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スポーツ外傷とは文字通り、スポーツ中に起こるケガ

のことです。よくあるのが打撲や捻挫、肉離れなどで、

皆さんも一度は経験されたことがあると思います。軽い

打撲や擦り傷などでは、病院に来ずに、自分で処置し

て治される方も多いでしょう。 

 今回はスポーツ外傷の中でも「手術が必要なもの」に

ついてご説明をしたいと思います。スポーツ外傷は捻

挫や肉離れなどいわゆる「急性スポーツ外傷」、テニス

肘(テニス選手によく起こる肘の痛み)など主に使いすぎによって起こる「慢性

スポーツ外傷」に分かれますが、基本的にしばらくの安静で症状が軽快してく

ることがほとんどです。ではどのような場合に手術が必要になるのでしょうか。 

 今回はその中でも比較的数の多い膝の前十字靭帯損傷、アキレス腱断裂

について説明したいと思います。  

 

●膝の前十字靭帯損傷について 

 まず膝の前十字靭帯損

傷についてです。 

 膝関節の損傷としては前

十字靭帯損傷、側副靭帯

損傷、半月板損傷などがあ

ります。側副靭帯損傷、半

月板損傷は保存的治療で

対応できることもあります

が、前十字靭帯損傷は手

術を要することがほとんど

です。前十字靭帯損傷は、

サッカーやラグビーなどの

コンタクトスポーツで、相手

チームの選手にタックルさ

れ て 膝 を ひ ね っ た り、バ

レーボールのジャンプの着地やバスケットボールでの急な方向転換などで、

膝に過度の負担がかかって起こります。膝には4本の靭帯があって関節の動

きをコントロールしているのですが、それらが耐えられる以上の力がかかると

靭帯が切れてしまいます。前十字靭帯は膝の関節の中にあるので、切れると

そこからの出血が関節にたまるのが特徴です。診察だけでだいたい診断はつ

きますが、他の靭帯などの評価も兼ねてMRIの検査を行うようにしています。   
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 損傷した前十字靭帯はギプス固定などでは

治りません。手術をしなくても1ヶ月程度で痛み

はとれますが、靭帯は切れたままです。そのた

めスポーツの続行を希望する人は手術を勧め

ています。手術は近くの腱を使って靭帯を再建

するのが一般的です。手術後は関節や筋肉の

運動などのリハビリが重要で、スポーツ復帰ま

でには通常6ヶ月以上かかります。そのためス

ポーツ選手で前十字靭帯をケガすることは致

命的であり、場合によっては選手生命の危機

にさらされることもあります。フィギュアスケート

の高橋大輔選手、野球ではソフトバンクホーク

スの小久保裕紀選手、サッカーではバルセロ

ナのシャビ選手がこのケガで苦しみました。  

 

●アキレス腱断裂について  

 次にアキレス腱断裂についてです。アキレス

腱断裂は踏み込み、ダッシュ、ジャンプなどの

動作でふくらはぎの筋肉が急激に収縮した時

や、着地動作などで急に筋肉が伸ばされたりし

た時に起こります。30-50歳のスポーツ愛好家

に多く、レクリエーション中の受傷が多いのが

特徴です。バレーボール、テニス、バトミントン、

ソフトボールなどでの受傷が多くみられます。 

 バチッとかパンとか腱が断裂した時の音を自

覚していることもあります。アキレス腱断裂は診

察で簡単に分かります。アキレス腱を触ると、

断裂部に陥没を触れ、そこを痛がります。また

通常ふくらはぎを強くつまむと、正常だと足関節

は足底へ向きますが、それが起こらなくなりま

す。治療は断裂したアキレス腱を直接縫合する

手術治療と、手術を行わずにギプスや装具を

用いて腱の修復を目指す保存治療がありま

す。早期スポーツ復帰を目指す場合には、手

術を行った方がよいでしょう。 

 保存治療は固定期間が長く、その間に筋力

が弱り、リハビリにも時間がかかります。手術

の跡が気になる、高齢である、スポーツ復帰

を早急に考えていない場合は、保存治療でも

構いません。アキレス腱断裂をしたスポーツ

選手にサッカー元イングランド代表のベッカ

ム選手がいます。ベッカム選手も手術を受け

ました。手術を受けても全力でのスポーツ活

動ができるのには半年程度はかかります。

ベッカム選手は結局ワールドカップ(南アフリ

カ大会)には出場できませんでした。 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●最後に 

 スポーツ選手にとってケガは避けられない

ものです。大きなケガを乗り越えて、スポーツ

復帰を果たしたプロ選手には勇気を与えられ

ますよね。皆さんの中でもスポーツ中のケガ

で現在も苦しんでおられる方もおられるでしょ

う。何でも気になることがあれば、上五島病

院整形外科へご相談下さい。一日でも早くス

ポーツ復帰ができるように、一緒に頑張りま

しょう。 

（整形外科 三好 康広） 
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※船の欠航等により、予定は変更となる場合があります。ご了承ください。 

