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手根管症候群とは？
〜手がしびれる、そんな時〜

総合南東北病院
整形外科　関　敬大

日常生活の中で手がしびれることはありませんか？しびれを起こす病気や原因には様々なものが 
ありますが、その一つに手根管症候群と呼ばれるものがあります。私たちの神経は脳・脊髄から左右に 
分かれて手足に分岐しますが、その中に手の方に向かう神経の一つである正中神経という神経があります。
それが手のひらの付け根にある骨と靭帯からできるトンネル（手根管）で圧迫されて起こるのが手根管 
症候群です。

原因は特発性（明らかな原因がわからない）のものが多い
ですが、手の使いすぎや骨折などの怪我による炎症、できもの
などで起こることもあります。妊娠・出産期、更年期の女性に
よく発生すると言われています。

症状としては親指から中指、薬指の親指側の半分までの 
しびれが主であり、朝や車の運転時に起きることが多く 
あります。症状が進行すると母指球筋という親指の付け根の
筋肉がやせてしまい、親指が他の指と向き合わせることが 
できなくなることがあります。そうなると物をつまめなく 
なり生活に支障が出てしまいます。

診断には手首の付け根を叩く、または両手の甲を合わせ 
続けることで指のしびれが出るかを確認する検査（Tinel 
sign, Phalen test）と画像検査、電気伝導速度検査といった
方法があります。画像検査ではレントゲンやMRI、超音波 
などで神経を圧迫する病気がないかを確認します。電気伝導
速度検査では手首と肘から電気を流して正中神経を刺激し神経に流れる電気の速度を測定します。手根管
症候群の場合、神経を刺激した際の電気が流れる速度が低下したり、刺激されてから筋肉が反応するまでの
時間（潜時）が遅くなったりします。

治療はビタミンB12などの飲み薬、炎症を抑えるための手根管内への注射などがあります。また、 
手の負担を減らすために安静にしたり作業量を少なくしたりすることも重要です。それでも改善しない 
場合は手術で手根管の靭帯を切って圧迫をとります。（手根管開放術）手術は皮膚を切る場所に痛み止めの

注射をして30分程度で終わるため、日帰りで行うことが
できます。傷が治るのに7日から10日ほどかかりますが、
その間に傷を濡らしたり汚したりすること以外に制限はあ
りません。

手のしびれでお困りの際は一度当院の整形外科でご相談
ください。また、使いすぎでしびれている可能性もあり 
ますので、くれぐれも自分の手をいたわることもお忘れ 
なく。

※日本手外科学会「手外科シリーズ 1」から画像を引用



2 みな・みな・ねっと11月号

　ノロウイルス感染症や食中毒は1年を通じて発生しますが、特に11月から2月にかけての冬場に多く 
発生する傾向があります。新型コロナウイルス感染症の流行により、アルコール消毒液で手指消毒をする 
ことが多くなっていますが、ノロウイルスはアルコール消毒が効きにくいウイルスです。手洗い・加熱・ 
消毒をしっかりと行い家庭内感染を防ぎましょう。

①手洗いをしっかり行いましょう
　手指についたウイルスは、石けんと流水で洗い流すことが最も重要です。帰宅後、トイレに行った後、 
食事やおやつの前など、家族全員で正しい手洗いを実践しましょう。また、大人は子どもの口に入る食品を
取り扱うため、調理の際なども手洗いを徹底し、手指を介してウイルスを広げないようにしましょう。

②加熱処理を行いましょう
　食品に付着したノロウイルスを死滅させるためには、中心温度85℃～ 90℃、90秒以上の加熱が必要です。

③消毒を行いましょう

　調理器具は、洗剤などで十分に洗浄した後に、熱湯（85℃以上）で1分以上加熱するか、薄めた塩素系
消毒液（塩素濃度200ppm）に浸して消毒します。
　下痢やおう吐、発熱など、ノロウイルスによる食中毒と思われる症状がみられた場合は、無理をして仕事や
学校に行こうとせず、医療機関を受診しましょう。ノロウイルスと診断された場合はその旨を職場や学校に
連絡し、医師の許可が出るまで自宅で休養します。また、症状が治まってからもしばらくの間は便から 
ウイルスが排出されますので、引き続き感染を広げないように手洗いなどの予防を徹底しましょう。

南東北
看護師コラム

Column ノロウイルスの感染を
広げないために

感染管理認定看護師　熊谷 亜希

消毒する場所 消毒方法 消毒薬の作り方

嘔吐物や排泄物が直接
付着した場所

1000ppm消毒液（濃度0.1％）を
しみ込ませた布等で拭きとる

水：1Lペットボトル1本
　　　　　　+
塩素系漂白剤（塩素濃度6％）：
20ml（ペットボトルのキャップ
約4杯分の原液）

ドアノブ・手すり等
多くの人が触れる場所

200ppm消毒液（濃度0.02％）を
しみ込ませた布等で拭きとる

水：1Lペットボトル1本
　　　　　　+
塩素系漂白剤（塩素濃度6％）：
4ml（ペットボトルのキャップ
約1杯分の原液）
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【参考文献】
パップ剤 | 帝國製薬株式会社 https://www.teikoku.co.jp/products/pa

薬剤科
  だより

貼付剤について

薬剤科　薬剤師　緑山 莉枝

　パップ剤とは、水を含む基剤を用いる、白くて厚みのある貼付剤です。
特徴として
・水分が含まれており、テープ剤と比べてかぶれにくくはがしやすい
・はがれやすい為動きの激しい部位には向かない
などがあります。

