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麻酔科

慢　性　痛

部長 赤田信二

慢性痛の定義

　慢性痛は原因のわからない痛みがずっと続くため、痛みによって体を動

かすのが困難になったりする以外にも、精神的に追い詰められたり、体調

も優れなくなるなど、ほうっておくと厄介です。しかし、薬や注射などの治

療により痛みを抑えることで、体が動かしやすくなり、精神的ストレスも

和らげるため、早めに治療することが非常に大切です。

ま ん　　　せ い　　　つ う

慢性痛の問題点

　痛みは通常、危険から身を守るためにありま

す。例えば、肘など関節を必要以上に伸ばそう

とした時に、痛みをさけようと元に戻そうとし

たり、手足に痛みを感じると、瞬間的に引っ込

めたりする行動などは、体のけがを防ぐ効果が

あります。しかし、慢性痛は上記に認められる

ような警告の意味がなく、運動や行動を抑制し

てしまい、仕事が出来ない、家事が出来ないな

ど、生活の質を落としてしまうことから、痛み

を出来る限り取り除くことが必要となります。

　具体的には、けがや痛みを伴う病気が治った

後も痛みが治まらず続いていたり、けがとか病

気とかしていないにも係らず痛みが出始め、

それが続いたりすることを慢性痛といいます。

慢性痛は、単に痛みが続いているだけでなく、

痛みが続くことにより、精神的ストレスを受け

てしまいその結果、神経障害や精神障害にか

かったりすることがあります。

慢性痛の症状

　通常の痛みの場合は、鋭い痛みで、身体のど

の部分が痛いかが分かりますが、慢性痛の場合

はうずく、焼け付くようなジンジン、ビリビリ

するような鈍い痛みで、広範囲ではっきりしな

い痛みが多いです。また、通常のけがなどの痛

みでは、血圧が上がったり、脈拍が上がったり

しますが、慢性痛ではそういう血圧や脈拍の異

常より、集中力の低下や記憶の低下、疲労感を

感じやすい、睡眠障害、食欲不振、便秘、神経過

敏になりイライラする、といった精神症状が認

められるようになります。抑うつ傾向も強くな

り、慢性痛患者の 　 ～ 　 に抑うつ症状が見

られるとの報告もあります。

慢性痛の治療

　痛みに対する治療は、注射により直接痛む場

所の痛みを抑えたり、痛み止めなどの薬によっ

て痛みを抑えたりする方法があります。注射に

も様々な種類がありますが、基本的には痛みを

直接的に抑えると同時に、痛みのある部分への

血の巡りを良くすることにより、回復力を上

げ、自然治癒力を高めることを目的として行い

ます。ただし、心臓疾患や脳疾患などで血液が

サラサラするお薬を飲まれている方には、注射

後の出血の恐れが強くなるため、施行できない

場合があります。

　注射と同時にお薬による治療も行います。お

薬による治療では通常の痛み止めの他、前述の

ような精神症状が認められる場合には、抗うつ

薬や精神安定剤などの薬を使用することもあ

ります。

慢性痛を起こす疾患

　慢性痛を引き起こす疾患には様々なものが

ありますが、よく見る疾患としては、帯状疱疹

後神経痛、糖尿病性神経痛、リウマチ性関節痛、

椎間板ヘルニアに付随する神経痛、脳卒中後の

痛み、がん性痛などが上げられます。
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　【感染症とは】病原性の微生物が人の体内に侵入することで引き起こす疾患です。

