新年にあたって
あけましておめでとうございます。今年が皆様にとって良い年になることを祈念致し
ます。今年は当院にとっては新たな出発の年となります。
既にご存じのように、当院では現在 MRI 検査室と通所リハビリテーション施設を増築中
です。
当院ではMRI検査を必要とする患者さんが多いにもかかわらず今まで設置していませ
んでした。理由は MRI のような高価な設備はセンター方式にすべきであるという考えか
らでした。医療機関は高価な設備投資をすれば元を取らねばならず、医療費の無駄につ
ながる恐れがあるからです。
しかし、多くの患者さんから遠くの医療機関に行くために、お金と時間がかかること
から苦情が述べられるようになり新設することを決心致しました。４月から稼働致しま
すのでもう少しご辛抱ください。
もう一方の通所リハビリテーションは、これからは在宅医療にますます重きが置かれ
るようになることから始めることに致しました。当院が平成元年に開設してから早いも
ので１７年が経過しました。開設当初はまだ元気であった方も次第に高齢になられて、体
力も落ちてきた方も大勢います。介護保険で予防給付が始まり、筋力強化訓練等で健康
寿命をいかに延ばすかが問題になっております。認知症の方のデイケアやデイサービス
は多くの施設でやられておりますが、要介護度は低いがリハビリテーションの必要な人
の行く場所が無いように聞いております。当院の通所リハビリテーションは整形外科的
疾患や脳血管障害によって機能障害を生じてしまった人など要介護度が低い人を対象に
したリハビリテーションをしたいと思っております。よろしくお願いします。
今年は２年に一度の医療改革の年になります。昨年は「国民皆保険制度を守る署名運
動」に多大なご協力を賜りまして誠にありがとうございました。政府は老人医療費をお
さえるために個人負担を増やそうとしています。
今年は断念したようですが、
「保険免責制度」が患者さんにとって最悪の制度です。こ
れは風邪や腰痛、膝痛などの軽い病気には保険を使えなくする制度です。最初は少額か
ら始まっても、消費税と同じように政府の考えでいくらにでもあげることができるよう
になります。お金のない人は治療をうけられなくなる制度です。今回は引っ込めました
が次回の改訂の時には再び出してくるものと思います注意が必要です。
いまや、国民が一致努力して築いてきた「平均寿命世界一」の栄誉が失われようとし
ています。政府によって皆さんの寿命がまさに縮められようとしています。
「世界に誇る
日本の国民皆保険制度（いつでも、どこでも、だれでも、平等に医療を受けられる制度）」
はみなさんの協力なしには維持していけません。
国民全員が「抵抗勢力」にならないと日本の長寿社会は消滅してしまいます。

