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11月に入り、まもなくインフルエンザの
流行期になってきます。インフルエンザ予防と
いうと日本人はマスクを着用する人が多く
います。小・中学校でも予防にということで、
マスクの着用を勧めますね。
しかし、諸外国の方達は、そんな日本人を

見てびっくりするそうです。日本にはこんなに
インフルエンザに罹患した人達がいるのか
と・・・。
なぜなら、外国では「咳エチケット」といい、
咳をしている人が他の人にうつさないように
する意味で着用するからです。日本でもこの
考え方はいわれていますが、まだまだ皆さんが
理解して行うというところまでは浸透して
いません。では、マスクを着用するとどのくらい
インフルエンザは防げるのでしょうか？
皆さんがドラックストアなどで購入する

マスクは、どんなマスクでも、自分が咳をして
いる場合に人にうつさないようにする性能は
約 96〜99％です。しかし、逆にうつされない
ようにする目的で使用する場合は、
高性能なものでも約 70％しか
防げません。この数字はどちらに
しても正しく着用された場合です。
マスクの正しい着用方法は、

鼻・頬・あごなどに隙間を作らずぴったり
フィットさせることです。また、外す時もマスク
表面や内側はウィルスなどが付着し、汚染
されていると考えて、ゴムの部分を持って
捨てることが原則になっています。

では、どのようにすれば、インフルエンザ
から身を守れるのでしょうか？

以上のことが基本となります。

高齢者の方
達にとってイ
ンフルエンザ
は、罹患する
と肺炎などの
合併症を併発しやすい怖い病気です。これらの
ことに気をつけて、インフルエンザに罹患する
ことなく流行期を過ごしましょう。

マスクとインフルエンザ
総合南東北病院　感染防止対策室

看護師・院内感染管理者　佐々木みゆき

❶ インフルエンザの予防接種を受ける
❷ 手洗い・うがい
❸ 人ごみはなるべく避ける。やむを得ず
行く場合は短時間で

❹ 咳などをしている人のそばにはいかない
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今月はピロリ菌について紹介します。平成 25年 2月より、ピロリ菌感染のある慢性
胃炎に対しても、除菌治療が保険適応されることとなりました。この保険制度の変更により、
慢性胃炎による比較的軽度な症状に対しても除菌治療が可能となったため、最近の話題
にもなっていました。
では、ピロリ菌とはどのような菌なのでしょうか？

●ピロリ菌とは？
ピロリ菌（ヘリコバクター・ピロリ）は、ヒトの胃の粘膜に生息する菌で、胃や十二

指腸の病気の原因となります。胃の中には食物の消化を助ける胃酸があるため、通常の
細菌は生息できません。しかし、ピロリ菌は「ウレアーゼ」という酵素を出すことで、
胃の中の尿素をアンモニアに分解し、胃酸を中和するため、胃の中でも生き延びることが
できます。
ピロリ菌に感染したからといって、全ての人に症状が現れるわけではありません。しかし、
発生したアンモニアによって胃内が傷つけられたり、生体の防御反応による胃の粘膜の
炎症が長期にわたり続くと、胃炎や胃潰瘍、十二指腸潰瘍などの病気につながることが
あります。

●ピロリ菌にはどうやって感染するの？
ピロリ菌は飲み物や食べ物を通して、口から感染すると言われています。また、胃の

酸性が弱い幼児期に感染することが多く、成人以降に感染しても急性胃炎を発症する
のみで、胃に定着することはほとんどないようです。
口から感染するということは、キスやコップの共有などでも感染するのでは？と思う

かもしれませんが、唾液による感染の心配はありません。しかし、親が食べ物を噛み砕き、
子供へ与えるような行為では感染する可能性がありますので、注意が必要です。

●ピロリ菌の除菌はどうするの？
ピロリ菌に感染している場合は、除菌のために薬の内服を開始します。除菌には 2種類の
抗菌薬と 1種類の胃酸分泌抑制薬を 1日 2回、7日間服用します。1回の除菌でおよそ
80％の人が除菌に成功しますが、除菌できなかった場合は抗菌薬を 1種類変更し、再度
7日間内服します。これで 95％以上の人が除菌に成功します。除菌後は、
元々の病気の治療を継続します。
除菌療法の主な副作用は、軟便や下痢、味覚障害などがあります。

これらの多くは 2、3日でおさまります。

＊当院では、ピロリ菌の除菌治療外来を行っております。除菌ご希望の方は、外来でご相談
ください。

だより ピロリ菌の除菌について
薬局 薬剤師　梶原光太
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近年では、住宅の洋式化や起き上がり・立ち上がり動作の容易さ、布団の上げ下ろしの負担
軽減などの目的でベッドを利用する人が増えてきました。寝起きの容易さを考えると、身体
機能の低下した高齢者にとってベッドでの就寝の方が適していると言えますが、環境を変える
ことに抵抗のある人、適応の難しい人は少なくありません。そこで今回のワンポイントリハビリ
では、床からの立ち上がりに必要な身体の状態や環境の整え方について述べたいと思います。

