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『ペインクリニックとは』

巻 頭 言

日本鋼管病院　副院長

津 崎  晃 一
K o u i c h i  T s u z a k i

本年4月より当院に副院長と
して着任致しました津崎

です。
私は麻酔科領域を専門として

おり、特に疼痛治療に力を入れ
ております。
今回はそれらについてご紹介

させていただきたいと思います。

麻酔科医と疼痛管理

麻酔科医の業務は単なる手術
麻酔だけでなく、周術期管理（手
術の前後を含めた全般的な幅広
い管理）を含み、近年では周術期
管理チームの中心メンバーとして
急性期管理の要を担っています。
この周術期管理では、従来、集
中治療に代表される呼吸・循環
動態の安定化や感染対策が重視
されてきましたが,エビデンスの
集積から派生した術後回復力強
化プログラムでは、栄養管理と
ともに適切な術後痛管理が患者
のストレス反応を軽減し、合併
症の低減や予後の改善をもたら
すことが示されています。疼痛
自体は、器質的あるいは機能的

異常の存在を知らせるアラーム・
システムとして極めて重要ですが、
交感神経系の興奮により心筋虚
血の原因となる心筋酸素消費の
増大や消化管運動の抑制、内因
性カテコラミンの増大に伴う異
化亢進（食べ物など外から取り
入れたものや、体内で作った物
質を分解すること）、胸腹部手術
後の換気抑制などの原因となり、
精神的にも情動不安や恐怖・抑
うつなどのネガティブな面を引
き出す厄介な存在です。一般に
は麻酔科の急性痛管理部門がこ
れらに対応しますが、ここでは
遷延性術後痛や慢性疼痛、がん
性疼痛などを主な対象とするペ
インクリニックの治療手段をご
紹介しましょう。

薬物療法

痛みの情報を脳に伝える役目
は末梢および中枢神経系が担っ
ていますが、末梢神経の末端に
存在するセンサ（侵害受容器）が、
熱刺激・機械刺激・化学刺激な
どの物理的な刺激によって興奮

すると、その興奮が一次求心性
線維（感覚神経の軸索）を通じて
脊髄に伝えられ、そこで次の神
経細胞からさらに複雑な神経ネッ
トワークを経由して大脳皮質の
感覚領野に到達します。このよ
うな痛覚情報の伝達様式を侵害
受容性疼痛と呼び、多くの急性
痛がこのメカニズムによって生
じるとともに、一般にはロキソ
プロフェンのような非ステロイ
ド抗炎症薬やモルヒネに代表さ
れるオピオイド（鎮痛薬）が有効
です。一方、神経絞扼や神経損
傷など、痛覚情報の伝達機構そ
のものに障害がある場合、障害
部位より中枢の神経系における
過敏性（中枢性感作）や神経細胞
間の情報伝達を担うさまざまな
神経伝達物質の異常（受容体の発
現や活性化など）が生じる結果、
多くの慢性疼痛すなわち神経障
害性疼痛をもたらすと考えられ
ています。この神経障害性疼痛
の特徴は、非ステロイド抗炎症
薬やオピオイドが効きにくい反面、
抗うつ薬や抗けいれん薬に代表
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される鎮痛補助薬が有効な点で
す。薬理学的にはノルトリプチ
リンなどの三環系抗うつ薬やデュ
ロキセチンなどのセロトニン・
ノルアドレナリン再取り込み阻
害薬（SNRI）は、上記の侵害受容
機構に対して抑制的に働く神経
路（下行性抑制経路）を活性化す
ることで鎮痛作用を生じ、プレ
ガバリンなどの抗けいれん薬は
さらに神経興奮性を低下させる
とされています。臨床的に前者
は持続性の灼熱痛、後者は発作
的な電撃痛に有効ですが、鎮痛
作用の発現にはある程度の時間
（数日）を要することや、必ずし
も用量反応関係が明確でないこ
と、循環系などを含む副作用に
対する注意が必要です。

