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　脳神経外科の領域に脳腫瘍、脳血管障害、小児神経
外科などと並んで「機能神経外科」というものがあります。
てんかんや不随意運動、痛みなどを対象とする領域で
す。てんかん手術やパーキンソン病などの不随意運動に
対する手術を数多く行っている専門施設は少ないのです
が、三叉神経痛、顔面痙攣に対する手術は多くの脳神
経外科施設で行われています。今回これらの疾患の特
徴、治療について紹介します。
　脳から直接出る神経を脳神経と言って左右 12 対有り
ます。三叉神経は 5 番目の神経で顔の知覚と咀嚼筋の
運動を担っています。12 脳神経の中で最大の神経で、
その名のとおり三叉に分かれて第 1 枝が前額部、第 2
枝が頬部、第 3 枝が下顎に分枝しています。第 7 脳神
経である顔面神経は主に顔の表情筋を支配する運動神
経です。
　三叉神経痛とは左右どちらか１側の顔面に電撃痛が起
こるもので、頬部と下顎（2、3 枝領域）に起こることが最
も多く、次いで 3 枝領域のみ＞2 枝領域のみ＞・・・の順
に多いと言われています。その特徴は持続時間が数秒
から 30 秒程度で繰り返すこと、この部位を触れば必ず
痛みが出るというtrigger zone を持つことなどです。虫
歯と間違えて歯科を受診し不要な治療を受けたという事
例もあるようです。三叉神経痛は命を脅かす病気では有
りませんが、人間が感じる痛みの中で最も強烈な痛みの
一つと言われており日常生活に深刻な影響を及ぼす疾患
です。顔面痙攣とは不随意的、反復性痙攣が片側の顔
面に起こるもので、通常は眼の周りに始まり次第に頬
部、口輪筋、頸部へと広がって行きます。疲労やストレ
ス、不安で増強されることもあります。痙攣が強くなると
眼瞼が閉じてしまい口角も牽引された状態となって日常生
活が著しく障害されます。これらは、三叉神経、顔面神
経の脳から出て直ぐのところに脆弱な部位があり、そこ
に動脈が接触し拍動性に刺激することで発症すると言わ
れています（図参照）。三叉神経痛に対して通常の鎮痛
剤はほぼ効かず、有効性が期待できるのは抗てんかん
薬であるカルバマゼピンのみと言っても過言では無いで
しょう。しかし徐々に効果が減弱して投与量が増え、痛
みのコントロールは出来てもふらつきなどの副作用で内
服継続が困難となることもあります。顔面痙攣は内服薬

でコントロールすることは難しくボツリヌストキシンの注射
などが行われています。しかしながら注射は数カ月から
半年毎に繰り返す必要があること、効果が減弱する可能
性、繰り返しの注射で筋肉が萎縮する可能性などが問
題点です。

　内服薬で効果が無い、薬の副作用で内服継続困難、
ボツリヌストキシン注射で再発を繰り返すなどといったと
きに手術治療を考慮します。手術用顕微鏡下に、接触
圧迫している動脈を転位させ神経から引き離す手術で、
微小血管減圧術と言います。100％の効果を保障するも
のではありませんが高い寛解率（80~90%）が報告され
ています。手術である以上は合併症の危険性は皆無で
はなく、極稀ながら重大な合併症も報告されております
が、現在三叉神経痛、顔面痙攣に対して最も有効な治
療法として全国で広く行われております。将来的には神
経に放射線を集中して当てるガンマナイフ治療も有効な
治療法となる可能性がありますが、現在の日本では未だ
症例の蓄積が少ない様です。
　前記症状で困っておられる方はお気軽に当科外来を受
診して下さい。外来を受診すれば必ず手術になるという
ことではありません。前述のごとく、内服治療で効果が
無いとか副作用で内服継続困難などの理由で、ご本人
が手術を希望される時が一番の手術適応であると言える
でしょう。
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圧迫する動脈（MRI 画像）