＜それ以外でも…＞
　パップ剤の中には温湿布、冷湿布のように着け心地が違うものもありますが、基本的に薬の成分は同じ 
です。患部が熱をもった症状の場合は、温感タイプを使用するとその配合成分の刺激を感じることがある 
ため、冷感タイプを使用するのがよいでしょう。慢性症状の場合は、血行を促進させた方が気持ちよいと 
感じることがあるため、温感タイプがよいとされています。

パップ剤

　テープ剤、パップ剤共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があります。また、貼付剤には光線過敏症という重大な副作用が出る
場合があるため、貼付した場合は患部を必ず覆って紫外線に当てないようにしましょう。
　令和4年4月から保険診療の改定で処方できる湿布薬が最大9袋（63枚）になりました。病院で処方を 
受ける際には注意してください。

最後に

　筋肉痛の時や腕や足をぶつけた時に湿布剤を使用したことがあると思います。湿布剤にはテープ剤と 
パップ剤の2種類の剤形があり、それぞれどのような違いがあるかご紹介します。

　テープ剤とは、ほとんど水を含まない基剤を用いる茶色い貼付剤です。
特徴として 
・肌色の製剤となっていて目立ちにくい
・パップ剤と比べて薄く粘着力が高い
・はがしにくくかぶれやすい
などがあります。

テープ剤
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　肩が痛くて腕が上げられない、腕の動きが制限されて衣服の着脱ができないなどの症状があると、 
五十肩の可能性があると言われています。五十肩は肩の劣化などで40～50歳代に起こりやすい疾患です。
経過としては、以下の3つの病期に分けられます。

　　炎症期：腕は動かせるが、痛みが強い。
　　拘縮期：痛みが減少するものの、肩が動かしにくい。
　　回復期：痛みが解消されて、肩が動かしやすくなる。

　　※痛みが強い炎症期には痛みを和らげる治療を優先させ、拘縮期や回復期には積極的な運動を行う
　　　ことが推奨されています。

　症状が長期間続き、肩関節の可動域制限が残る場合もあります。
　今回は自宅でも行える運動をご紹介しますので、予防としても取り入れてみてください。

【運動時の注意点】
○痛みの程度や体調に合わせて、無理せず行いましょう。
○回数は10回×3セットを1日2～3回を目安にしてください。

リハビリ
ワンポイント 五十肩の運動について

リハビリテーション科　作業療法士　渡辺 美樹

【参考・引用文献】　1）OTジャーナル　vol. 56  no. 8　2022年増刊号
　　　　　　　　　2）整形外科疾患の理学療法　金原出版　2006年

①肩関節：屈曲

②肩関節：水平内転・水平外転

・ 仰向けの状態で、両手を肩幅くらい空けて棒を
握ります。

・ 肘を伸ばした状態で、バンザイをするように 
頭側へ動かし、ゆっくりとお腹側へ戻します。

・ 仰向けの状態で、肩幅よりも少し広めになる
ように両手で棒を握ります。

・ 肩関節は 90°位で保ち、ゆっくりと左右に 
動かします。
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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。

レシピ紹介
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レシピ紹介

栄養管理課

※（　）内は令和3年9月の件数
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社会医療法人 将道会

総合南東北病院

　れんこんの栄養を逃さないポイントをご紹介
します。
　れんこんに含まれるビタミンC・カリウムは
水に溶けやすいため、茹でる・煮るという�
調理をすると、栄養素が流れ出てしまいます。
しかし、スープや味噌汁にすると溶け出した�
栄養素も一緒に摂取できます。
　また、生のままサラダなどにしたり、焼く・
揚げるといった調理法がおすすめです。

作り方
①�れんこんの皮をむいて、1cm幅の輪切りにし（12枚必要）水にさらす。
②�ひき肉・こしょうをボウルに入れ、粘りが出るまで混ぜ6等分にする。
③�①のれんこんについた水気をしっかり拭き取り、②で6等分にした�
ひき肉を一つずつ丸めて、れんこん2枚で挟む。
④�フライパンにごま油をしき③のれんこんを中火で両面2分ずつ焼く。
⑤�焼き目がついたら蓋をして、弱火で5分蒸し焼きにする。
⑥�⑤に火が通ったら弱火のまま、★の調味料を加え全体にからめる。
⑦皿に盛り付け、刻んだねぎをトッピングして完成。

［材料　2人分］
れんこん……200g
豚ひき肉……100g
ごま油………小さじ1
こしょう……少々

栄養価
エネルギー：218kcal　塩分相当量：1.5g

れんこんの
はさみ焼き

栄養を逃さない！

★しょうゆ……………大さじ1
★みりん………………大さじ1
★おろししょうが……小さじ2　　
小ねぎ…………………お好みで

　令和4年10月6日に一部職員向けの救命講習「BLS研修」が 
行われました。救急看護認定看護師 西谷佳功さんをはじめ、医療
安全管理室・院内蘇生委員会の看護師らの指導のもと、心肺蘇生法の
手順やAEDの使用方法などが説明されました。講師の西谷さんは

「心肺蘇生の重要なポイントは強く・早く・絶え間なく胸骨圧迫する
こと」と話し、受講者もシミュ
レ ー タ ー を 用 い て 実 践 的 に 
学びました。
　研修終了後、受講者からは

「座学に加えて実技を行ったことで理解を深めることができた」「実際に
AEDを使った練習ができたので、イメージだけで終わることのない
研修だった」といった声が聞かれました。この講習会は毎年10月頃
実施され、職員の知識と技術の習得に努めています。

BLS研修が行われました