※赤字の診察は予約・紹介予約の患者さんのみです。 

  泌尿器科 耳鼻科 循環器科 神経内科 皮膚科 

            

9月3日（月）   
原先生 

午前（10時～）、午後 
  

調先生 

午前 
  

9月4日（火）   
原先生 

午前 

武野先生 

午前（10時～）、午後 
    

9月5日（水）         
清水先生 

午前 

9月6日（木） 
大仁田先生 

午前（10時～）、午後 
        

9月7日（金） 
大仁田先生 

午前、午後（～16時） 
        

            

9月10日（月）   
穐山先生 

午前（10時～）、午後 
  

森先生 

午前 
  

9月11日（火）   
穐山先生 

午前 

深江先生 

午前（10時～）、午後 
    

9月12日（水）         
小川先生 

午前 

9月13日（木） 
大庭先生 

午前（10時～）、午後 
        

9月14日（金） 
大庭先生 

午前、午後（～16時） 
        

            

9月17日（祝）           

9月18日（火）   
畑地先生 

午前 
      

9月19日（水）         
竹中先生 

午前 

9月20日（木） 
志田先生 

午前（10時～）、午後 
        

9月21日（金） 
志田先生 

午前、午後（～16時） 
        

9月22日（祝）           

            

9月24日（月）   
山口先生 

午前（10時～）、午後 
      

9月25日（火）   
山口先生 

午前 

武野先生 

午前（10時～）、午後 
    

9月26日（水）         
鍬塚先生 

午前 

9月27日（木） 
松尾先生 

午前（10時～）、午後 
        

9月28日（金） 
松尾先生 

午前、午後（～16時） 
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皆さんが病気やけがで病院を受診すると、治療のために内服薬を処方されます。鎮痛剤、胃

薬、血圧やコレステロールの薬など種類は様々ですが、服用の仕方や薬の管理、飲み忘れなど

気になることも多いと思います。今回、一般的な「薬の飲み方」についてまとめてみました。 

１．薬の正しい飲み方 

原則として、薬はコップ１杯くらいの水(白湯)でかまずに服用します。薬を水なしで飲むと、

薬が食道につまり、そこで炎症を起こしたり潰瘍ができることがありますのでやめましょう。    

ただし、新しい薬の型で、水なしでも服用できる錠剤が出されています。“口腔内崩壊錠”は

口に含むと口の中で速やかに崩れ、簡単に飲み込むことができ、かつ適正に効果が出るよう

開発された錠剤です。しかし、まだほんの一部の薬しかこの剤型はありません。 

 

２．正しい服用時間 

薬の服用時間は、薬の効き方や食事の影響などを考えて決められています。 

ぜひ守るようにしてください。 

      ●食   前 ：  食事の30分前に服用することです。 

    ●食直前 ：  食事の直ぐ前に服用することです。 

    ●食   後 ：  食事の30分後に服用することです。 

    ●食   間 ：  食事の2時間後に服用することです。 

    ●寝る前 ：  寝る前の30分前に服用することです。 

 

３．とんぷく薬の使い方 

とんぷく薬は、発作のときや症状のひどいとき、一時的に飲む薬です。解熱薬、痛み止

めの薬、便秘の薬、喘息の発作を抑える薬などがあります。症状がなくなった後は、飲まな

くてもよい薬です。 

 

