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山形県立新庄病院だより 安全、安心、信頼の医療を 

 
■ 専門医からのアドバイス 
「最上地区における冬季の整形外科外傷について」 
「これから始める花粉症対策」   

◆ 腰痛予防の心掛けと腰痛体操 
◆ 花粉症と食事 
◆ さいころリレーエッセイ 
◆ ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ  

 

新庄病院ホームページアドレスはこちら 

http://www.ysh.pref.yamagata.jp 

 

 

 

 

山形県立新庄病院 電話 0233(22)5525 

〒996-0025 新庄市若葉町１２−５５ 
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最上地区における冬季の整形外科外傷について（整形外科 宮地 隆浩先生） 

 

「最上地区は雪が多い。」その類

の話はよく耳にしていました。私

はこの初めての冬を無事に乗り切

れるか不安です。冬期間は内科的

な病気の増加に加えて、凍結や雪

で身の危険性を感じたこともある

のではないでしょうか。今回は冬

季外傷についてお話できたらと思

います。 

まず、冬の最上地域の屋外での

外傷について調査しました。2015、

2016、2017 年度の 11 月から 3 月

の期間に当院整形外科に入院した

患者 850 人中、屋外でのけがが原

因で入院した方は 242 人(28%)で

した。入院時期は 1 月が 61 人と最

も多く、次いで 2 月が 52 人、12

月が 51 人、11 月と 3 月が 39 人で

した。受傷機転としては屋外での

転倒が 113 人(47%)と最も多く、

次いで除雪中のけが(除雪中の転

落や除雪機による事故等)が 45 人

(19%)、高所からの転落が 35 人

(14%)、交通事故が 32 人(13%)、

スキー・スノーボード等のスポー

ツ外傷が 14 人(6%)でした。 

これらの結果から、12 月から  

2 月にかけて屋外で転倒や除雪中

のけがをして入院される方が多い

ことがわかります。除雪中のけが

は、雪下ろし中の屋根やはしごか

らの転落が26人(58%)で最多とな

っており、また、1 月と 2 月でピ

ークとなっていました。特に雪が

多い時期と関係が深いと思われま

す。もちろん入院しなかった患者

様もいますので、外来通院も含め

ると冬季外傷の方はもっともっと

多くいるとは思います。 

やはり、一番注目してもらいた

いのは雪下ろし外傷です。豪雪地

域でないと存在しない特殊な外傷

であるため全国的にはごくまれな

外傷です。しかし、雪下ろしで受

傷する骨折や背骨の外傷はその他

のけがと比較すると非常に重症と

なる可能性が高く、歩けるように

なるまでの期間や入院期間が長く

なったり、後遺症が残りやすいで

す。そのため、除雪作業について

は国土交通省や山形県から注意喚

起が出ております。雪下ろし作業

は 2 人以上で行うこと、命綱とヘ

ルメットを着用すること、はしご

はしっかり固定することなど、除

雪機について作業時以外はエンジ

ンを停止することなど、予防でき

るポイントは数多くあるかと思い

ます。搬送される患者様はほとん

ど予防をしていないことが多いの

で、必ず守ってください。 

油断は最も危険です。「去年まで

は雪下ろしできていたから大丈夫

だぁ！」という言葉は通用しませ

ん。年齢が上がるにつれて転落す

る危険性は高まります。他人や業

者に依頼する決断も必要かと思い

ます。しかし、転落した際の重症

度は年齢に関係しないと言われて

おります。つまり転落してしまえ

ば誰しも重症になる可能性がある

ため、依頼された方もしっかりと

予防策をとって作業に務めて頂き

たいと思います。これは費用、マ

ンパワーの問題もありますので、

高齢者と雪が多い最上地区では冬

季外傷の予防に行政、消防なども

積極的に介入するべき問題と思い

ます。 

不運にも起こってしまった外傷

については山形県立新庄病院のス

タッフは誠意を持って全力で対応

させていただきますが、皆様方が

怪我をせずに健康に生活できるこ

とを心より願っております。 
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「これから始める花粉症対策」（耳鼻咽喉科 齊藤 彰子先生） 

 

くしゃみ、鼻水、鼻づまりなど

のつらい症状が季節的に繰り返さ

れる花粉症という病気は、従来日

本にはないと考えられてきました。

しかし、1964 年にはスギ花粉症が

発見され、2008 年には国民の 4 人

に 1 人が花粉症という驚くべき状

況です。 

花粉症とは、アレルギー性鼻炎

という疾患の中でも、季節性アレ

ルギー性鼻炎と呼ばれます。一方

で、ダニやハウスダストといった

ものが原因の場合は、一年中症状

が出る可能性がありますので、通

年性アレルギー性鼻炎と呼ばれま

す。これらは時に合併することも

あります。花粉症発症のメカニズ

ムはいまだに十分解明されていま

せんが、一旦発病すると免疫系の

反応性が亢進し、自然に完治する

ことは非常に稀と言われています。 

 