神経ブロック

ペインクリニックにおける治
療手段が薬物療法に限られるわ
けではありません。
疼痛経路の一部に局所麻酔薬

や神経破壊薬を注射し、あるい
は高周波焼灼を加えることで一
時的または比較的長期にわたって
遮断を行う神経ブロック療法は、

近年の超音波エコー法の併用に
より、ブロック針先端の位置や
注射液の広がりが視認できるよ
うになり、安全性や確実性が飛
躍的に高まってきました。また、
体性神経だけでなく交感神経を
遮断することも可能な点は、膵
癌の上腹部痛に対する腹腔神経
叢ブロックや、上肢・顔面の疼
痛に対する星状神経節ブロック
など、交感神経依存性疼痛に応
用されています。侵襲的な処置
である神経ブロックは、確かに
出血や感染・神経損傷という合
併症の危険を伴いますが、適応
を選べばこれほど有効な手段も
ありません。

手術療法

慢性疼痛には複合性局所疼痛
症候群（CRPS）と呼ばれる特殊
なタイプの難治性疼痛が知られ
ています。これは外傷に引き続
き生じる慢性疼痛で、疼痛部位
の浮腫や痛覚過敏・皮膚血流の
変化・緩徐に進行する萎縮性変
化・骨脱灰などを特徴とします。
無論、薬物療法や各種神経ブロッ
クなどが適応になりますが、脊

髄硬膜外腔に刺激電極を留置し、
心臓ペースメーカに類似した装置
を身体に埋め込んで電気刺激を
加える脊髄電気刺激療法が有効
な場合があります。ペインクリ
ニックではもっとも侵襲度の高い
治療法ですが、他の手段が有効
でない場合には、体外刺激装置
によるトライアルが可能ですので、
選択肢の一つとして考えておく
べきでしょう。
以上、ペインクリニックにお

ける基本的な治療法を簡単に紹
介しました。
痛みをゼロにすることはなか

なか困難ですが、『夜間良眠』『安
静時の疼痛緩和』『体動時の疼痛
緩和』のように、段階的な目標達
成に向けて今後とも努力してい
きたいと考えています。
ペインクリニックの外来を毎

週水・金曜の午後にこうかんク
リニックにて行っています。
慢性的な疼痛にお悩みの方は、

ご相談下さい。

『ペインクリニックとは』
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　当院からほど近い、川中島中学出身の読売ジャイアン
ツ井端弘和選手。2006 年から地元川崎市の少年野球の
発展のために「井端弘和杯学童野球大会」を主催してい
ます。
　約 150 ものチームが参加するマンモス大会なのです
が、この大会のメディカルサポートをしているのが、ス
ポーツ整形外科の都賀誠二医師です。
　大会に参加している選手は小学生。成長期の真っただ
中にあり、肩や肘に傷害を起こす子供も少なくありませ
ん。治療からリハビリの担当は勿論、怪我をしないため
の正しい投球フォームの指導、熱中症予防の啓発など、
都賀医師は多岐に渡り野球少年たちを見守っています。
　また、医療面のサポート以外にも、試合前の早朝から
グランドの整備や周辺の草刈りを手伝うなど、地域への
貢献の想いも込めています。
　都賀医師の今後の抱負は、野球検診を広め怪我の早期
発見数を増やすこと。
　野球ができなくなったり、長期離脱するような怪我に
苦しむ選手を少しでも減らしたいと考え、今日も休日返
上でグラウンドへ向かいます。

　日本女子サッカーリーグの最高峰「なでしこリーグ」のひとつ下
の「チャレンジリーグ」に所属する「スフィーダ世田谷 FC」。なで
しこリーグ昇格の有力チームです。
　このチームのメディカルチームのメンバーを務めるのが飯嶋優子
医師。今年の 4 月から、こうかんクリニックの総合内科外来を担当
しています。
　サッカー大好き飯嶋先生も根っからという訳でなく、その出会い
は「余っていたチケットがもったいないから」と知人に誘われた横
浜マリノスの試合。「サッカーに興味は無かったし、試合など見た
ことも無かった」先生は、そこで観た中村俊輔選手のプレーに完璧
に魅了されたそうです。
　以来、サッカーへの思いは強くなり「サッカーを頑張る選手の
力になりたい！」と考えた先生は、内科が専門にもかかわらず、ス
ポーツドクターの資格も取得してしまいました。
　その後、U-16、14 女子サッカー日本代表の帯同ドクターを務め
ていた先生に、医療サポートの充実を目指していたスフィーダがオ
ファー。今年の 2 月にメディカルチームが正式に結成されました。
　そんな飯嶋先生の目標は、「選手の悩みをもっと聞いてあげられ
るようになること」「同性ならではの利点を活かしたきめ細やかな
診療で、万全なコンディション作りのお手伝いをすること」
　そして、「女子サッカーリーグで日本一のメディカルサポート
チームになること」。
　クラブ名のスフィーダ（SFIDA）は「挑戦」を意味するイタリア
語。なでしこリーグを目指すチームと共に、飯嶋先生の挑戦も始
まったばかりです。

