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おわりに

坐骨神経ってなに？

坐骨神経痛とは

なぜ坐骨神経痛は起きるのか？

整形外科部長　中原  大志

どのような症状が出るのでしょうか？

坐骨神経痛を起こす代表的な病気

坐骨神経痛を起こす病気の検査

坐骨神経痛の治療

ざ　こつ　しん　けい　つう

　脳から出た脊髄神経は首、背中、腰の骨の

中を通ってお尻の先端までつながっています。

脊髄からは神経根と言われる神経の枝が出て

います。５個ある腰の骨（腰椎）の下の方（４

番目以下）から出た神経根が集まって束になっ

たものが坐骨神経です。この坐骨神経は、骨

盤の中を通ってお尻のあたりから太ももの後

面を通って、足先へとつながっています。

　この神経が圧迫されて痛みが出るものを総

称して、坐骨神経痛と呼びます。つまり、坐

骨神経の通り道のどこで神経が圧迫されても

坐骨神経痛は起こり得ます。坐骨神経痛を起

こす病気はたくさんあります。ということは、

坐骨神経痛というのは症状であって、病気の

名前ではないと言えるかもしれません。

　一般に坐骨神経が障害を受けると、痛み、

しびれ、運動や感覚のまひなどがあります。

痛みやしびれは臀部から太ももの裏、すねや

ふくらはぎに出ることが多いです。神経の障

害が大きくなると足に力が入らなくなったり、

つねっても痛みが鈍いなどのまひが出てくる

ことがあります。

①腰椎椎間板ヘルニア
　背骨の椎体と椎体の間にある椎間板が傷ん

　で神経の通り道に飛び出したものが、神経

　を圧迫し症状を起こします。

②腰部脊柱管狭窄症
　加齢により変形した脊骨や脊柱管内（背骨

　の中の神経の通り道）の靭帯が分厚くなっ

　て神経を圧迫し神経症状を起こします。

③梨状筋症候群
　坐骨神経が骨盤から出てくるところに梨状

　筋という筋肉があります。この筋肉に神経

　が圧迫されることで坐骨神経痛を起こしま

　す。スポーツをして筋肉が発達した人に多

　い傾向があります。

　X 線や CT 検査で背骨の検査を、MRI で神

経の圧迫や椎間版、靭帯などの変性を確認し

ます。

　従来からある鎮痛剤も痛みが強い時に飲む

のはよいでしょう。ただし、飲み続けると胃

の障害を起こしたり、腎臓に負担をかける可

能性があります。近年は、神経痛に特化した

鎮痛剤や慢性の痛みに対して長期に服用でき

る薬も出てきています。そして、坐骨神経痛

の原因となる場所がある程度分かれば、ブロッ

ク注射などが有効な場合もあります。

　それでも痛みが良くならず生活に支障があ

るときには、手術が必要なこともあります。

しかし、手術ですべての症状が取れるわけで

はありません。

　主治医の先生とよく相談

して最適な治療を選択する

ことが症状解決への近道で

しょう。

　生活習慣を見直すことも大切です。肥満や

喫煙は神経痛を悪化させる原因になります。

　また、痛みを感じていると筋肉が緊張して

痛みを増幅してしまいます。腰、お尻、太も

ものストレッチを行うことで症状が軽くなる

こともあるので適度な運動を心がけましょう。



 

地域住民の方に向けた講演会やイベントを多数開催しています。
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「第１5 回 東京臨海病院 区民公開講演会」 を開催しました。

