのように予防すればいいのでしょうか？そこで日本脳卒中協会から
「脳卒中予防10カ条」
として分かりやすくまとめられていますので参考にしていただければと思います。今回は個々の解説はいた
しませんが、提言の多くは生活習慣にまつわることです。直ちにすべてを改善しようとすることは中々、実行
できにくいものです。
このような提言があることを知って予防の必要性を知るきっかけになれば幸いです。
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このほかにも同協会から
「脳卒中克服10カ条」
もまとめられていますので参考にしてください。
《参考》公益社団法人日本脳卒中協会ホームページ
国立研究開発法人国立循環器病研究センターホームページ

第5回「千年希望の丘」植樹祭2017に参加しました
「千年希望の丘」植樹祭2017（主催 千年希望の丘植樹祭実行委員会：岩沼市、鎮守の森のプロジェクト、
森の防潮堤協会、千年希望の丘協会）が5月27日（土）岩沼市新浜地区で行われ、当院から15名の職員が
参加しました。
「千年希望の丘」植樹祭は2013年に、岩沼市の沿岸部に30万本の苗木で南北10kmの「命を守る緑の防
潮堤」
を築くことを目的として始まりました。5回目となる今回は、参加者約4千人でシラカシやヤマザクラな
ど21種類3万本の苗木を植樹しました。
参加した職員は
「たくさんの方々が復興のためにと参加していて素晴らしいプロジェクトだと感じた。早く
苗木が育ち緑の防潮堤が築ければよいと思う」
「初めての参加だったが、
自分が暮らしている地域へ貢献が
できてよかった」等と感想を話していました。
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ワンポイント

リハビリ

高齢者の誤嚥について

～安全に食事をする工夫～
リハビリテーション科

作業療法士

鈴木賢史

誤嚥とは
本来なら口から喉、そして食道を通って胃に送られるべき食べ
物が、誤って気管に入ってしまうことです。病気などがなくても、
老化により咀嚼する機能や嚥下する機能が低下し、また集中力
などが落ちる為に、
誤嚥が起こりやすくなります。
誤嚥すると、水や食べ物が肺に入ってしまい、細菌が繁殖して
炎症を起こすことで誤嚥性肺炎になる場合があります。誤嚥性
肺炎になると発熱や息苦しさ、食べ物を飲み込むことができ
ない等の症状が出現します。

誤嚥を予防するための工夫
①食事をする時の姿勢
・イスに腰掛けて食べる場合は、両足を床にしっかり付ける
ようにしましょう。
・足で踏ん張って体がイスからずり落ちないようにして、
体が前かがみの姿勢になるようにしましょう。
・気管に水や食べ物が入らないように、顔と喉がすこし前か
がみになるようにしましょう。

②食事の形態
食べ物は柔らかいものや刻んであるもの、スプーンで押しつぶして、食べやすいものが良い
です。また水やお茶などは誤嚥しやすい為、とろみをつけましょう。
【注意する食べ物】
・弾力性のある餅やこんにゃく・水分の少なくパサついているゆで卵やふかしイモ
・粒が残りやすいナッツ類やおせんべい

③口腔内衛生
誤嚥による肺炎を予防する為にも、口の中を清潔にしておきましょう。口の中は細菌が
繁殖しやすく、唾液に菌が付いたまま誤嚥すると、肺炎になってしまう恐れがあります。
歯だけではなく舌も磨き、うがいをしっかり行いましょう。また入れ歯があれば、外して
しっかり洗浄しましょう。

《参考》動画でわかる呼吸リハビリテーション 第4版（編集：高橋仁美 宮川哲夫 塩谷隆信、出版社：中山書店）
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健康医学セミナーが行われました
今回の健康医学セミナーは、水野順一 理事長特
別補佐監兼執行本部長・低侵襲脊髄手術センター
長が脊髄疾 患 全2回シリーズ（5月・6月）第1回
「腰痛について」、第2回「手足のしびれについて」と
題して当院2階講堂で講演しました。

第55回健康医学セミナー
第1回「腰痛について」
5月15日
（月）
午後2時から開催され、138名の方が参加しました。
日本の腰痛の患者さんは約2800万人と言われ、45歳以下の方の最も頻度が高い受診理由と
なっているそうです。水野先生は、腰痛をきたす代表的な脊椎脊髄疾患である、腰部脊柱管狭窄症
や腰椎椎間板ヘルニア、腰椎変性すべり症等の病態や治療法について、イラストや画像、実際の
顕微鏡・内視鏡手術の映像を用いながらわかりやすく説明しました。
講演の後半では、症状とその原因となる疾患について
「動作で悪化する腰痛は、腰椎の変形、す
べり、側弯などの背骨の異常によることが多い」
「尻もちをついて腰痛がでたら、圧迫骨折を考え
る」
等と解説しました。また、手術法を決定する考え方について触れながら、当科における腰痛の
治療方針に関して詳しく説明しました。
講演後には多くの質問や相談が寄せられ、水野先生は一人ひとりへ丁寧に回答しました。

第56回健康医学セミナー
第2回「手足のしびれについて」
6月12日
（月）
午後2時から開催され、110名の方が参加しました。
手足のしびれは加齢が原因の場合がありますが、頚椎椎間板ヘルニアや頚椎症、後縦靭帯骨化
症
（OPLL）
、腰部脊柱管狭窄症などの脊椎疾患の他に、糖尿病や肺疾患、心臓疾患が原因となって
いることがあるそうです。水野先生は実際の症例や診断結果等を説明しながら、
「たかが腰痛と思
わず、こんなに痛むのはおかしいと思ったら、早めに受診して適切な治療を受けることが大切です」
と話しました。
また、がんが脊椎脊髄へ転移した場合の危険性について解説があり、早期発見のためPETがん
検診、MRI、CT等の検査を欠かさないことが大切とのことです。もし、がんと診断された場合は、
脊椎脊髄転移の危険なサインである頸部痛や背部痛、腰痛が出現したら放置せずに、速やかに
病院を受診するよう説明しました。
参加者からは自分の症状等について質問があり、今回のテーマに対する関心の高さがうかがえ
ました。
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