花粉症対策としては①予防②対

症療法③根治治療の３つが挙げら

れます。 

① 予防             

日本ではヒノキ科のスギ（2～4

月）、キク科のブタクサ（8～9月）、

ヨモギ（9～10 月）花粉症、さら

にイネ科（イネ：7～9 月、カモガ

ヤ：4～5 月）花粉症等がよく知ら

れています。症状発現の時期によ

って原因となる花粉のおおよその

予測がたてられますが、血液検査

によって詳しく調べることができ

ます。該当する時期には、花粉に

暴露されないような予防策をとる

必要があり、外出時はマスクで鼻

と口を覆い、帰宅した後は、外で

着た服やカバンの表面についた花

粉を居住空間に持ち込まないよう

にしましょう。スギ花粉だけでい

えば、環境省や日本気象学会等の

ホームページ上での飛散開始予想

も参考にしてください。 

② 対症療法           

対症療法として、薬物治療が広

く行われています。花粉症と一口

に言っても、くしゃみ・鼻水・鼻

詰まりの程度によって 3 タイプに

分けられ、また重症度も患者さん

によって様々です。最近では一部

ドラッグストアでも買えるように

なった抗ヒスタミン薬を中心に、

いくつもの種類の花粉症治療薬が

存在しますので、患者さんに合わ

せた薬の選択が鍵です。 

③ 根治治療           

花粉症の根治治療は、アレルゲン

免疫療法と呼ばれます。②で紹介

した薬はいずれも症状を緩和する

ものであり、花粉症自体を治して

くれるわけではありません。この

治療法の中でも、最近注目されて

いるのが、舌下免疫療法といわれ

るものです。花粉症としてはスギ

に限られておりますが、スギ成分

の入った薬を舌下に投与するとい

う簡単な方法である上に、従来の

治療法よりアナフィラキシーショ

ック等の重い合併症が少ないと言

われており、実際にここ山形県で

も治療が始まっています。対症療

法薬のように気軽に開始できる薬

ではありませんが、長期的な効果

が期待できる可能性があり、注目

を集めています。 

 

これまでアレルギー性鼻炎は命

に関わる病気ではないので放って

おいても良いと考えられてきまし

たが、最近では、他の病気を惹起

する可能性が考えられており、治

療するのが望ましいと言われてい

ます。お困りの方は、お近くの耳

鼻咽喉科医にご相談ください。 
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腰痛予防の心掛けと腰痛体操  3 

腰の痛みに対して骨盤ベルトや腰椎コルセットなどの着用が勧められていますが、装着時の安定感があるからと依存

しすぎて常用するとかえってお腹周りや腰の筋肉を弱らせてしまう可能性があります。お腹周りや腰の筋肉を鍛える運

動は腰痛改善に効果があります。 

腰の痛みを予防するために日頃の生活を見直しましょう。図のように、前かがみ姿勢での持ち上げ動作は腰の痛みの

発生の原因になりますので、腰に負担の掛からない動作方法を知ることが大切です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《ストレッチ》                   《筋力トレーニング》 

腰痛を有する方は年々増加していると言われています。日常生活において冬場の雪かきや重い荷物を持つときなど

腰痛を発症しやすい場面が多いと思われます。また、過度の不安や安静は腰痛を長引かせ、再発の原因にもなると言

われています。そこで今回「腰痛予防の心掛けと腰痛体操」の一例をご紹介させていただきます。 
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作成： リハビリテーション室 

     理学療法士 佐藤貴広 

参考・引用： 日本理学療法士協会資料 
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１. 腰の負担を減らす動作方法 

２. 体操 

!! 注意 !! 強い痛みが生じている場合は、早めに医療機関の受診をお勧めします。 
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ストレッチは、息を止めずに 20～30秒間かけて

気持ち良く感じる程度にのばしましょう！ 

筋力トレーニングは、10 回程度からはじめて、

徐々に増やしていきましょう！ 

背中をのばす 太ももの裏をのばす 

腹筋運動 

お尻上げ運動 

荷物を持つ際は、荷物が体から遠くなると腰に負担が掛

かるため、なるべく体に近づけて持つようにしましょう！ 

床から物を持ち上げる際は、膝を曲げてしゃがみ込み、で

きるだけ体を起こして持ち上げるようにしましょう！ 

※肩甲骨が浮く程度まで 

頭を上げましょう 
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花粉症と食事  4 

 

 

 花粉症に効くと言われている食材は色々とありますが、残念ながら実際のところ効果の程度は不明と言

われています。そこで、食べ物で身体の調子を整えて免疫力を高めることで、花粉症の症状を和らげるこ

との一例として、ご紹介します。 
 

 
 
食事をすることで代謝が亢進され体温も上昇します。 

体温が下がると免疫力も低下すると言われています。 

「食事抜き」の習慣はありませんか？ 

 

 

 

「バランスのとれた食事」とよく言いますが、 

主食(ご飯やパンなどの炭水化物源)、主菜(肉や魚など 

のたんぱく質源)、副菜(野菜や海藻などのビタミン源) 

を揃えることで、栄養バランスが良くなります。 

 

 

 