「看護の日」 イベントを開催しました。

　５月１９日（土）「タワーホール船堀」にて、

『生涯自分の足で歩こう』　をテーマに講演会を開催しました。

　区民公開講演会は、平成 23 年より年２回開催してきました。今回も江戸川区民の方を

中心に 230 名余りの方にお集まりいただき、盛況のうちに終了することができました。

次回の講演会は、

平成 30 年 10 月 27 日（土）

開催予定です。

詳細はあらためてお知らせいたします。

「手術をしてでも歩こう！」

脳神経外科部長 神田 大
「脳の老化防止で元気に歩こう！」

神経内科部長 町田 裕
「知っていると安心 転ばぬ先の杖」

医療ソーシャルワーカー 浅山 倫子

　5 月 12 日は、近代看護の基礎を築いたフローレンス・ナイチンゲールの誕生日であり、「看護の日」とされています。

当院でも毎年この日に「看護の日」のイベントを開催しており、今年も江戸川区にお住まいの方々に、当院の看護の心

を広く知っていただく機会となるよう企画しました。提供させて頂いた内容は、健康審査、健康・栄養・子供・介護相談、

AED 体験、救急車見学で、延べ 194 名の方々にご参加頂きました。中にはこのイベントを目的に来院された方もおり、

地域貢献に少しでもお役に立てているという実感と、地域の方々とのふれ合いの大切さを再考させられたイベントでも

ありました。次年度も実施致しますので是非ご参加ください。

フローレンス・
　　ナイチンゲール

「外国人患者受入れ医療機関認証制度 （JMIP）」 の認証を受けました。

◆｢外国人患者受入れ医療機関認証制度（JMIP）｣とは・・・
　外国人が安心・安全に医療機関を受診できる環境を整備するため、言語や宗教等、日本人とは

　異なる文化・背景等に配慮した医療機関の機能整備を目的として厚生労働省の支援事業として

　策定された認証制度で、一般財団法人日本医療教育財団が中立・公正な立場で評価・認証を行っ

　ています。

　2020 年に開催される東京オリンピック・パラリンピックなどにより、今後増加する外国人患

者に対応するため、当院は、2017 年４月に｢外国人患者受入れ医療機関認証制度（JMIP）｣の受

審を決定、外国人患者受け入れ対策委員会を設置し準備を進めてまいりました。その結果、

2018 年３月にこの認証制度の審査を受審し、認証基準を達成していることが認められ、当院は

｢外国人患者受入れ医療機関認証制度（JMIP）｣の認証を受けることができました。

　この認証を受けたことをスタートとして、今後更に外国人患者にも開かれた病院としての当院

の体制作りを進めてまいります。

この度、東京臨海病院は、2018 年 5 月 9 日　｢外国人患者受入れ医療機関認証制度（JMIP）｣の認証を受けました。

外国人患者受入れ対策委員会委員長・形成外科部長　織畑　道宏



最新の医療機器を常に更新しています。
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●時間 /13 時～ 14 時（12:40 開場）

