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ご自由にお持ちください。

第 １ ４ ２ 号
平成３０年１２月

青森県立中央病院

（題字は藤野院長）

第　１６１　号

院内部門紹介

　青森県立中央病院脳神経センターは脳神経内

科医９名と脳神経外科医３名を中心に、放射線

科医やリハビリスタッフと協力して診療にあ

たっています。県病の脳神経外科は1968年に、

脳神経内科（前神経内科）は1983年にそれぞれ

県内初めての診療科として誕生し、青森県の神

経疾患診療を牽引してきました。脳神経内科は

９階西病棟（脳卒中）と９階東病棟（脳卒中以

外の神経疾患）の合わせて39床を、脳神経外科

は９階西病棟33床を、共通で脳卒中ケアユニッ

ト（６床）を利用して診療にあたっています。

以前は、病棟は同じ、外来は隣合わせで診療し

ている疾患もいわば“神経の病気”だったので

すが、ありがちな“近いけれどちょっと距離の

ある”診療科同士でした。ところが、センター

化により同じ脳神経センターを構成するように

なり、また毎朝脳卒中カンファレンス（前日に

入院した脳卒中患者の症例提示と意見交換）を

始めるようになって、顔を合わせ議論したり話

をする機会が増え、風通しの良い関係（全国的

にも珍しいと思います）が出来上がってきまし

た。朝のカンファレンスでは、脳卒中のことば

かりでなく、従来は直接外来へ紹介していた患

者さんのことを画像を確認しながら事前に直接

相談することもしばしばあります。

　脳神経内科と脳神経外科の役割ってどう違う

のかと思われる方がおられるかもしれません。

内科と外科のように、検査と診断は内科で、手

術は外科で、という分担の構図とは少々異なり

ます。単純に書きますと、神経の病気で手術を

する可能性のない疾患が脳神経内科担当で、手

術をする可能性のある疾患が脳神経外科担当、

といえます。しかし、認知症やパーキンソン病

でも治療のための手術することはありますから、

あくまでも原則です。脳卒中診療に関しても、

梗塞（CTで黒）は脳神経内科、出血（CTで白）

は脳神経外科と、役割分担を決めています。も

ちろん途中で患者さんがよりよい治療を受けら

れるように転科することもあります。

　当脳神経センターの特徴の一つは脳卒中ケア

ユニット（Stroke Care Unit: SCUと略します）

が備わっていることでしょう。SCUは決して重症

な脳卒中患者を診療する施設というわけではあ

りません。脳卒中急性期患者の濃厚治療と早期

リハビリを行い「脳卒中を治す」目的の施設です。

まさに脳卒中は「治らない病気」という旧来の

考えから、「脳卒中は治る病気、治さなければい

けない病気」と認知されてきた証左といえます。

脳梗塞の血栓溶解療法（tPA治療）はもちろんの

こと、神経放射線科の先生たちによる血管内治

療が加わり、脳卒中急性期の治療は飛躍的に進

歩しています。以前は命を落としたり、そうで

なくても重篤な後遺症を残すことが避けられな

い脳卒中であっても、歩いて帰ることのできる

人が少なからずでてきています。これらの治療

の進歩には、その後の一段とレベルの高い管理

が必須です。それを担っているのがSCUなのです。

また当センターでは2011年から毎年春に脳卒中

けんみん公開講座を開き、もうすでに８回を数

えました。自前の講演で笑いもとりながら、脳

卒中の予防と治療を含めた啓発を行ってきまし

た。毎年、平均して500人余りの人に来場してい

ただいています。

　さて脳卒中の話ばかり書きましたが、脳神経

内科の入院患者の半分は他の神経疾患であり、

神経難病の中核病院として機能しており、また

パーキンソン病、認知症やてんかん診療の中心

の一つでもあります。脳神経外科の入院患者の

2/3は脳腫瘍や外傷などの疾患です。現時点では

青森地域での神経疾患診療をある一定レベルを

保っていると自負していますが、これを青森県

全体にいかに広げていくかが今後の課題です。

自分たちに求められるものは何かを念頭にこれ

