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１８０４年
総合南東北病院

　麻酔科科長　井上　洋

〈写真：辞令交付式の様子　詳しくは1ページをご覧ください〉

皆様は西暦1804年で何を思い起こされるでしょ
うか？

ナポレオンが皇帝に即位した年？いえいえ、実は
この年、我々日本の麻酔科医にとって非常に重要な
年なのです。

1804年（文化元年）、11代将軍徳川家斉の治世。
紀伊国生まれの医師華岡青洲が自ら調合した漢方薬

「通仙散」を用いて世界初の全身麻酔を行い、 
乳がんの手術に成功した年なのです。その開発中 
母親、妻を対象に人体実験を行い、母親は命を 
落とし、妻は失明した史実は有吉佐和子の小説 

「華岡青洲の妻」の題材にもなっています。
冒頭で「日本の」麻酔科医にとって重要な年と 

記しました。何故「世界の」麻酔科医にとってでは
無いのでしょうか？実は、日本以外の国では世界 
初の全身麻酔は華岡青洲を下る事40年以上、1846年
アメリカ、マサチューセッツ総合病院でエーテルを
使って行われた公開手術とされ、今でもその場所は

「エーテルドーム」と呼ばれ、全身麻酔発祥の地 
として現存します。その一方インカ帝国ではコカを
使用し、脳外科手術が行われていたとか、三国志の
時代、伝説の名医華陀が全身麻酔を行っていた 

とか…世界初の全身麻酔認定にも色々大人の事情が
ありそうです。

時は過ぎ、現代の麻酔科医も1804年に思いを 
馳せる時があります。それはズバリ麻酔科学会認定
専門医試験受験の時です！専門医試験は筆記、実技、
口頭から成り、筆記試験でこの年号がよく出題 
されていたので、試験会場に向かう途中、この年号を
暗記したものです。

そんな通仙散の原料の一つ、チョウセンアサガオは
日本麻酔科学会のシンボルマークとなっています。
そのチョウセンアサガオはダチュラ、エンジェルズ
トランペット等の名称で園芸目的に販売されて 
いますし、私も以前川岸に自生しているのを見た 
事があります。白くて大きな花は大変綺麗なの 
ですが、そこは通仙散の原料、決して惑わされては
いけません。その根をゴボウと間違えて食べた、 
接木してできたナスを食べた等々での中毒が報告 
されています。

綺麗な花にはトゲだけでなく、時に毒もあり。 
しかし、その毒は使い方によって薬にもなります。
皆様におかれましては、薬は我々にお任せを、毒は
少し吐くだけにして下さい。
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　最近、新型コロナウイルスへの感染を恐れてがん検診を控える方が増えて、検診を受けない期間にがんが
進行してしまったケースもあるようです。実際、2019年がん検診受診者数に対し、2020年は半分以下に 
なっているというデータがあります。また、この年度比でがんと診断された人は9.2％減少しているという
報告もあります。
　現在は健診を行う機関も様々な感染対策を行っており、受診件数も増加傾向にあるかと思いますが、 
皆様はどうでしょうか。
　例えば胃がんを例に挙げると、健診での胃カメラの普及で早期胃がんの発見率が上昇しました。しかし、
早期の胃がんも1～2年経過すると進行がんになってしまう恐れがあります。Stage 1の胃がんの5年 
生存率が98％に対して、転移がある様なStage 4の5年生存率は1割程度です。元気で居続けるためには、
元気なうちに検査しておきましょう！
　宮城県は昭和30年代に胃がんの集団検診を全国に先駆けて行い、その後宮城方式として知れ渡るように
なった、古い歴史があります。実際に私が自治体で行う健診を受診した際は、十分なほどの感染対策が 
されており安心して検診を受けることが出来ました。がん検診を受けて、早期発見・早期治療を行っていき
ましょう。

がん化学療法看護認定看護師　佐藤 あや

コロナ禍のがん検診南東北
看護師コラム

Column

令和4年度新入職員辞令交付式が行われました

令和4年4月1日（金）、当院2階講堂で令和4年度新入職員辞令交付式が執り行われました。
コロナ禍という大変な時代での門出となりましたが、当法人は今回32名の新しい仲間を迎え、新年度を