●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おります。

糖尿病に興味のある方は、どなたでもご参加いた

だけます。

費用
は

無料

当日
参加可

出入り
自由

お問い合わせ/

　がん相談支援センター

　１階「売店」前です

にお立ち寄りください

　キャンサーカフェでは、がん患者さんやそのご家族の交流の場やミニ講座に加えて、個別相談もお

受けしています。薬のことや食事や栄養のこと、仕事や生活全般のことについて、ご心配なことやお

わかりにならないことなど、遠慮なくお尋ねください。

■時間 /14 時～ 16 時　ミニ講座 /14:30 頃予定（15 ～ 30 分程度） ■場所 /2 階  第 1･2 会議室 

【７・８・９月の土曜診療日】
■受付時間■午前８時～午前10時30分　原則として予約診療はいたしません。

７月14・28日、 ８月 25日、 ９月８・22日 

ICT times Vol.30

日　時 テーマ 担　当

歯科医
糖尿病看護認定看護師

糖尿病専門医糖尿病の合併症の話

糖尿病とは
血糖値を測ってみよう！糖尿病の検査の話

糖尿病と歯の関係
糖尿病と足のはなし（木）７/   ５

（木）７/ 26

（月）８/   ６

（月）８/ 27

糖尿病専門医
糖尿病看護認定看護師

管理栄養士糖尿病の食事　外食編
～減塩と外食の調整を知ろう～

日　程 ミニ講座の内容・担当者

個 別 相 談 の 会７/27（金）

～足を守るフットケアを知ろう～

平成 30 年度

★【糖尿病スタンプラリー】を始めます。全テーマ参加者には、健康お役立ちグッズを贈呈しますので、ぜひご参加ください！

これからピーク！手足口病これからピーク！手足口病これからピーク！手足口病

小児科 草野　晋平
■資格■

日本小児科学会専門医

■専門■

小児科一般

小児科 小林　真紀
■専門■

小児科一般

平成 30 年 6 月に着任した医師を紹介します。

こばやし  　　まき くさの 　　しんぺい
クールビズ実施中
６/1 ～ 10/31

　期間中、ノーネクタイ 等による対応とさ

せていただきます。また、昨年に引き続き電

力の削減を実施しており、院内の冷房温度

を高めに設定しております。

　ご来院の皆さまの、ご理解とご協力をお

願い申し上げます。

（ お 休 み ）８ 月

夏になると子どもを中心に増える感染症『手足口病』『ヘルパンギーナ』『プール熱』。今回は、『手足口病』について

学んでみましょう。

毎年６月頃から増えはじめ、夏に流行のピークを迎える『手足口病』。５歳以下の乳幼児が約９割を占めます。ま

れに大人でもかかる可能性があります。原因となるウイルスは１種類ではありません。そのため、一度かかっても

別のウイルスが原因となって再び手足口病になることがあります。

　■潜伏期間：３～５日

　■症　　状：発　　疹……主に手のひらや足の甲や裏、口の中に水ぶくれ状の発疹ができます。

　　　　　　　　　　　　　発疹はかさぶたなどのあとを残すことなく、３～７日で消えます。

　　　　　　　発　　熱……３８度以下の発熱をともなうこともあります。

　■感染経路：飛沫感染……くしゃみや咳などでウイルスを吸い込むことにより感染。

　　　　　　　接触感染……手指やもの、食品などについたウイルスが主に口から入り感染。

　　　　　　　経口感染……便の中にウイルスが排泄される期間が長く、症状がなくなったあとも、２～４週間程度
　　　　　　　　　　　　　は感染源となる可能性があります。排泄物の処理には十分注意する必要があります。

手足口病には、ワクチンや治療薬はありません。そのため、一般的な予防や対策としては、十分な手洗いです︕
そして、感染中・感染後しばらくの間の排泄物は適切に処理しましょう！



　早いもので 6 月も終わりです。旧暦で 6 月は「水無月」ですが、梅雨なのに「水がない」と書くのはどうして

かご存じですか。「無」は「の」を意味しており「水無月」＝「水の月」、田に水を引く月ということが由来のようです。

また、旧暦 6 月は梅雨が終わり水がなくなるからという説もあるようです。

　梅雨の晴れ間や梅雨明けの蒸し暑くなった時には熱中症が多く見られます。水分をこまめにとるなど、しっかり

対策を行いましょう。

診療実績診療実績

ホームページもご覧ください http ://www . tokyor inka i . 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30年５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30年５月1日現在）:  90 名

外来延患者数： 19,089 名

入院延患者数： 8,852 名

手術件数： 273 件

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

編集後記

電子カルテシステムをいちはやく導入し、安全安心な医療を提供しています。
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平　日 第２・４土曜時
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８
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◎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。
◎お問い合せ先
　京成バス株式会社 江戸川営業所
　TEL.03-3677-5461
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りんかいシャトル
のご案内
りんかいシャトル
のご案内

東京臨海病院発 → 葛西駅行
平　日 第２・４土曜時
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葛西駅発 → 東京臨海病院行

医療福祉相談室 発医療福祉相談室 発

東京都・心身障害者医療（マル障）制度が変わります東京都・心身障害者医療（マル障）制度が変わります

 ちょっと気になる  こんな制度 ちょっと気になる  こんな制度ちょっと気になる  こんな制度

　『心身障害者医療費助成』（東京都）とは･･･  
一定程度の障害のある方が、健康保険証を使って支払う自己負担分の一部を助成するものです。対象要件に、年齢制限や
所得制限があります。

この 『心身障害者医療費助成（マル障）』 についてふたつの改正がありました。

一部負担金 自己負担上限額 

 

 

一部負担金 自己負担上限額 

住民税 

課税者 

外

来 
1 割 12,000 円/月 

住民税 

課税者 

外

来 
1 割 

14,000 円/月 

（14 万 4,000 円/年） 

入

院 
1 割 44,400 円/月 

入

院 
１割 

57,600 円/月 

(多数回：44,400 円/

月) 

住民税 

非課税者 

外

来 
負担なし 

住民税 

非課税者 

外

来 
負担なし 

入

院 
負担なし 

入

院 
負担なし 

 

 ①対象者の拡大
現行の心身障害者医療費助成は、身体障害者手帳１・２級（内部障害を含む場合は３級まで）あるいは愛の手帳１・２度

を所持している方を対象としています。

2019 年 1 月 1 日からは、精神障害者保健福祉手帳 1 級所持者も対象に含まれます。
該当する方は区市町村へ申請が必要です。

 ②マル障の負担額が上がります
2017 年に『高齢者の医療の確保に関する法律（高確法）』の改正で 70 歳以上の方の負担限度額が上がったことにより、

マル障における一部負担金の上限額も見直しされます。

ただし、以下の方は対象から除外されます。

①所得制限基準額を超える方  ②生活保護や中国残留邦人等支援給付を受けている方  ③65 歳以上で初めて精神障害者保

健福祉手帳 1 級を交付された方  ④65 歳に達する前日までにマル障の申請を行わなかった方  ⑤後期高齢者医療の被保険

者で、かつ住民税が課税されている方　※③、④については経過措置あり。

[2019 年 1 月 1 日から ]

[2018 年 8 月 1 日から ]

■2018 年 7 月末まで ■2018 年 8 月 1 日から

➡

詳しくはお住まいの

区役所・障害福祉の係へ

お問い合わせください。


