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膝痛！！ 変形性膝関節症
総合南東北病院

整形外科医長　蓬田翔太

膝の痛みで困っておりませんか？高齢社会を迎え
日常生活では、より高い生活の質（QOL）を維持
することが今日求められています。長寿国である 
わが国では自立歩行が人生の終焉まで可能であれば
より良い生活と満足が得られるものと思われます。
国内の変形性膝関節症患者数は自覚症状を有する 
患者で約1000万人、エックス線撮影で診断される
潜 在 的 な 患 者 で 約3000万 人 と 推 定 さ れ ま す。 
こんなにいるの？と思いませんか。

変形性膝関節症に対しては、治療法は大きく2つ
あります。保存療法と手術療法です。保存療法では
関節内にヒアルロン酸ナトリウムを注射し、消炎 
鎮痛剤で痛みを抑える治療が主体になります。手術
療法は、骨切り術と人工膝関節置換術の2つに大別
されます。当院では人工膝関節置換術を主体に治療
しております。昔の人工膝関節の機材と違い、現在
では約30年の耐久性があると言われております。
治療の流れとしてまず、ヒアルロン酸ナトリウムを
膝関節内に注射し除痛と変形の予防、それでも疼痛が
続く場合には人工膝関節置換術という治療になる 
かと思います。もし、人工膝関節置換術をやるので
あれば、入院期間は2週から3週間ほどとなります。

ただ、手術前に正座ができなかった人が手術をした
からと言って正座ができるとは限りません。夢の 
ような手術ではございませんが、変形性膝関節症で
困っている方のより良い生活の助けとなれれば 
嬉しい限りです。

また、当院に膝の痛みで受診される方の中には、
重度の変形があるのに痛みを我慢して今まで過ごして
きた方がおられます。まず膝の痛みを自覚したら 
整形外科を受診し変形性膝関節症由来の痛みかを
チェックしてもらうことをお勧めします。

変形性膝関節症

保存療法 手術療法

当院では
人工膝関節置換術を
主体に治療しています

・関節内にヒアルロン酸
　ナトリウムを注射
・除痛と変形の予防

・骨切り術
・人工膝関節置換術

〈写真：南5病棟〉4ページにて南5病棟の概要をご紹介します。
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リハビリ
ワンポイント

筋力が低下すると、日常生活場面で段差につまずくなどの不慮の事故が起きやすくなり、転倒・骨折を 
招いてしまいます。そこで今回は、加齢によって筋力低下を引き起こしやすい筋肉について説明したいと 
思います。

転倒を予防するためには、抗重力筋と呼ばれる筋肉を鍛えることが重要です。高齢者の筋力低下は、歩行や
立ち座りといった基本的な動作に強く影響します。抗重力筋は日常生活動作の基盤となる筋肉であり、
QOL（Quality Of Life：生活の質）に大きく関わる筋肉です。加齢による筋力低下が著しいとされている
抗重力筋の種類は、「上体を支える腹筋群と背筋群」「膝を伸ばす働きをする太もも前の大腿四頭筋」「太ももを
後方に振る働きをするお尻の大殿筋」があげられます。これらの筋肉は重力に対して立位の姿勢を維持する
働きをすることから、「姿勢維持筋」とも呼ばれています。

加齢による筋力の低下は深刻な問題であり、それによって日常生活にも支障が出ることがあります。加齢に
伴う筋肉の萎縮のことを廃用性筋萎縮症、英語で「サルコペニア」と言います。

しかしこのサルコペニアは運動で予防することができます。それは、筋肉は鍛えることで何歳になって 
からでも強く大きく発達させることができるからです。サルコペニアの防止にはウォーキングやジョギング
などの運動や、普段から活動的に生活することが何よりも重要です。さらに高い効果を得るためには 
レジスタンス運動を行うとよいでしょう。レジスタンス運動とは、鍛えたい筋肉に負荷をかけた動作を 
繰り返し行う運動のことです。スクワットや腹筋運動などが例に挙げられます。

レジスタンス運動を行うことも重要ですが、何よりも日常の身体活動を活発にして元気よく過ごすこと、
筋肉を日常からしっかりと使っていくことがサルコペニア・転倒の予防のために非常に大切になります。

高齢者のための転倒予防
～身体機能の変化～

リハビリテーション科　理学療法士　佐藤孝平

【参考】運動療法学　障害別アプローチの理論と実際　第2版　加齢による機能障害に対する運動療法　
　　　 （編：市橋則明　著：池添冬芽）2015年

サルコペニアの
防止

ウォーキングやジョギングなどの
運動・日常の身体活動

スクワットや腹筋運動などの
レジスタンス運動
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薬局
  だより