４．薬の保管のしかた 

薬は、光や湿気に弱いので缶やタッパーに入れて保管してください。冷所保存の薬は、冷

蔵庫に入れてください。冷凍庫はダメです。 

夏の炎天下では、車から離れるときは車の中に置かないでください。また、小児の手の届か

ない所に置いてください。  
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最後に 

薬は病気を治すために患者さんに服用して頂いています。飲み方や使い方を間違えると、上

手に薬と付き合えなくなります。 

分からないことや困ったことがあれば、自分で判断しないで、必ず医師やかかりつけ薬局の

薬剤師に相談しましょう。                             （薬剤師  湯川 浩一） 

５．薬を飲み忘れたとき 

目安として飲み忘れに気がついた時が、本来の飲むべき時間より次回に飲む時間に近い

ときは、忘れた分はとばしてください。逆に、飲み忘れに気がついた時が、本来飲むべき時

間からあまりたっていなければ、気がついた時点で服用してください。いずれにしろ、忘れた

からといって２回分を１度に服用してはいけません。詳しいことは、医師やかかりつけ薬局の

薬剤師に聞くか、事前に対処法を聞いておくとよいでしょう。 

また飲み忘れた場合は、必ず次回の診察時に医師にそのことを伝えましょう。医師は処方さ

れた薬が正しく服用されたことを前提に診察します。ですから、正しく服用されていないことを

知らないで診察しますと、医師は前回処方の薬では効果がみられないと判断し、薬の処方量

を多くしたり、種類を増やしたり、もっと強い薬にかえたりすることがあるかもしれません。そ

れは患者さんの身体にとって、とても負担になります。必ず服用中の出来事を次回の診察時

に伝えてください。 

【お申込み・お問い合わせ】 

  上五島病院 総務係 

   〒８５７－４４０４ 南松浦郡新上五島町青方郷1549-11 

   電話 ５２－３０００  

現在、上五島病院では、下記職種の職員を募集しております。 

詳しくは、上五島病院正面玄関横の掲示板または上五島病院売店横の掲示板をご覧いただ

くか、上五島病院総務係までお問い合わせください。 

 

 ● 介護職員【２級ヘルパーまたは介護福祉士】 

   （臨時職員・パート職員） 

 

 ● 保育士（パート職員） 

 

 ● 給食調理員（パート職員） 
 

 

希望される方は、下記申込先へ履歴書を提出してください。 
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◎赤字は新患担当医を示します。 

◎耳鼻科の月曜日と泌尿器科の木曜日 朝の診療開始時刻は午前10時です。 

◎長大は長崎大学からの派遣の先生の診療です。予約が出来ない場合がありますので、ご了承下さい。 

上五島病院外来担当医一覧 (H24年7月1日～) 

診療科 月 火 水 木 金 

総合診療科 深江/（直野） 山川 
枡田/大澤 

（深江） 
桑原/（直野） 山口将/（山口卓） 

内科 

１ 診 山川 山口将 本田 本田 本田 

２ 診 岸川 岸川 岸川 緒方 岸川 

３ 診 緒方 白浜 白浜 山口将 山川 

４ 診 大澤 緒方 直野 井上 井上 

午後再診   白浜 白浜     

神経内科（予約） 第1週 調         

循環器内科（予約）   隔週 長大       

胃カメラ 
本田 本田 緒方 岸川 堀川 

山口将 堀川、直野 山川、井上 深江 大澤 

大腸内視鏡（午後）   本田 緒方 本田   

検診 
１ 診 井上 深江 山口将 山川 直野 

２ 診     山口卓 大澤 桑原 

外科 堀川 八坂 堀川 八坂 深江 

整形外科 

１ 診 一宮 市村 一宮 市村 市村 

２ 診 市村 三好 市村 三好 三好 

３ 診 三好   三好   （一宮） 

麻酔科 ペイン   山口卓   山口卓   

小児科 
午前 小森、北島 北島、小森 小森、北島 北島、小森 小森、北島 

午後   小森、北島 北島、小森 小森 北島、小森 

 
髙原 山口純 髙原 助産師外来 髙原 

山口純 髙原 山口純 髙原 山口純 

眼科 午前 船越 船越   船越 船越 

泌尿器科 
午前     長大 長大 

午後     長大 長大 

精神科 
午前 吉富 吉富 吉富 吉富 （保健所） 

午後 吉富 吉富 吉富 吉富 （保健所） 

耳鼻科 
午前 長大 長大       

午後 長大         

皮膚科     長大     

放射線科 
午前        第1週 長大 

午後         第3週 長置 

産婦人科 
産科 

婦人科 



 

 

Page 7 第86号 

●平成25年4月に医療技術諸学校に入学予定の者又は在学中の者

●平成２４年9月3日（月）～平成２４年１０月３１日（水）

●大学以外の医療技術諸学校に在学する者

① 入学金 １６９，２００円以内

② 授業料 年額 ３７９，２００円以内

③ 実習費 年額 ８０，０００円以内

④ 教科書購入費 年額 ５０，０００円　　

⑤ 生活費 月額 ５０，０００円　　

●大学の医療技術職員を養成する課程を有する学部又は学科に在学する者

① 入学金 ２８２，０００円以内

② 授業料 年額 ５２０，８００円以内

③ 実習費 年額 ８０，０００円以内

④ 教科書購入費 年額 ５０，０００円　　

⑤ 生活費 月額 ５０，０００円　　

●医療技術諸学校に在学中の期間

●免許取得後、貸与を受けた２倍の期間を上五島病院に勤務したとき

　（お問い合わせ先）

　　〒857-4404　長崎県南松浦郡新上五島町青方郷1549-11

　　電話　0959-52-3000　　FAX　0959-52-2981

　　E-mail　kamihp@gold.ocn.ne.jp

●長崎県上五島病院総務係に下記書類を提出してください。

　　①履歴書（要写真）

　　②学校長推薦書

　　※学校長推薦書の様式は上五島病院総務係で配布するほか、上五島病院ホーム

　　 　ページ上からPDFファイルにてダウンロードすることも可能です。

●小論文・面接試験を平成２４年１１月中旬に実施します。

　　（詳細な日時は後日応募者に通知します。）

上五島病院では、将来、地域医療に情熱をもって勤務しようとする学生の皆さん
（看護学生・薬学生）に修学資金を貸与します。
ご希望の方は下記までお問い合わせください。