　茹だるような暑い日が続く8月中旬にこの原稿を
書いています。前回の戯言（時間の話でした）が
ちょっと難しかったという批判もあって、今回はグッ
とくだけて、そして食欲の秋を見据えた美味しい食
べ物の話です。
　私は年 6回、奇数月の第2日曜日の朝に両親と
兄の遺骨が安置してある久留米の納骨堂の掃除に参
加しています。掃除は午前 8時からですが5時には
自宅を出発して車で高速道を走り６時半頃に鳥栖イ
ンターで降ります。そして国道 3号線沿いにある24
時間営業の「丸星ラーメン」で朝食としてラーメンを
食べるのが 2ヶ月に1度の無常の喜びです。両親、
兄には申し訳無いが丸星ラーメンが主で納骨堂掃除
はおまけ、という感じですね。まあ親父は病状が悪
化してまともに経口摂取が出来なくなった時にうわ言
のように「豚骨ラーメンば食いたか～」と言っていまし
たし兄も無類のラーメン好きだったので許してくれる
でしょう。先日新千歳空港で食べた旭川ラーメン、
弟子屈ラーメンも美味しかったのですが、やはり私に
とってラーメンと言えば豚骨ラーメン、それも博多や
長浜ではなく久留米ラーメンです。子供の頃から慣
れ親しんだ、刷り込まれた味の記憶と言うのは強い
ものなのでしょう。
　近頃は空前のグルメブームです。テレビでグルメ
番組を見ない日は無いと言っても過言ではありません。
先日もテレビで凄い日本人フレンチシェフの紹介番組
を見ました。超絶技法と神の舌（味覚）で全ての人を
虜にする若き天才シェフだそうです。美味しい不味
いは客観的評価ではなく主観的評価です。そういう
世界で名声を得るのは大変なこと、味の好みは人
其々であるのに万人を魅了するのは凄いことだと思い
ます。多くの飢えに苦しむ人がいる世界情勢の中で
手の込んだフランス料理など言語道断！という意見
もあるでしょう。高級食材には多額の費用、多くの
時間が必要でありフランス料理などは確かに非効率
的、贅沢です。しかし私見を言わせて頂けるならば、
世界の飢餓、食糧危機対策はとても重要ですが、

それと高級料理不要論とは直結しないと思います。
少子高齢化が進んで介護人材が不足しているこのご
時世にいい若い者がプロ野球なんかで大金を稼ぐの
はけしからん、という批判が的外れであることと同じ
でしょう（か？）。人間には、人間社会には多様性が
必要です。たまに美味しい物を食べることは人間の
心の健康の為には重要だと思います。
　物質はばらばらの無秩序な状態になろうとする、
即ちエントロピーは常に増大する方向に進むというの
が宇宙の大原則であり、それに逆らって存在してい
るのが高度な秩序を維持している我々生命体だそう
です。生命体は存続するために内部に溜まるエント
ロピーを絶えず外部に捨て続けようと踠いて（もがい
て）います。その唯一の方法が自らを常に壊し分解
しつつ、作り直し、更新することだそうです（動的平
衡）。生命体は生き続ける為に常に外部から分子を
取り入れなければなりません。動物は食べ続けなけ
ればならないのです。動物の歴史、人類の歴史は常
に飢餓との戦いでした。でも群れのボスである雄ラ
イオンは獲物の内臓しか食べないとか、羆は多量の
鮭の遡上に出くわすと卵（つまり筋子！）しか食べな
いと聞いたことがあります。やはり動物も空腹を満
たすのみ、生命維持のみではなくて、より美味しい
ものを求めているのでしょうか？ライオンや羆にもグ
ルメな連中がいるのでしょうか？動物の心は解りませ
んが、美味しいものを求める人間の“心”の存在は、
宇宙の大原則では説明できないものであるように思
えてなりません。
　近頃私が食べたものの中で一番美味しかったのは、
法事で久留米のホテルに泊まった翌朝、月曜日の午
前５時半に食べた丸星ラーメンでした。前日の酒の
せいか（もちろん十分醒めており酒気帯び運転ではあ
りません）、客が少なかったためか、いつもの日曜朝
6時半のラーメンより数段美味しく感じました。この
程度で感動するとは、我ながらなんと安上がりなグ
ルメだろうと思います。
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地域包括ケア病棟ってどんなところ？