温湿布と冷湿布の違いについて

薬局　薬剤師　佐藤賢志

筋肉痛になったとき、また腕や足をぶつけたときは湿布剤を使用することが多いかと思います。同じ湿布剤
でも温湿布と冷湿布と種類があり、どちらが良いのか疑問に思う方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回はその違いについてお話しようと思います。

温湿布、冷湿布共に上記のような特徴があります。基本的に薬としての成分は同じか似たものが含まれて
いるため効果は同じです。温感と冷感で「どちらが気持ちよいか」で選ぶのが一つの目安になるので、自身が
良いと思う方を試してみてください。

選び方

　冷湿布にはメントールなどの清涼感を持っている成分が含まれており、神経の
冷たさを感じる部分に作用して感覚を鈍らせることで痛みを和らげています。

（実際に温度を下げているわけではありません。）筋肉痛や捻挫などの急性の 
痛みや患部に熱を持っているようなときに良いとされています。

冷湿布について

温湿布には唐辛子の成分が含まれているものが多く、その成分が皮膚を刺激し
皮膚の温度を高め、患部の血液循環を良くします。それにより新陳代謝が促進
され消炎・鎮痛効果が得られます。肩こりや腰痛・神経痛などの慢性化した 
痛みに良いとされています。

温湿布について

温湿布・冷湿布ともに皮膚を刺激してしまいますので、皮膚に傷があると 
傷の状態が悪化してしまうことや人によってかぶれやすいものなどがあります。
そのような場合は使用前に薬局や病院の薬剤師にご相談下さい。

最後に
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認定看護師
コラム Column

救急の日 2020

救急看護認定看護師　西谷佳功

9月9日は「救急の日」です。それにちなんで今回は、心肺蘇生法についてお話ししようと思います。
心肺蘇生法とは、心肺停止した傷病者に対し、命を守ることを目的とした処置のことです。みなさん、 

心肺蘇生法についての講習を１度は受けたことがあるのではないかと思います。毎年当院でも9月9日に 
「救急の日」として来院した患者さんやその家族の方へ向けた講習を実施しています。その際に「自動車 
教習所で習った。」「会社の研修で習った。」などの声をよく耳にします。熱心な方は、最寄りの消防署で 
行われている研修に定期的に参加されているそうです。心肺蘇生法の普及は進んでおり、現在は小学校でも
命の授業として、学習の機会が設けられている所があるそうです。

心肺蘇生法は手順が決められています。その手順は、ガイドラインに基づいているものです。内容は5年
ごとに改訂されています。2010年のガイドラインでは、胸骨圧迫が「1分間に100回のテンポ」となって
いましたが、2015年のガイドラインでは「1分間に100～120回のテンポ」となったり、胸骨圧迫の深さに
ついては、2010年は「5㎝以上」となっていたものが、2015年は「5㎝以上6㎝は超えない」となって 
いたりとより細かく定められるような変更が行われています。また、「中断を最小限にすること」や「呼吸の
確認に迷ったらすぐに胸骨圧迫を開始する」など、より強調された箇所もあります。さらにスマートフォン
の普及により、「119」通報をし指令室からの指示をスピーカーモードにすることで、
処置の手順を確認しながら心肺蘇生法を実施することも可能となってきています。

今後も心肺蘇生法のガイドラインは改訂されていきます。“大切な命を守るために
正しい知識を習得していただきたい”この記事が救命講習を 
受けてみよう、ガイドラインを読んでみようと思えるきっかけと
なれば幸いです。

患者さんからの声Voice
入院患者さんより【お礼の言葉】

病院からの回答

●�初めての入院と手術で大変不安でしたが、看護師の方々の激励と丁寧な看護のお陰で無事乗り越えることが出来ました。
職員の方々のプロフェッショナルな対応を尊敬すると共に感謝致します。
●�日夜、看護して下さった看護師様、膝関節のリハビリについてご指導下さったリハビリ職員様、皆々様に感謝申し上げます。
お陰様で今では、膝の痛みを感じることなく立ち上がることが出来ております。本当にありがとうございました。

励みとなる言葉を頂き、ありがとうございます。これからも患者さん、ご家族の方に満足頂ける医療が提供出来る様、スタッフ
一丸となって取り組んで参ります。
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南5病棟　看護師長　髙橋明美

南5病棟は整形外科、脳神経内科を中心とした病棟です。整形外科では転倒により受診し、骨折の診断で
手術目的の入院になる方が多くいらっしゃいます。脳神経内科では筋委縮性側索硬化症（ALS）を 
はじめとする神経難病の方が多く入院されています。高齢者率が年々高くなっていく中、物忘れなどの 
症状についても脳神経内科で対応しています。