からも努力していきたいと思っています。

県民の要望に応えるために
～脳神経センターから～

脳神経センター長

 　冨山  誠彦
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トピックス

◆医療的ケア児の背景
　日常生活する上で「医療的なケア」を要する

お子さんを「医療的ケア児」と呼びます。医療

的ケアには、例えば口から食事を摂れない、ま

たは哺乳ができないために行う経管栄養や、気

管切開とそれに伴う痰の吸引、さらには自宅で

の人工呼吸管理なども含まれます。全国調査で

は医療的ケア児の数は現在１万８千人と推計

され、10年前の約２倍に増えています。

　従来、我が国における障害の概念は、身体、

知的、精神、発達障害から構成され、日常的に

医療的ケアが必要な障害という概念がなく、そ

れを支える社会的仕組みも存在しませんでし

た。2016年には児童福祉法が改正され、医療的

ケア児の存在が初めて法律に明記され、地方公

共団体に対しては医療的ケア児が保健・医療・

福祉・その他において適切な支援が受けられる

よう体制整備すべきとの努力義務も課されま

した。

◆青森県内の現状
　本県では、平成29年３月に青森県と青森県医

師会によって、医療的ケア児に関するアンケー

ト調査が行われました。この調査は、まず県内

の医療機関と特別支援学校を対象として、県内

の医療的ケア児の人数と医療的ケアの内容を

調査し、次に医療機関や特別支援学校から回答

のあった医療的ケア児のご家族に対しての生

活実態調査を行いました。その結果、青森県内

の20歳未満の医療的ケア児数は142名と推計さ

れました。

　この調査からの本県の特徴としては、1)他県

に比べて在宅人工呼吸器の例が少なく、長期入

院の重症例は在宅ではなく施設入所の流れが

ある、2)圏域を超えての長距離通院例が多く、

特に冬期の交通はかなりの負担となっている、

3)訪問診療がほとんど行われていない、4) 日

中一時支援・短期入所などの支援は重症児・年

少児ほど行き渡っていない、5)その他の患者支

援サービスも十分ではなく、背景には支援リ

ソース欠如と情報欠如の両面からの要因があ

りそう、などが考えられました。

◆現在の取り組みと今後の展望
　本県では今年度より医療的ケア児支援体制

検討部会が設置されました。現在は、あらため

て医療的ケア児の実態と支援リソースに関し

ての調査中です。昨年の調査は主に医療機関を

中心とした調査でしたが、今後は県から各市町

村へ依頼して継続的な調査を行うことになり

ます。医療的ケア児の支援体制整備を、それを

施策とするには正確な実態把握、特に実数の把

握が最重要となります。

　患者さんと支援リソースとのミスマッチ解

消に関しては、小児領域では発達障害児に対す

る療育支援計画が主だった相談支援専門員さ

んにコーディネーター機能に関する期待が寄

せられています。

　一方で、医療的ケア児に対する支援リソース

の拡充も必要です。しかし、各地域に支援リ

ソースにどれだけの過不足があるのか分から

ないままでの整備は困難です。よって、今後は

コーディネーター機能の側から得られる情報

を支援リソース整備にフィードバックさせて

行く必要があると考えています。そして、それ

ぞれの地域で何が解決できて、何が解決できて

いないかを明確にしながら、その過程において

各地域内で「顔の見える関係」を同時に構築し

て行く必要があります。

　医療的ケア児支援体制整備は、これまで医療

的ケア児に関わったことのない職種の方に新

規参入していただくことで初めて実現します。

当院成育科としては、こうした県の取り組みに

対して主体的に取り組んでいきたいと考えて

います。関係者の皆様のご協力を心よりお願い

申し上げます。

青森県における医療的ケア児支援体制の構築に関して
成育科

網塚  貴介
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　がんの治療には化学療法、放射線療法、手術