院長
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小松

満

ちょっと気になる病気のお話

『前十字靭帯が切れてしまったら！』 後編
What is the ACL? 前十字靭帯って何？
膝はあなたの身体の中で、最も大きく、最も複雑な関節です。膝が正しく機能するた
めには主に４つ靭帯と、筋肉、腱が重要です。膝には横に内側側副靭帯と外側側副靭帯
という２つの靭帯があり、膝の中心には前十字靭帯と後十字靭帯という交叉した２つの
靭帯があります。前十字靭帯は、すねの骨（脛骨）の頂上で前方部分と、太ももの骨（大
腿骨）の底の後方部分をつないでおり、脛骨が前方へ移動するのを抑える働きがありま
す。
How is the ACL injured? 前十字靭帯はどのよ
うにして損傷するの？
前十字靭帯が損傷するのは、
アメリカンフットボー
ルなどでよく見られる、膝に直接打撃が加わる形で
す。この場合は膝は異常な方向に強く捻られ、その結
果１つ以上の膝の靭帯の断裂を生じます。
しかしながら、実際には前十字靭帯断裂は、膝には
直接何も接触せずに生じるのが多い。
この非接触型損
傷はスポーツ選手が走っている際に方向転換をした
時、
ジャンプからの着地で膝を伸ばしすぎた時に起こ
ります。
このような動きは機敏な動きを要する全ての
スポーツに共通しています。
What Are the Signs of an ACL Tear? 前十字靭帯断裂の症状はどんなもの？
多くの場合、前十字靭帯が切れると“ポン”という音と共に、膝がずれるのを感じる
でしょう。この損傷はふつうは中程度の痛みを伴い、運動を継続することできなくなり
ます。その後、数時間経過してくると、膝は非常に腫れるようになり、歩行が困難にな
ります。腫れと痛みは最初の２日間は増強し、それから徐々に消えていきます。
How is an ACL Tear Diagnosed? 前十字靭帯断裂の診断はどのようにするの
か？
前十字靭帯断裂後の異常な状況は、ケガをした本人自身に治療が必要だと感じさせる
ほど重篤なものです。整形外科医の膝の診察で、ほとんどの場合は靭帯が損傷されてい
るかどうか同定できるでしょう。しかし、一般に関節面の損傷の診断は困難で、また損
傷後の膝の腫れが時々断裂自体の診断を困難にします。この場合は MRI 検査か、関節鏡
が正確な診断のために必要になるでしょう。
どちらのシナリオになったとしても、
膝のリハビリテーションは動きの範囲を回復させ
るための運動を中心に開始します。その後膝のまわりの筋力強化運動を行う。装具を使
う、使わないにかかわらずスポーツへの復帰は筋力、バランス、協調運動が正常近くに
回復してきた後にのみ許可されます。
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Will I need Surgery? 手術は必要でしょうか？
前十字靭帯損傷後に最も良く受ける質問は“手術は必要でしょうか”というものです。
答えは患者さんそれぞれにより異なります。患者さんと医師は、適切な治療を決める際
に、いろいろな要素を考えなければなりません。これらの要素には患者さんの活動レベ
ルと期待、他に損傷があるかどうか（例えば軟骨損傷など）、膝の不安定性がどの程度の
異常かなどが含まれます。
前十字靭帯断裂があり、膝のゆるみのある若い患者さんで、競技レベルのスポーツに
復帰したい場合は、満足する結果を得るためには手術が必要となる可能性が高い。活動
性を制限することのできる年齢の高い患者さんは手術による膝の安定性が必ずしも必要
としません。
How Are ACL Tears Treated Surgically? 前十字靭帯断裂の手術治療はどのよ
うなもの？
前十字靭帯を損傷した膝に対して、多くの異なる手術方法が行われてきています。長
年の経験により、単純に切れた靭帯同士を縫いつける方法はめったに成功しないことが
示されてきています。したがって最近の手術方法は前十字靭帯を再建する方向で、膝の
まわりの他の腱の一部か、他の組織から採取された組織を使って、新しい靭帯を創り上
げています。この組織を大腿骨と脛骨に作製したドリル穴から通して、新しい前十字靭
帯に作成する位置で骨に固定する。時間の経過と共にこの移植組織は成熟し、あなたの
膝の中で新しい、生きた靭帯になります。
What Happens After Surgery? 手術後はどうなるの？
前十字靭帯再建後の膝のリハビリテーションには時間とハードな作業が必要です。仕
事から離れる時間は仕事の内容によります。事務的仕事には１～２週間で復帰が可能な
一方で、工事などに従事する労働者はふつう約３～６ヶ月は復帰できません。スポーツ
選手でも同様であり、またリハビリテーションの割合は個々のスポーツ種目や活動性が
要求する特殊性や回復の割合により異なります。
前十字靭帯再建手術の全体の成功率は非常に良い。多くの研究により患者さんの90%以
上がスポーツや職場に膝の不安定感もなく復帰できることが示されています。ただ患者
さんの中には手術後に膝の動きの制限や痛みを訴える方もいますが、これらの問題は最
近の手術技術や積極的なリハビリテーションで最小限なものになってきています。
―AOSSM Sports Tips : The Injured ACL― より

以上パンフレットの紹介をさせていただきました。私の英訳がまずく、専門的な用語も
混じり、おわかりにくい点もあるかもしれませんが、今後は前十字靭帯断裂の治療の中
で、これらの内容を参考にし、患者さん自身が自分の膝に対する理解を深めていただき、
また手術を選ぶ際の知識として活用していただければと思います。
文責：