病棟の職員は整形外科医師が2名、脳神経内科医師が3名、看護師は24名、看護アシスタントは3名です。
リハビリテーション科、医療福祉相談室、栄養管理課などの他部門の職員とも一緒に患者さんの療養生活の
支援や、ご家族への退院指導および相談などの対応を行っています。

整形外科の患者さんの場合、手術翌日からリハビリを開始し、手術後病状が安定すると退院となります。
患者さんの状態によっては、回復期リハビリテーション病棟へ移りリハビリを積極的に行う場合や、地域包括
ケア病棟へ移り自宅退院に向けサービスの調整を行う場合もあります。個々の患者さんに合わせて効果的に
リハビリが実施出来るよう、リハビリスタッフと連携を密にしています。

脳神経内科の患者さんは病状が進行していく場合が多く、精神的な支援が必要になってきます。できるだけ
住み慣れた場所で生活できるよう、多職種でカンファランスを行い、患者さんやご家族の要望に沿えるよう
話し合いを重ねています。人工呼吸器を装着している重症の患者さんの1泊外泊時には、医師・看護師・ 
リハビリスタッフなどが同行し、患者さんの安全・安楽に努めました。入院中に会えなかった家族に 
会うことができ、患者さんはとても嬉しそうな様子でした。こうした患者さんとの関わりによって、私たち
スタッフの心も温かくなります。

新型コロナウイルス感染症の影響により令和2年8月現在、面会禁止や面会制限が続いています。当病棟でも
同様で、ご不便をおかけしていますが皆様のご協力をお願いいたします。

脳神経内科整形外科

個々の患者さんに
合わせた効果的な
リハビリを行う

精神的な支援
・

患者さんやご家族の
要望に応える

南 5病棟

骨折等により手術目的で
入院された患者さん

筋委縮性側索硬化症（ALS）等の
神経難病の患者さん

南 5 病 棟 の ご 紹 介
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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。
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レシピ紹介

※（　）内は令和元年7月の件数
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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

レシピ紹介
［材料　2人分］

作り方
①�れんこんは皮をむき、輪切りにし酢水にさらして
おく。
②�玉ねぎはみじん切りにして電子レンジで2分程�
加熱し、ニラを1cm程度に切る。
③�ボウルに豚ひき肉、②と★を入れて、粘りがでる
まで混ぜる。
④③を厚さ1.5cm程度の円形にととのえる。
⑤�水気を切ったれんこんに薄力粉をまぶし、③を�
はさむ。
⑥�フライパンにサラダ油を入れ、⑤を並べ焼き色が
つくまで2〜3分程焼く。
⑦�焼き色がついたら裏返し、酒を加えてふたをして
弱火で5分程蒸し焼きにする。
⑧⑦に■を加えて煮絡める。

独特の食感を持ち、「見通しがきく」として昔から
縁起物とされているレンコン。年中出回っていますが、
旬は秋から冬にかけてです。レンコンのぬめり成分
には胃腸の粘膜を保護する作用があるといわれて�
います。また変色の原因となる「タンニン」は�
ポリフェノールの一種で抗酸化作用があり、炎症を
抑え血圧を下げる働きがあります。ほかにも高血圧
予防によいとされるカリウムや、便秘予防に効果的な
食物繊維も含まれています。
季節の変わり目でもある時期、体調を整えるために
積極的に旬の野菜を食事に取り入れてみてはいかが
でしょうか。

れんこん……150g
酢水…………
　水1Lに対し酢大さじ2
豚ひき肉……200g
ニラ…………1/2束
玉ねぎ………1/4個
薄力粉………大さじ1
サラダ油……大さじ1

栄養管理課　管理栄養士　久田和香

今が旬！

レンコンの
はさみ照り焼き

栄養価（1人分）エネルギー：230kcal、塩分：1.9ｇ（肉だね調味料）
★酒……………大さじ１
★醤油…………小さじ1
★マヨネーズ…大さじ2
★おろし生姜…小さじ1/2

（タレ）
■酒……………大さじ1
■みりん………大さじ1
■醤油…………小さじ1
■砂糖…………小さじ1

令和2年8月1日付で、当院に着任した医師を紹介します。

介
紹
師
医

長井 大輔 （ながい だいすけ）
初期研修医
患者様方に質の高い医療を提供できるように真剣に取り組み
頑張ります。

タンニン…消炎作用など
カリウム…高血圧予防に
食物繊維…便秘予防に