スタートしました。
松島忠夫理事長特別補佐監兼執行本部長より「仕事にはいつも謙虚な気持ちで挑み、社会人・医療人として

向上心を持って自らの人間性を高めていってほしい。今日から一緒に頑張っていきましょう」と激励の 
言葉があり、西村真実院長も「皆さんは、医療・介護という職務に就いた“スペシャリスト”なんだという
自覚を持って頑張ってほしい」と新入職員を鼓舞しました。介護老人保健施設サニーホーム人見 浩施設長
からは「嬉しいことや楽しいことばかりではなく困難もあるとは思うが、どんな困難な問題もその人に 
とって解決できない問題は起きないと言われています。感謝の気持ちと誠意があれば、思わぬ方向から解決
することもあります。それぞれ積極的に取り組んでいってほしい。これからの活躍に期待しています」と 
歓迎の挨拶がありました。

最後に西村真実院長より新入職員代表者へ辞令が交付されました。5病棟配属の看護師 𠮷永大介さんが
代表を務め、緊張の面持ちで前へ進み西村院長からの辞令を受け取る初々しい姿が印象的でした。

辞令交付式後は2日にわたり基本理念や基礎知識、病院でのルールを学んだ後、各部署へ配属となります。
一生に一度の新卒同期です。仲間を大切にし、切磋琢磨しながら病院を盛り上げていってほしいと思います。
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　現在でもトレーニングマシンを使用した短時間のコースはありますが、皆様の自立支援により一層貢献 
したいという職員の思いと、もっとマンツーマンで、しっかりとリハビリを受けたいとの利用者様からの 
ご要望に応えるべく「歩行機能改善コース」を新設しました。
　このコースは、一般的な「1日型」の利用時間とは異なり１―２時間の短時間ですが、理学療法士や作業
療法士による個別リハビリが中心で利用者様の状況に応じたきめ細やかな対応が可能です。しかも、リハビリ
だけでなくご自宅の環境調整や装具の調整などにも幅広く対応していますので、短時間とはいえ、充実した
時間を過ごして頂けます。是非担当のケアマネージャーさんにご相談ください。

通所リハビリテーション
『歩行機能改善コース』が始まりました

※ 通所リハビリテーションとは通いでリハビリを受ける
ことが出来る介護保険サービスで、要支援・要介護認
定を受けた方が対象となります。

※

病院の備品を用いた歩行トレーニングも可能です。
歩行状態によって複数の療法士が介助します。

歩行トレーニングだけでなく、利用者様に
合った補助具の選定も行います。 お持ちの装具は体に合っていますか？

装具は使っているうちに合わなくなってきます。
今の状態に合わせた装具の調整を行います。
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リハビリ
ワンポイント 肩こり予防　～運動編～

リハビリテーション科　作業療法士　円子 健太郎

肩こり改善ポイント：①筋肉の血流を改善させる②筋肉の緊張を和らげる③同じ姿勢を続けずに、適度な
運動やストレッチを行う　

　肩こりの原因となる筋肉はいろいろありますが、代表的なものとして
僧
そうぼうきん

帽筋と言われる筋肉が挙げられます。僧帽筋は右の図の様に首から 
肩甲骨にかけて走行している筋肉で、その血流低下や緊張が肩こりの 
原因の一つと考えられます。それを踏まえた肩こり改善のポイントと 
運動について説明させて頂きます。

① 肩回しの運動（深呼吸をしながら時計、反時計周りを10回ずつ程度）
両手で肩を触り、肩甲骨を引き寄せるように意識し、円を描くように肘を大きく回していきます。　　

② 首のストレッチ（左右10秒ずつ程度）
反対側の肩が上がらないように手で押さえながら、
首を左右へ倒してストレッチを行います。

③ 背中の筋肉を伸ばすストレッチ（10秒ずつ程度）
腰掛けて、背中を丸めながら組んだ両手を前に伸ばし
ます。肩甲骨を外側に伸ばすように意識しましょう。

簡単な運動で肩こり予防！

上記の運動で筋肉の血流改善、緊張を和らげる効果が期待されます。また、肩こりの要因はストレスとも
言われています。適度な運動はストレス解消にも役立つため、毎日の生活に運動習慣を取り入れましょう。
※痛みが強くて夜も休めない、腕に痛みや痺れがある場合などは医師の診察をおすすめします。
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【参考】ロート製薬株式会社、日焼けについて - 肌トラブルの基礎知識  
http://www.drx-web.com/bihada/trouble/trouble03.htm
公益社団法人日本皮膚科学会、日焼け - 皮膚科Q＆A
https://www.dermatol.or.jp/qa/qa2/index.html
マルホ 医療関係者向けサイト、ぬり薬の蘊蓄 vol.3 皮膚の状態と経皮吸収性について：Q&A 
https://www.maruho.co.jp/medical/articles/topicalagent_basics/vol03/07.html