『疾患・治療について』新連載
シリーズ

６階病棟師長　緩和ケア認定看護師　野口　明子

第3弾

　今回は地域包括ケア病棟の2018年度の入院患者さんの診療科別の割合や、平均年齢、
主な疾患、入退院の状況などを紹介していきます。
　十善会病院には2つの地域包括ケア病棟があります。３階病棟が39床、６階病棟が20床と
なっています。急性期治療後、地域包括ケア病棟へ転入後も、入院から退院まで同じ医師が担当
しています。また各病棟には病棟担当医がいて、週1回のカンファレンスと回診が行われていま
す。３階病棟は整形外科の杉山医師、６階病棟は内科の松木医師となっています。

　6階病棟では内科の患者さんの割合が多く、退院の2%が看取りとなっています。これは、6階病棟
に緩和ケア認定看護師が在籍しており、院内の地域包括ケア病棟対象のがん患者さんを受け入れて
いるために、このような割合となっています。

・平均在位日数　22.5日
・病床稼働率　92.6%
・患者総数　604名（男性240名　女性364名）
・平均年齢　73.95歳（男性78.6歳　女性76.7歳）

・平均在位日数　24.8日
・病床稼働率　93.4%
・患者総数　303名（男性130名　女性173名）
・平均年齢　71.66歳（男性77.9歳　女性75.2歳）

● 内　　科：肺炎　間質性肺炎　がん　尿路感染症
● 整形外科：大腿骨頚部骨折　腰椎圧迫骨折

橈骨遠位端骨折　正中神経麻痺
手根管症候群

● 脳  外  科：てんかん　硬膜下出血　脳梗塞

2018 年度のデータ

各診療科の主な疾患

上部・下部消化管内視鏡検査　嚥下内視鏡　輸血　化学療法　
終末期患者さんの身体症状コントロールや退院支援
CT　MRI　一般撮影　採血など、必要な処置や検査は状態に応じ
て実施しています。
※患者さんの状態によっては一般病棟へ転棟する事もありますが、ほと
んどの場合、必要な検査・処置さらに治療をそのまま地域包括ケア病
棟で行っています。

　7月に6階病棟に所属している、看護師2名の還暦のお祝いをしました。このベテラン揃いの看護
師を含んだ医療チームで、急性期治療を終えた患者さんの、リハビリや在宅復帰するための支援を
行っています。
　在宅で過ごされている方も、介護をしている方の休息や用事などのために、在宅患者様を受け入れるレ
スパイト入院も行っております。入院中はリハビリなどを行いながら、過ごして頂いていますので、地域連
携室へご相談ください。

地域包括ケア病棟で行われている処置や治療

診療科別割合

３階病棟

46％

89％

9％ 10％

86％

52％34％
37％

９％ 8％
5％５％

２％ １％

退　院　先

６階病棟

■内科

■整形外科

■脳外科

■形成外科

■外科

■泌尿器科

■在宅
■転院
■介護老人保健施設
■看取り

２％ 2％2％

１％
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　令和元年 9 月 20 日（金）19 時半よりザ・ホテル長崎 BW プレミアコレクション（旧ベストウエスタ
ンプレミアホテル）にて、『第 5 回地域連携講演会』を開催いたします。今回は講演 1 としまして長崎大
学病院光学医療診療部准教授の山口直之先生より「逆流性食道炎の新たな治療戦略」と題してご講演いた
だきます。次に講演 2 といたしまして安中外科・脳神経外科理事長の安中正和先生より「在宅医療と病診
連携」と題してご講演いただく予定です。講演 2 本立ての内容の濃い会となることと思います。
　講演終了後には情報交換会も予定しておりますので、時間の許す限り当院職員と地域の皆様の親交を深
めていただきたいと考えております。顔の見える地域連携を目指しております。ご多用とは存じますが、
皆様の多数のご参加をお待ちしております。

　地域医療連携とは医療機関同士が相互に円滑な連携を図り、その機能を有
効活用することにより、患者様が地域で継続性のある適切な医療を受けられ
るようにするものです。当院では医療連携推進の為、連携先医療機関・施設
のご紹介を行っていきます。