など様々な治療方法があり、治療の影響で食事

が思うようにとれなくなる事も少なくありませ

ん。特に消化管の手術では、一度に食べられる

量が減少したり、食事の仕方によって食後に不

快な症状が出る事もあります。そこで、当院で

は胃や大腸の手術を受ける方を対象に手術前後

に栄養指導を実施しています。食べ方を中心に、

食後起こりやすい症状や対策、気をつけて食べ

る食品について説明します。あくまで厳しい制

限ではなく、自分のペースで食事量を調整しな

がら食べられる事を目標にします。消化機能の

低下に合わせた食べ方を早期に習得する事で、

食事に対する過度な不安の軽減にもつながりま

す。また、胃の手術を受ける方には長期的なサ

ポートが必要であると考え、術後３ヵ月を目安

に外来で継続指導を行っています。また化学療

法や放射線療法による治療を受ける患者さんで

は、味覚障害、唾液分泌の低下、口内炎、吐き

気や嘔吐、下痢・便秘といった様々な副作用に

よる身体的苦痛や精神的苦痛に悩まされ、食事

摂取量が低下してしまう方が多くみられます。

食事摂取量の不足により、必要栄養量を充足で

きない状態が続くことで低栄養状態に陥ってし

まうと、治療すること自体が難しくなってしま

うケースもあります。そのようなケースを未然

に防ぐために、できるだけ早い段階で管理栄養

士が介入し、患者さんや家族、医療スタッフと

食事や栄養面に関する不安や悩みについての情

報共有を行い、入院中はその方の症状や嗜好を

考慮した食事提供や、ご自宅での生活に戻られ

る方には、退院後の生活に向けて食事の調理法

や栄養補助食品、宅配食などの社会資源につい

ての情報提供に取り組んでいます。

　食事はその方の人生そのもの。単に栄養を取

り込む手段、治療のための食事と捉えてしまう

と、食事をする事が苦痛に感じてしまいます。

誰と、どんな場面でどんな食事をとるかはとて

も大切な要素です。病気と向き合いながら、そ

の方らしい食事ができるよう、患者さんの気持

ちにより寄ったサポートができるよう努めてい

ます。

 　　　

栄養管理部の取組み

～がん患者さんへの栄養・
食事サポート～

栄養管理部

下山 恵里香
栄養管理部

白取 麻衣子

▲胃切除の栄養指導資料
▲化学療法などによる食欲不振の方向けの

「ハートフル食」
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トピックス

Ⅰ　ジャックナイフ・ストレッチ（ももの裏側）

Ⅱ　お尻のストレッチ

Ⅲ　背中・体側のストレッチ

毎日、パソコン、スマホと「にらめっこ」していると体の柔軟性が失われ硬くなります。
体が硬い人は動脈硬化を表す脈波伝搬速度*1が速いと言われています。動脈硬化が進んで
いて、その進行も早いようです*2。休憩時間に数種類のストレッチをする事で、動脈硬化
予防・改善*3、筋肉のコリ解消、腰痛予防、関節可動域が広がり、リラックス効果などが
得られます。スポーツでの腰痛予防策として活用されているジャックナイフ・ストレッチ
は、柔軟性をアップするのに非常に優れたストレッチです。

①椅子に座り、脚を腰幅に広げ、腿と胸を
つけた体勢になります。
②足首の裏側をつかみ、腿と胸が離れない
ように注意しながら脚を伸ばします。
③これ以上脚が伸びないポイントで10秒間
保持します。5回繰り返します。

①椅子に座ります。
②右足の足首を左脚の太ももに乗せます。
③ゆっくりと下腹と腿を付ける感覚でお尻
を延ばし、20秒間保持します。
④左右５回繰り返します。

①椅子に座ります。
②肘を天井に向けるように右手で頭を左下
に押します。
③左手は床に着くように背中・体側を伸ば
します。20秒間保持します。
④左右５回繰り返します。

＊ストレッチを行う際の注意点としては、呼吸を止めない、反動はつけずゆっくり伸ばす、痛み
を感じる手前でやめる。仕事の隙間時間に効果的なストレッチを始めましょう。

＊1　脈波伝搬速度：動脈硬化の程度を調べる検査の一つ。心臓の拍動が動脈を経て手足に伝わる速度を調べる。動脈の壁が硬くなるほど速度が速くなる。
＊2（Yamamoto K et al. Am J Physiol Heart Circ Physiol. 2009 Oct;297(4):H1314-8.）
＊3（Yamato Y et al. Eur J Appl Physiol. 2017 Jun;117(6):1227-32.）

健康推進室　主幹　西村　司 （健康運動指導士）　　

境　沙織（健康運動実践指導者）
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