少年野球を支える整形外科医

女子サッカーを支える内科医

都賀医師

スポーツをボランティアで支えるドクターたち

飯嶋医師
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　皆さんが楽しんで運動を継続してゆけるようスタッ
フ一同でサポートさせていただきます。また来年も元
気で参加して下さいね。お待ちしています (^^)

つつじ会への入会やイベント参加、お問い合わせは
日本鋼管病院　栄養管理室　竹岡（タケオカ）迄どうぞ

つつじ会 ウォークラリー
2014 開催

不忍池で鯉にエサをあげたりし
つつ…

集合。
すでに汗かいてる人も？

では、まいりましょうか！

まずは理学療法士と、しっかり
準備体操

毎回同行して患者さん方を
見守る祝田先生。イザとい
う時も安心！

野口英世さんもいらっ
しゃるんですな

だいぶ行程も進み、そろ
そろお腹も減ってきた

何を撮っているのかな？

お待ちかねのランチ！管理栄養
士が事前にお店と相談したメ
ニューの「まぐろ御膳」　食後
の血糖測定も皆さんバッチリで
した。

木立の中を快調にウォー
キング

咲き始めたアジサイを楽しみな
がら

start

GOAL

　糖尿病患者さんと当院糖尿病センタースタッフで運営 
する「ツツジ会」の年イチイベント、ウォークラリーが今
年も 5 月に開催され、多くの会員さんとスタッフが参加し
ました。
　今回は「上野ウォーキング　～春の水辺をひとまわり～」
をテーマに、上野恩賜公園に集合。当日は晴天に恵まれす
ぎてちょっと暑いくらいでしたが、木陰や池が時おり涼風
を届けてくれます。さぁ、それではスタート！

快晴です♪
日頃の行い良し！…多分

ウオーキングのポ
イント

効果的な歩き方

西郷どんをバックに。
皆さん楽しんで
もらえましたか？
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今回お邪魔するいしい医院さ
んの先代院長である故石井博先
生は、昭和30年代当時勃興期で
あった当院の外科部長を務めら
れ、その発展に大きく寄与され
たという深い繋がりがあります。
今日は、二代目院長である石
井貴士先生にお話を伺います。
ー石井先生、よろしくお願い
致します。
貴院には先代院長先生、そして
石井先生と二代に渡り大変お世
話になっております。早速です
が、お父様から先生に引き継が
れた経緯を伺えますか？
父は慶応義塾大学を卒業後、日本鋼管病院に入職し、長く外科部

長を務めておりました。
地域医療の更なる発展を志していた父は、昭和40年、この場所

に「石井外科医院」を開業して多くの患者さんを診療していたそう
です。
私は、平成4年に東邦大学医学部を卒業後、同消化器外科に入
局、東邦大学大森病院に勤務していました。父は「医院を継ぎなさ
い」とは一言も言わない人でしたので、家業を手伝うこともなく大
学病院で自由にやらせてもらっていましたが、父が突然病に倒れ、
大学と兼務で週3回当院に診療に来ることになり、その父も僅か
4ヶ月後には他界してしまいました。
当初はこのクリニックを閉めるつもりでしたが、父を深く偲んで
涙してくれるかかりつけの患者さん達を見て、「ここを継承して患
者さんのお役に立つことが自分に課せられた運命ではないか？」と
感じました。患者さん達は、父が残してくれた大切な財産だと思っ
たのです。
そして平成13年に父の後を継ぎ、医院名を「いしい医院」とし、
建物もリニューアルして「ここで頑張っていこう」と決心してス
タートしました。
ー突然の継承だったわけですね。様々なご苦労があったのでは？
前記のような経緯から、開業する心構えも準備期間も無くゼロか