１．募集対象者（看護師及び薬剤師）

２．募集期間

３．応募方法

４．選考方法

５．貸与内容等（平成２５年度）

６．貸与期間

７．返還免除
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○５つの行動目標 

①信頼と満足の得られる医療の提供 

②地域の基幹病院としての診療機能の              

充実 

③地域における保健・医療・福祉の連携

④ＩＴ化によるさらなる医療の効率化 

⑤地域における疫学研究と医療従事者 

   の教育・研究の推進 

電話  0959-52-3000 

FAX    0959-52-2981 

Email   kamihp@gold.ocn.ne.jp 

URL http://www.kamigoto-hospital.jp 

編集・発行 ：上五島病院広報委員会  2012.9.1 発行     発行責任者 ：八坂貴宏   

○基本理念 

 地域と共に歩み、  

        信頼され親しまれる病院 

◆ご意見、ご感想を下記までお寄

せください。 

長崎県上五島病院 

８５７－４４０４ 

長崎県南松浦郡新上五島町青方郷１５４９-11 

 上五島がもっともにぎわう8月が終わり、9月になりま

した。みなさんいかがお過ごしでしょうか。 

 

 9月といえば台風のシーズンですね。 

（とはいえ、ここ数年上五島は台風直撃･･･ということ

がないように感じますが･･･） 

 みなさんは台風に名前がついていることをご存じで

しょうか。 

 日本においては、気象庁が発生順に台風番号

（ニュースでよく目にする“台風○号”というものです）

をつけています。特に被害の大きかった台風は、上

陸地点の名前をつけて呼ぶこともあります。 

 しかし、インターネットなどで台風情報を調べてみて

ください。例えば今年の7月末～8月頭に発生した台

風9号には“Saola”(サオラー)、台風10号には

“Damrey”(ダムレイ)という名称がついています。これ

は一体何なのでしょうか･･･ 

 台風には従来、米国が英語名(人名)をつけていまし

た。しかし、平成12年より、台風委員会(北西太平洋ま

たは南シナ海で発生する台風防災に関する各国の政

府間組織。日本他14カ国が加盟)が、北西太平洋また

は南シナ海領域で発生する台風には同じ領域内で用

いられている固有名詞をつけるというように決定しま

した。この固有名詞はあらかじめ“Damrey”から

“Saola”まで140個用意されており、“Saola”までいくと

また“Damrey”まで戻ります。 

 このように、台風の名前は繰り返して使用されます

が、大きい災害をもたらした台風などは、台風委員会

からの要請を受け、その名前を以後使用しないよう変

更することもあります。  

～～  台風の名称について台風の名称について  ～～  

 ちなみに“Damrey”はカンボジア語で“象”、“Saola”

はベトナム語で“ベトナムレイヨウ”(ウシ科サオラ属

の動物)という意味だそうです。 

 140個の中には日本が提案したものもあります。 

“Tembin”“Yagi”“Usagi”“Kajiki”“Kammuri”“Kujira”

“Koppu”“Kompasu”“Tokage”“Washi”の10個です。 

 この単語チョイスは一体･･･？とお思いかもしれま

せんが、これは、“てんびん座”“やぎ座”“うさぎ座”

“かじき座”“かんむり座”“くじら座”“コップ座”“コン

パス座”“とかげ座”“わし座”と、実は星座の名前に

なっています。 

 なぜ星座を使ったのかというと、船乗りさんたちと

深い関係があるようです。昔、船の上では自分の位

置を知るために星座を目印にしていたとか。船乗りさ

んたちにとって台風の影響は無視できないので、特

に注意してもらうために星座名にしたとのこと。あま

り耳にしたことがない星座ばかりなのは、特定の企

業名や商標に使用されている有名な星座名だと、そ

の企業や商品に台風の悪いイメージがついてしまう

かもしれないということを考え、そういったものに使用

されていないものを選んだためだそうです。 

 ここで、みなさんに問題です。 

 8月末に発生した台風14

号の名前は何でしょうか。

ぜひ、調べてみてください。

(参考 気象庁ホームペー

ジ www.jma.go.jp) 

（広報委員会 江口・馬込） 