※前編が読みたい方は受付まで。
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医師

星

忠行

１． お薬はお茶やジュースと一緒に飲んではいけないですか？
お

お薬とお茶で昔からよく言われているのは、
鉄剤とお茶ですが、 これはお茶に含まれるタンニン酸が鉄と
薬
結合して鉄剤の吸収が悪くなるからです。
しかし、 最近の説では、 あまり影響しないとも言われています
ひ
ので、 あまり濃いお茶で飲まなければ心配はないでしょう。
また、 お茶にはカフェインが含まれています。
と
カフェインの興奮作用で、
鎮静薬の効果が打ち消されたり、 交感神経を刺激する薬と一緒に摂ると、 薬
く
の作用が強められたりします。
『Ｃａ拮抗剤』 という高血圧治療薬がありますが、 これをグレープフルーツ
ち
ｼﾞｭｰｽと一緒に摂ると血圧低下を起こすことが報告されています。
メ
お薬を飲んでいる間、
全くお茶やジュースを飲んではいけないというわけではないので、 程々にたしなん
モ
で頂いて、 でもお薬を飲むときは、 多めの水か湯冷ましで飲みましょう！！

２． シップの温かいものと冷たいものの効果は違いますか？
シップは非ステロイド性鎮痛剤とサリチル酸メチルの入った刺激によって痛みを抑えるものに大別されます。
非ステロイド性鎮痛剤の入っている経皮吸収型のシップは冷とか温を追求しているのではなく、 痛み止め
が皮膚から入って患部に直接働きかけて痛みや腫れをとるものなのです。 もし、 貼った瞬間ヒヤッとした方
がいいのであれば、 冷蔵庫で冷やして頂き、 またお風呂にはいると気持ちいいというなら、 今なら、 こた
つで人肌程度に温めて使うといいかと思います。 冷シップは急性期に、 温シップは慢性期に用いますが、
熱をもっている時は、 温めない方が良いです。 また、 トウガラシエキス等により温感刺激を与える温シッ
プは皮膚の弱い方はかぶれることがあります。 後は、 貼っていて気持ちがいい方で構いません。

３． 処方箋の有効期限は発行日を含めてなぜ４日なんですか？
一言でいうと、 法律で決まっているからなのですが、 医師が患者さんの症状をみて、 処方するわけで
すから、 あまり長い間薬をもらわないと、 症状が変化してしまうこともありえるからなのです。

４． お薬の保管方法を教えて下さい。
内服

風通しのよい直射日光の当たらない場所に置き、 カン等に乾燥剤を入れておくとベストです。
冷蔵庫は、 遮光にはよいのですが、 出し入れしているうちに、 湿気を帯びるので好ましい場
所とはいえません。

シップ

風通しのよい直射日光の当たらない所に保管し、 開封したら折り曲げたりして気密性を保って
下さい。

坐薬

体温 （３５℃位） で溶け出しますので、 冷蔵庫等 （冷凍庫ではなく） 涼しいところで保管し
て下さい。

ぬり薬

風通しのよい直射日光の当たらないところに保管して下さい。
さわや薬局 薬剤師 黒澤 由子
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４月から導入されるＭＲＩについて
ＭＲＩとは

Magnetic Resonance Imaging の略で、
日本語では磁気共鳴画像装置といいます。
レントゲン・C T では、“X 線”を使って画像を得るのに対し、M R I は簡単
にいえば“磁石（磁場）”を利用して画像をつくる装置です。ですから
MRI には、レントゲン・CT のような放射線による被曝がありません。MR I
は軟部組織（椎間板・じん帯・筋肉など）の画像を得るのに優れていま
す。
ただし、下記の方は M R I の検査を受けることができません。
・ 心臓にペースメーカーが入っている方
・ 脳動脈クリッピングが入っている方
※その他、体内に金属が入っている方は医師にご相談下さい。
また注意していただくことは、M R 室は部屋自体が巨大な磁石のような
ものなので、
金属製品（時計・ヘアピン・ピアス・指輪など）は装置に吸いよせられ
てしまいます。
磁気カード（キャッシュカード・クレジットカードなど）はデータが消
えてしまう可能性があります。
検査の際は、更衣室で金属類はすべて取
り外してから入室していただきます。
ＭＲＩの撮影時間は入室してから退室す
るまでに３０分程かかる場合もあります。
今のところ当院では、ＭＲＩの検査は予
約制を予定しています。
放射線技師
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大谷

孝廣