薬剤科
  だより

日焼けについて

薬剤科　薬剤師　緑山 莉枝

　紫外線（Ultraviolet、UV）は波長の長い方からUVA、UVB、UVCに分けられています。波長が短い 
ほど傷害性が強く、地球を取り巻くオゾン層により吸収され、UVC波は地上にほとんど到達しません。 
そのため地表に届く紫外線は少量のUVBと大量のUVAです。

紫外線とは

　日焼けには紫外線により皮膚が赤くなる「サンバーン」と、その後黒くなる「サンタン」の2つがあり 
ます。サンバーンは紫外線による皮膚のヤケド、サンタンはその結果おこるメラニン増加です。
　UVAは波長が長く、その半分近くが真皮まで到達し、慢性的に浴びるとシワやたるみなど、皮膚の老化を
加速する原因となります。UVBは波長が短いため、主に表皮で急激に作用してサンバーンを起こし、シミや
ソバカスなど、乾燥の原因となります。それらを防止するのが日焼け止めですが、その効果を表すのに以下の
代表的な指標があります。
・SPF（Sun Protection Factor）
　UVBに対する防御効果を表しています。大まかにはどのくらいの時間紫外線を浴びると翌日に皮膚が 
赤くなるかを表しています。例えばSPF30の製品であれば、何も塗らない素肌が10分で赤くなったと 
すると、それを30倍（5時間）に延ばすことができるということです。
・PA（Protection grade of UV-A）
　UV-Bに対する防御効果を表しています。こちらも+の数が多いほど効果が高いとされ、＋から++++の
4段階があります。

日焼けとは

　日焼けは皮膚癌、しみ、しわなどの原因になることがあります。適切に予防していきましょう。
　日焼け止めは効果が強ければそれで良い、というわけではなく、屋外活動の程度、時間等に応じて適切に
使い分けましょう。また、使用後はきちんと洗い落とす事も重要です。

最後に

　新緑がまぶしい季節となり、そろそろ日焼けが気になってくる頃ではないでしょうか。
今回は日焼け止めについてのお話をします。
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レシピ紹介

栄養管理課　管理栄養士　尾形 のぞ美

スナップエンドウと
卵のシンプルサラダ
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総合南東北病院

　4月～ 5月に旬を迎えるスナップエンドウは、スナックエンドウ
と呼ばれることもあります。どちらも同じ野菜なのですが、似た
名前で呼ばれて混乱するということから、1983年に名称を 

『スナップエンドウ』に統一しました。しかし現在もスナック 
エンドウという名前は残っています。 
　そんなスナップエンドウは、さやと実（豆）の両方を食べられ、
肉厚でポリポリとした食感とほんのり甘味があるのが特徴です。
緑黄色野菜なので、カロテンやビタミンCが豊富で実には 
ビタミンB1やたんぱく質が含まれていることから、体の成長や
修復、カルシウムの吸収を促す効果があります。今回のレシピは、
旬のスナップエンドウの甘味や歯ごたえが楽しめるように 
シンプルな味付けとなっています。
　クセがないスナップエンドウは、和え物や炒め物にしても 
おいしくいただけるので、今の時期におすすめのお野菜です。

作り方
①ゆで卵を作っておく。
② スナップエンドウはヘタと筋を取り、沸騰したお湯で 

約1分茹でて取り出す。
③ スナップエンドウを斜め2等分に切ってボウルに入れる。

ゆで卵は一口大に切ってボウルに加え、マヨネーズと 
塩こしょうを加えて和える。味見をしてマヨネーズや 
塩こしょうで味を整えて完成。お好みで黒こしょうを 
加えてもOK ！

［材料　2人分］
卵……………………2個
スナップエンドウ…8個

マヨネーズ……大さじ1.5
塩こしょう……少々

栄養価（1人分）
エネルギー：146kcal　塩分：0.7g

介
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令和4年4月1日付で、当院に着任した医師を紹介します。

竹村 篤人
（たけむら　あつひと）
診療科…脳神経外科
地理的なことを含めて現状を把握
しきれていませんが、県南地区に
脳卒中を診られる病院が少ない
ことが分かりつつあります。治療の
レパートリーが増えたことを
皆さんに知っていただき、患者さんと
この病院で働く人の笑顔を多く
見たいです。

関　敬大
（せき　たかひろ）
診療科…整形外科
患者様の悩みに対応できる
ように努めさせて頂きます
ので何卒よろしくお願い
します。

笠倉　侑
（かさくら　ゆう）
初期研修医
将来、地域に根ざした医師に
なれるように、研修医として
頑張りたいです。

池田 健祥
（いけだ　けんしょう）
診療科…脳神経内科
精一杯頑張ります。
よろしくお願いします。