　2019 年３月にリニューアルオープンしました。これまで地域のかかりつけ医としておこなってき
ました外来・訪問診療・入院・ショートステイに加え２年前に開始した地域密着型の通所介護デイサー
ビス「むかーし、昔。」も同じ建物内になりました。また、今回新しく障がい者の方のための生活介
護事業所「まぁるくよかよ」もスタートしました。地域の皆様と一緒に手をつなぎ、お互いを支える
診療所を目指します。

　令和元年7月20日（土）に救急救命士お二人を講師に迎え、当院職員約20名が、真剣
に講話に耳を傾け、そして実技に取り組みました。

　笠病院長の挨拶から始まり、救命救急士の講話、そして、心肺蘇生やAEDの使い方
を学び、全員が実際に「胸骨圧迫」や「AEDの操作」を教わりながら練習しました。

　今回学んだ「一次救命処置」とは、急に倒れたり、窒息を起こした人に対して、
その場に居合わせた人が、救急隊や医師に引継ぐまでの間に行う応急手当の事です。

BLS（Basic Life Support）とは心肺停止または呼吸停止に対する一次救命
処置のことで、AED 以外の特別な器具（モニター、点滴セット、薬剤、挿管セッ
トなど）を使わないで行う救命処置です。

十善会病院地域連携講演会のお知らせ地域
医療連携

の集い 医療法人　安中外科・脳神経外科医院

BLS
講習会
の開催

第 5 回

地域連携推進委員　医療安全管理責任者　薬剤部部長　松谷　久

診療科目

診療時間

Q 病院の特徴を教えてください。

　当院は特に在宅医療に力を入れております。患者様やそのご家族
様中心の医療のために他の職種と連携しながらチームで支えていき
ますのでいつでもご相談ください。

Q 最後に読者の皆さんにメッセージをお願いします。

　ご家族のことや、自分自身のこと何でも相談していただけます。必要な時は速やかに専門の医師へ
紹介し連携しております。身近で頼りになる医師でありたいと思います。

Q 地域のかかりつけ医として気に掛けることは？

外科・脳神経外科・整形外科

●休診日：土・日曜・祝日
理事長：安中 正和先生

〒850-0902 長崎県長崎市丸山町 2-6
095-823-4813

【最寄駅】路面電車 思案橋電停徒歩３分
近隣にコインパーキングあり

住  所
T E L

アクセス
駐車場

時 間 帯
午　前

  9：00 ～ 13：00

月 火 水 木 金 土

午　後
14：00 ～ 18：00
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社会福祉法人病院として、地域に密着した医療を行ってきた歴史を守り、『救急から在宅まで』を目標に、
患者さんが満足し、職員も満足する病院づくりを実現することにより、地域住民の保健・医療・福祉
の向上に貢献する。

病院理念

無料低額診療事業

経済的理由によって、
必要な医療を受ける機会が
制限されることのないように、
≪医療費の免除を行う制度≫です。

相談窓口 十善会病院 医療福祉相談室（病院１階受付そば⑬番）
代表電話（095）821-1214　月曜日～金曜日 9：00 ～ 17：00

医療費に
困ったら・・・
ぜひ、ご相談
ください！

【平日 8：45 ～17：15】地域連携室 ８１８-５３８８
【土日・祝祭日・時間外】十善会病院 ８２４-４３１５

【平日 8：45 ～17：15】
　〈外科〉病院長 笠　　伸年
　〈内科〉副院長 麻生　憲史

【土日・祝祭日・時間外】 救急外来

FAX

病院長 笠  伸年 副院長 麻生 憲史

●無料駐車場はございません。
誠に恐れ入りますが、悪しからずご了承ください。

●十善会病院患者様専用駐車場（有料・時間制）が満車
の場合は、お近くの駐車場をご利用いただきますよう
お願いいたします。
専用駐車場にお止の際は、思案橋方面からの一方通行
となりますので、ご利用の際はご注意ください。

●指定駐車場
　唐人屋敷パーキング、新観光タワーパーキング
　※専用駐車場又は指定駐車場をご利用いただきますと当
日受診された外来患者様に限り、１時間無料券を発行
しております。
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交通アクセス 〒850-0905 長崎市籠町 7 番 18 号

救急患者受け入れのお問い合わせ

８２１-１２１４
095-
ＴＥＬ（代表電話）