　私たちの身の回りには、多くの目に見えない微生物が存在しています。その中でも、種類は

少ないのですが感染症を引き起こす微生物を病原体といいます。

　感染症を予防するには、「病原体が私たちの体内へ侵入する経路（感染経路）を断つこと」が

重要な対策の１つとなります。

　日常生活において、注意すべき主な感染経路は以下の３つがあります。

　◆接触（経口）感染　＜主な感染症：ノロウイルス、腸管出血性大腸菌 O157＞

　◆飛 沫 感 染　　＜主な感染症：インフルエンザ、おたふくかぜ＞

　◆空 気 感 染　　＜主な感染症：結核、水痘（水ぼうそう）、麻疹＞

身近な感染症対策

◎東京ディワリフェスタ西葛西に参加しました
　インドの祭り第１４回「東京ディワリフェスタ西葛西」が平成 25 年

11 月 9 日（土）、西葛西『怪獣公園』で行われ、東京臨海病院から看護師、事

務職員総勢 16 名が参加しました。

　フェスタの会場正面にステージが設けられ「インド舞踊」「インド音楽」

「和太鼓演奏」が行われた他、広場の観客席を囲むようにインド料理などの

模擬店や衣料品店･お土産･旅行会社などのブースが並び、インド人だけで

なく多くの日本人が訪れ賑わっていました。今年のフェスタには、東京臨

海病院のブースが新たに設けられ、インド人をはじめ地元住民約 150 名

の健康相談･健康チェック（血圧測定･血糖測定）に対応するなどフェスタ

を支援することができました。

◎クリスマスコンサートを開催しました
　平成 25 年 12 月 16 日（月）１階エントランスホールにてク

リスマスコンサートを開催しました。

　今年は、マリンバ奏者のミカ・ストルツマンさんとジャズドラ

マーのスティーヴ・ガッド氏、ベースのシン･サカイノ氏による

ジャズセッションでした。ニューヨークを拠点に幅広い演奏活動

をし、米メディアからも高く評価されているミュージシャンによ

る演奏に、会場はたくさんの笑顔に包まれました。　

　曲目は、「バイバイブラックバード」「A 列車で行

こう」などのジャズナンバーの他、最後はクリスマ

スソング「ジングルベル」を披露してくれました。

　患者さんに、ちょっと早いクリスマスプレゼント

をいただきました…

身近な感染症対策身近な感染症対策

＊ご家庭で注意したい感染経路は【接触（経口）感染】です。

　手に付着した病原体は、手からドアノブなど部屋中のあちらこちらに付着し、

そこを触った家族が感染していきます。接触（経口）感染の予防には、何よりもま

ず手洗いです。人の皮膚はとても強く、菌は皮膚表面にくっついているだけです。 

これを手洗いで洗い落とすことで、接触（経口）感染の経路を断つことができます。

　また、家庭内でも、タオルの共用は感染を拡げることになりますので、タオル

の共用は止めましょう。

手洗いをしっかりと！

薬剤科主任：勝田 誠
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原則として予約診療は
いたしません

■受付時間■
　午前８時～
　　午前10時30分

3月　8・22日
4月12・26日
5月10・24日

３・４・５月
土曜診療日

３・４・５月
土曜診療日

 

●今後の「糖尿病教室」の予定（平成 26 年 3～ 5月）

（木）

（月）

3/13

3/24

日　時 テーマ 担　当

糖尿病の食事
　～減塩と外食の調整を知ろう～

糖尿病の防災対策
　～その時が来ても慌てないために～

シックデイ
　～風邪やケガをしたときの対処法～

管理栄養士

管理栄養士
糖尿病看護認定看護師

●時間 /14 時～ 1５時

●場所 /2 階  大会議室

●参加費 / 無料

●申込み / 不要

※当日は直接会場までお越しください。

　月 2 回程度、糖尿病教室を開催しています。

詳しくは、病院ホームページまたは院内にお

いてあるパンフレットをご覧下さい。

※詳細は、院内ポスターやホームページをご覧下さい。お問い合わせ：がん相談支援センター

■時間 /14 時～ 16 時

　ミニ講座 /14:30 ～

　　　　　（15 ～ 30 分程度）

■場所 /2 階 第 1･2 会議室

■費用は無料

■出入り自由

■当日参加可

がん患者さん・ご家族同士、の交流の場です。

毎回ミニ講座も開いておりますので、どうぞご参加ください。

日　程 講座内容 担　当

3/25（火）

■ミニ講座今後の予定（平成 26 年 3～ 5月）

毎月キャンサーカフェを開催しています毎月キャンサーカフェを開催しています毎月キャンサーカフェを開催しています

抗がん剤･放射線治療中のスキンケア 皮膚･排泄ケア認定看護師

平成 25 年 10 月～平成 26 年 1 月に着任した医師を紹介します。

■資格■
　日本内科学会認定内科医
　日本糖尿病学会専門医・指導医
　日本老年医学会老年病専門医

■専門■
　血糖・インスリンと血管内皮機能について糖尿病内科 救急科

■資格■
　日本脳神経外科学会専門医

■専門■
　神経救急疾患

医員　鈴木　一成
すずき　　 かずなり

医員　北薗　雅敏
きたぞの　　まさとし

 