らのスタートでした。
特に苦労したのは、色々な届出や職員さんの雇用、診療報酬の算
定や請求についてでしたね。
大学病院で働いているときは全く関わりの無い分野だったので、

診療報酬の算定以前に基礎の基礎から勉強しなければならず、大学
病院の医事課に毎日のように電話をかけて聞いていました。
医療よりもむしろ、保険診療のルールと実務の習得には本当に苦
労しました（苦笑）

最初の一年はあまりに目まぐるしく、「こんなことなら大学病院
に残った方が良かったかな？」と思うこともあったほどです（笑）
ーなるほど。今ではすっかり地域に信頼される先生にもそのよう
なご苦労があったのですね。
　先生が目指すところ、大切にしているところは？
地域柄、専門性を追求するよりもプライマリケアに重きを置いた

ホームドクターでありたいですね。使い勝手の良いクリニックを目
指しています。お子さんでも高齢者の方でも、まずは来院してお話
をよく聞かせてもらいます。
また、新しいものを導入するというより、今行っている診療の精
度を高めること、日々きちんと繰り返し診療して患者さんの状況を
詳細に把握することが大切だと考えています。
色々な検査をして病気を探すことは大きな病院の役割で、自分の
守備範囲をわきまえ適材適所で大きな病院と連携をとる。ただし、
紹介するからには責任を持って紹介させていただく。
患者さんの病気を治すというより、健康な状態を保つことが自分

の仕事だと考えています。
ー貴院の診療の特徴を
教えてください
経鼻内視鏡の導入は地
域では早かったのではな
いでしょうか？女性を中心
に「楽に内視鏡検査が受
けられる」と好評です。
現在、当院の内視鏡の
検査治療は経鼻に特化し
ており、これらでカバーで
きない場合は、日本鋼管病院さんをはじめ設備の整った医療機関に
速やかにご紹介しております。
ー川崎市医師会の理事も務められ、日々多忙を極めておられると
思いますが、オフの気分転換方法を伺えますか？
トライアスロンを始めたので、トレーニングを兼ねてプールで泳
いだりランニングすることがリフレッシュ法ですね。特にランニン
グは夜間や早朝に時間が空いたときにすぐできるので、時間を見つ
けて近隣を走っています。時には大井埠頭で自転車の練習をしたり
もします。5月に横浜で開催された大会に出場したのですが、将来
的にはアイアンマンというトライアスロンの最高峰に挑戦したいと
思っています。
ー最後に一言お願い致します。
健康になることを最終目標と考える方がいらっしゃいますが、

「お酒を飲んだり、美味しいものを食べたり、好きなことをするた
めに健康になろう」という風に考えれば、普段の節制にも余裕が生
まれるのではないでしょうか。患者さん方が人生を楽しむための健
康を守って行きたいですね。

地域医院との連携 30 いしい医院

院 長：石井 貴士　
診 療 科 目：内科・外科
住 所：川崎市川崎区桜本 2-4-9
主な検査・機器： 胃カメラ ( 経鼻 )、超音波検査、心電図、レントゲン、ウォーターベッド、スー

パーライザー
診 療 日：

T　E　L：044-288-5320

診療時間 月 火 水 木 金 土 日・祝祭
 9：00～
12：00 ● ● ● × ● ● ×

15：00～
18：30 ● ● ● × ● × ×

第一
京浜

132

日本鋼管病院

いしい医院

桜川公園桜川公園

桜本中

藤崎小

101

首
都
校
則
神
奈
川１
号
横
羽線

川
崎
駅 京急

川崎
駅

川崎協同病院

石井貴士院長

MAP

リラックスして内視鏡検査を受けてもらえる
よう、工夫が凝らされています。
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今日は川崎区中島にある、財団法人川崎沖縄県人会さんをお尋ねし
ました。