細胞などからだをつくり、口や鼻など全身の入り口の粘膜を強化するにはたんぱく質（肉や魚や卵

や豆腐）と各種ビタミンが欠かせません。 

全身の粘膜を健康に保つためのビタミンＡ：緑黄色野菜やレバー、ウナギなど 

細胞の再生を助けて粘膜を保護するビタミンＢ２：レバーやウナギ、納豆など 

体内のコラーゲン合成にも必須のビタミンＣ：いちごや柑橘類などの果物や新鮮な野菜 

 

 

 

腸には乳酸菌やビフィズス菌などの善玉菌が多数存在し、全身の免疫 

機能をつかさどる大切な臓器です 

善玉菌を増やすためには：ヨーグルトなどの発酵食品がおすすめです 

善玉菌のエサをつくるには：食物繊維とオリゴ糖がおすすめです。 

   食物繊維は水溶性と不溶性の２種類があり、水溶性は野菜や果物、海藻類に多く含まれてお 

り腸内の善玉菌を増やします。不溶性は穀類や豆類、きのこなどに多く含まれます。胃や腸 

で水分を吸収して腸の蠕動運動を活発にして便通を促します。 

 

 

 

 

当院食事紹介   …ワンポイント 

・ごはん     …毎食適量の主食を 

・のっぺ汁    …具だくさんの汁で減塩に 

・赤魚の煮魚   …筋力維持に必要なたんぱく源 

・カボチャサラダ …緑黄色野菜でビタミン補給 

・酢の物     …酢を上手に使って減塩メニュー 
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青森市在住の薬剤師（兼ねぶた師）が作ったねぶたです。 

さいころリレーエッセイ 
「私のお気に入り」「ちょっといい話」「恥ずかしい話」「初めての△□」「実はわたしは○△」からお題を選んでいただいて 

エッセイを書いていただきました。 

「ねぶた ＬＯＶＥ」 

 

 山形市に住んだ年月の方が長くなっ

てしまいましたが、実は、私、青森市出

身です。そこで、青森のことを少し･･･ 

新庄といえば「新庄まつり」ですが、

青森市といえば「ねぶた祭り」です。弘

前市は「ねぷた祭り」、五所川原市は「立

ねぷた」と、青森県各地で同様の祭りが

あります。青森ねぶたは人形型、弘前ね

ぷたは扇型、五所川原は縦に大きい一体

の人形型をしています。お囃子、太鼓、

掛け声に違いがあり、「ラッセラー、ラ

ッセラ、ラッセラッセラッセラー」が青

森で、「ヤーヤドー」が弘前、「ヤッテマ

レ」が五所川原です。 

青森ねぶた祭りの最大の楽しみは、跳

ねて踊ることにあります。（観光客も正

装をしていれば、跳ねることができま

す。）１台のねぶたに500～1000人の跳

人（はねと）が1コース約3ｋｍを2時

間かけて乱舞し、一夜で20台近いねぶ

たが運行します。跳人はやみくもに跳ね

ているのではなく、ちゃんとステップを

踏んで踊っているのです。ケンケンパー

の要領でケンケンだけを斜めに進行し

ながら、片足ずつ交互に続けているので

す。今でも夏が近づくと、太鼓やお囃子、

ラッセラーの掛け声で、頭の中がいっぱ

いになり体が動き出します。 

ぜひ、今年の夏は正装で跳人になり、

ねぶた祭りに参加してみてはいかがで

しょうか。薬剤師なのにねぶた師で自ら

の研究所を設立した熱い人や、ねぶた漬、

濃厚煮干しラーメン、ふじつぼのおいし

い店、肉厚ホタテ貝を買える店などお奨

めは山ほどあります。 

青森ねぶたは毎年8月2日から7日ま

での開催です。計画された方に、正装の

着付けの仕方、ステップ、お奨めをお伝

えしたいと思います。ぜひ新庄病院薬剤

部にお越しください。  

 

薬局長 松田美樹子 

 

 

 

山形県立新庄病院改築整備のお知らせ 

２月１日に本院で開催された「山形県立新庄病院改築整備基本計画専門家会議」において、基本計画の案が
概ね承認されました。 

【計画案の概要】 
○ 開院時期  2023 年度 

○ 病院規模  325 床 

地域救命救急センター10 床・地域包括ケア病

棟 50 床・一般病床 265 床(うち感染症病床   

４床) 、延床面積約 27,700 ㎡ 

○ 事業費    約 200 億円(今後精査) 

○ 診療科増設 緩和ケア内科、腫瘍内科、血液内科、精神科・

心療内科、歯科、救急科、リハビリテーショ

ン科、腎臓・内分泌内科、総合診療科 

○ 充実する機能等 

・ 新庄市夜間休日診療所の機能移転 

・ 障がい児のフォローアップ(診療、リハビリ、歯科等) 

・ 患者相談・入退院受付・地域連携業務を行う総合患者支

援センター(仮称)の設置 

・ 患者用図書室、駐車場(約 850 台、一部屋根付き)、ヘリ

ポート、院内保育所、免震構造等の整備検討 
 
県民の皆さんから意見を公募する手続きを経て、平成 30 年

３月末に基本計画が策定される予定です。 

新年度は、新病院の建設に向けて、基本設計等に取り組んで

いくことになります。引き続きご協力をお願いします。 