理学療法士
糖尿病看護認定看護師

管理栄養士4/21（月）

（木）

（月）

5/ 8

5/19

糖尿病の食事　基礎編
　～バランスよく食べよう～

薬剤師
糖尿病看護認定看護師

4/10（木）
糖尿病とは
糖尿病の検査の話

糖尿病専門医
糖尿病看護認定看護師

糖尿病の運動
　～血糖値を下げる運動を知ろう～

糖尿病の薬
低血糖の症状と対処を知ろう

4/25（金）

5/30（金）

抗がん剤による脱毛時のケア

がん治療中の食中毒対策

がん化学療法看護認定看護師

感染管理認定看護師

江戸川区民の方を対象とした公開講演会を開催いたします。

「第 7 回 東京臨海病院 区民公開講演会」のお知らせ

落合俊秀 整形外科部長による「ロコモティブシンドロームってなに？」、リハビリテー

ション室のスタッフによる「ロコモーショントレーニング」、などを予定しております。

みなさまのご来場を心よりお待ちしております。

ロコモティブシンドローム（運動器症候群）
～いつまでも自分の足で歩くために！～

●日時 / 平成 26 年　　　　　　　　　（土）

●場所 / タワーホール船堀（小ホール）

今回のテーマは…

低血糖の症状と対処を知ろう

定員
250 名
定員になり次第
締め切り

★ご参加には、事前申込が必要です。申込書（講演チラシ）に必要事項をご記入の上、FAX または院内１階に

設置してある「受付 BOX」へ投函してください。FAX 番号：03-5605-7586（東京臨海病院  企画経営課宛）

13:15 ～ 15:50（12:50 受付開始）

江戸川区船堀 4-1-1

5 月 17 日

5 月 10 日（土）
午後より当院にて

開催いたします。

イベントのお知らせ

5 月12日は看護の日

※詳細は、次号で

お知らせいたします。
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東京臨海病院
診療実績

東京臨海病院
診療実績

時 平 日 第2･4土曜日 

7 35 35 
8 05 35 05 35 
9 10  35 05 35 
10 12 56 12 40 
11 21 59 11 48 
12 31　56 38 
13 26 26 
14 01 46  
15 31 59  
16 26 56  
17 31 56  
18   

 

時 平 日 第2･4土曜日 

7 54 54 
8 24 59 24 54 
9 24 24 
10 01 45 01 29 
11 10 48 00 37 
12 20　45 27 
13 15　50 15 
14 35  00 
15 20 48  
16 15 45  
17 20 45  
18 15  

ホームページもご覧ください
http://www.tokyorinkai . jp/

〒134-0086
東京都江戸川区臨海町 1-4-2
電話 03-5605-8811( 代表）
FAX03-5605-8113

日本私立学校振興・共済事業団

東京臨海病院

平成２５年１２月の当院の実績は
以下のとおりです。

病床数：400 床

医師数（平成２５年１２月1日現在）：81 名

外来延患者数： 19,738 名

入院延患者数：  9,059 名

手術件数： 231 件

葛西駅 発　東京臨海病院 行　

東京臨海病院発　葛西駅 行　

◆発行：東京臨海病院
◆発行責任者：山本　保博
◆編集：広報委員会・企画経営課

※外来診療のない日（休日、第1・3・5土曜日、
　年末年始等）は運行しておりません。

  

 

 

 

 

 

 

編集後記・次回予告

１．ワカメは、軽く水洗いし、水切りをして、3 ㎝くらいの長さに切ります。

２．厚揚げは、熱湯をまわしかけ、油抜きをして、厚さ 1.5 ㎝、縦横 3 ～ 4 ㎝くらいの

　大きさに切ります。

３．フライパンを熱し、ゴマ油を入れ、ワカメと厚揚げを中火で 3 分炒めます。調味

　料を加えて更に、2 分炒め煮をします。火を止めたら、仕上げにおろし生姜を和え

　て、器に盛り付けます。

　今回は、汁物･酢のもの･サラダにと、食卓の名脇役である、ワカメを紹介します。

　ワカメの歴史は古く、縄文時代の遺跡からも発見されており、万葉集でも、ワ

カメを用いた歌が詠まれています。生、塩蔵、乾燥といった、様々な加工技術のお

かげで、1 年中食べることができますが、早春に出回る生ワカメは春の旬の食材

とも言えます。

【ワカメの栄養】

　ワカメの栄養のアピールポイントは食物繊維です。水に溶けない不溶性食物

繊維と水に溶ける水溶性食物繊維の両方を含んでいます。

　不溶性食物繊維の成分はセルロースです。不溶性のため、腸管で消化されず、

水分が加わることで、便通を良くする効果があります。

　水溶性食物繊維の成分はアルギン酸です。ワカメのヌメリは、アルギン酸によ

るものです。アルギン酸は体内の塩分を対外へ排出したり、コレステロールの血

中での吸収を和らげる効果があると言われています。また腸内の有益菌の栄養

源となり、腸内細菌のバランスも整える効果もあります。食物繊維が多いと言わ

れるキノコ類と比べても、同等の食物繊維量を含んでいます。

ワカメと厚揚げの炒め物

材　料

栄養量

作り方

（４人分）

●生ワカメ・・・・・・100ｇ

　（乾燥ワカメの場合は 10ｇ、塩蔵ワカメなら 50ｇ）

●厚揚げ・・・・・・・１枚

●ゴマ油・・・・・・・小さじ２

●しょうゆ・・・・・・大さじ 1.5

●酒・・・・・・・・・大さじ１

●砂糖・・・・・・・・小さじ１

●おろし生姜・・・・・小さじ２

（１人分）

エネルギー・・・98Kcal　　たんぱく質・・・5.7ｇ

脂質・・・・・・7.2ｇ　　　炭水化物・・・・3ｇ

食物繊維・・・・1.2g

ワカメ（若布）

　暦の「立春」という文字に、春を待つ気持ちが芽生えたものの記録的な大雪が

降り、冬将軍の手強さに首をすくめる毎日です。この時期にはいつも「冬来たり

なば春遠からじ」（英国詩人シェリーの「西風に寄せる歌」の一節）が心に浮かび

ます。私たちは誰しも何度か人生の冬を経験しますが、そのトンネルにはきっと

出口があって、いつか春と巡り会うことができると、ソチ五輪の選手たちの姿に

もこの一節を重ね合わせています。