こちらには川崎沖縄県人会の事務局があり、沖縄芸能にまつわる習
い事教室や沖縄文化に触れるイベントの企画開催など様々な活動をし
ています。

全国各地にある沖縄県人会ですが、近年の沖縄ブームもあり設立が
進み、都内では23区それぞれに県人会があるほどだそうです。

なかでもこちらは、全国最大規模！なぜそんなに大勢の会員がこの
川崎にいらっしゃるのか？

川崎沖縄県人会会長の比嘉孝さんにお話を伺いました。

　　　石を投げたら「アガー！」
「戦前戦後に遡りますが、産業の少ない沖縄で職に就くのは簡単でな

く、工場や会社が数多く密集している川崎や九州の八幡など全国の工
業地帯に、戦後就職に出たのがきっかけでしょう。

特に川崎は日本鋼管をはじめ、東芝や味の素などが林立する全国屈
指の京浜工業地帯がありましたから、就職に来た人の数はとりわけ多
かったようです。また、戦前（大正13年頃）今の川崎競馬場のあたり
に富士ガス紡績という会社があり、全国から女工さんが招かれました。
その女工さんと日本鋼管などで働く工員さんが結婚し、さらにその人
たちを頼って出てくる親類も増えました。故郷に戻らない覚悟で出て
きた人達ばかりだったので、結果この周辺にコミュニティーが生まれ
たということでしょうね。沖縄から来た男性は日本鋼管、女性は富士
ガス紡績に勤めている人が一番多かったそうです。

当時、川崎や鶴見では、石を投げると「アガー（沖縄の方言で痛い）」
と言うくらい沖縄の人が多かったとか(笑)」

　　　90年の歴史を持つ「川崎沖縄県人会」
「会の発足のきっかけは大正12年の関東大震災で、震災後の影響に

苦しむ故郷の同胞の救済のために翌13年開設されました。当時は沖
縄から出てきた喰うに困った若い人の生活の世話をしていたそうです
が、今はそういう時代でもないので、沖縄の文化を広めて沖縄を大好
きになってもらえる活動に専念しています。先にお話した土壌もあっ
て、年々輪が広がって、おかげさまで今年の5月には創立90周年記念
式典を盛大に行うことができました。昭和47年の本土復帰前は差別的
な扱いも受けていたそうですが、今は沖縄人であることを自慢できる
し、沖縄に好意を持ってくれる方が大勢増えました。とてもありがた
いと思っています。」

こちらでは「はいさい保育園」を経営されていますが、県人会が保育
所を経営しているのは相当珍しいのでは？
「全国でも初ではないでしょうか。県人会の基盤が財団法人であり、

市の認可もきちんと得ている正式な施設です(笑)。日頃、保育施設の
入園待機の悩みを抱えているお母さん方の話を聞いたり、私自身孫が
同じ問題を抱えていたこともあって、『それなら自分のところで作って
しまおう！』と。これも地域の皆さんへの恩返しと、親御さんが安心し
て働けることが地域の活性化に繋がると考え、利益度外視で頑張って
います。ただ、定員の問題から新規入園は残念ながらお断りしている
状況です。」

　　　イチャリバチョーデ
「沖縄には、三線・太鼓などの音楽や、琉球舞踊、エイサー踊り、食

べ物、風景など素晴らしいものや文化がたくさんあり、人と人には「ゆ
いまーる（助け合い）」や、年寄りを尊ぶ精神があります。また、内地に
は一期一会という言葉がありますが、沖縄には「イチャリバチョーデ（会
えば兄弟）」という、私が大好きな言葉があります。

この言葉を踏まえながら、芸能文化や生活文化を大事にして、それ
を広めたいと考えています。」

1ページでは、とてもお伝えしきれない魅力に溢れた沖縄。
毎月当会館でイベントの開催や、習い事の生徒募集をしているので、

是非足を運んでみてはいかがでしょうか？特典付きの県人会会員も募
集中（沖縄出身でなくても全然OK！）
詳しくはWeb

「かりゆし」会長のお勧め
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第四回 川崎沖縄県人会
神奈川県川崎市川崎区中島2-3-2　沖縄会館

エイサー

伝統工芸の「びんがた」

検索川崎沖縄県人会

沖縄県人会の隣に
保育園を開設しています。

比嘉孝会長

ふれあい　vol.337