○身体の状態
① 股や膝、肩、手首の関節に強い痛みがないこと。
＊痛みがあることで力が入らなかったり、急な脱力を起こしたりと動作の途中でバランス
を崩す危険性があります。

② 両脚の機能や両腕の支えがあること。
＊両脚の筋力が落ちている方でも、両腕の支えで補助することで立ち上がれることも
あります。

③ 立っている時のバランス能力があること。

○環境の条件
① 足元が安定していること。
② 支えるものにつかまって立ち上がる場合、支えるものが安定していること。
③ 立ち上がった後の移動動線に対する環境も整っていること。

○環境の条件で挙げられた②をお手伝いする福祉用具の一例

�置き手すりの使い方として、手すりまで座位移動または手足移動で近づき、手すりや台を
支えにして段階的に立ち上がります。
�手すりについてご質問などありましたら、リハビリテーション科の職員に気軽にご相談くだ
さい。

〈参考・引用文献〉
『福祉用具選定支援書』（財団法人テクノエイド協会発行）代表著者 市川 洌

ワンポイント
リハビリ
ワンポイント
リハビリ 日常生活動作におけるひと工夫

〜より良い床からの立ち上がりのために〜
リハビリテーション科 作業療法士　高梨 哲

【図 1 置き手すり】 【図 2 階段状置き手すり】 【図 3 支持台付き置き手すり】
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働き盛りの男性を中心に「尿酸値」の高い人が増えています。尿酸値は、単に「痛風」発症の危険性を知るためだけで
なく、動脈硬化につながる生活習慣の指標の一つとして注目されています。

〈尿酸・尿酸値とは？〉
尿酸とは体内で新陳代謝によって生じる老廃物であり、“エネルギーの

燃えかす”でもあります。“尿”の検査ではなく、血液中の“尿酸”という
物質の濃度のことを尿酸値といいます。通常は、体内で産生される一方で
腎臓から尿の中へ排泄され、血液中の尿酸は一定の範囲内に保たれています。
しかし、何らかの原因で産生量が多過ぎたり、排泄量が少なくなると、
血液中の尿酸も増え、尿酸値が高くなります。

〈検査の行い方〉
血液検査で血清中の尿酸の濃度を測定します。健康診断では、一般に空腹時の採血で検査していきますが、尿酸値自体は
食後に調べてもほとんど上昇しません。但し、薬の影響を受けることがあるので、
服用している薬があるときは事前に伝えてください。基準値を超えた場合、「高尿酸血症」
と診断され、病的な状態と考え対処が必要となります。

尿酸値が高いとわかったら、生活習慣の見直しが必要です。定期的に健診を受け、早期発見・早期治療に役立てましょう。

〈参考文献〉
『別冊 NHK きょうの健康　検査でわかること 健康診断ガイドブック』（日本放送協会出版会）

尿酸代謝（痛風）の
検査について

健診センター 保健師　菅野君枝

Ｑ．プリン体を摂りすぎると、尿酸値が高くなるって本当？

Ａ．尿酸は体内で「プリン体」が分解されてできます。確かに、プリン体の過剰摂取は尿酸値
上昇の一因となりますが、尿酸は食物から取り入れるだけではなく、体内でも作られています。
食品から直接プリン体を摂らなくても、食事の量が多いと体内で作られるプリン体が多く
なり、尿酸も増えることがわかっています。そのため、現在は摂取カロリーの総量が特に
問題とされています。

① 食事量を抑えて、肥満を解消する
プリン体の多い食品を避けるよりも食事全体の量を見直し、総エネルギー量を減らしましょう。

② お酒を減らす
ビールに限らず、アルコール自体が体内の尿酸を増やします。

③ 水分を十分にとる
脱水状態を防ぎ、尿量を多くします。水やお茶で水分補給をしましょう。

④ 適度な有酸素運動をする
激しい運動より、軽めの運動で時間を長めにしましょう。

⑤ ストレスを上手に発散する
ストレス解消を飲み食いに頼らないようにしましょう。

尿酸値が高い人の生活習慣改善のポイント尿酸値が高い人の生活習慣改善のポイント尿酸値が高い人の生活習慣改善のポイント尿酸値が高い人の生活習慣改善のポイント尿酸値が高い人の生活習慣改善のポイント

健  診
ナ ビ

尿酸値が高い人の生活習慣改善のポイント尿酸値が高い人の生活習慣改善のポイント

□ 男性
□ たくさん食べる
□ お酒をよく飲む
□ 肥満である
□ ストレスが多い
□ 高血圧、脂質異常症、糖尿病がある

こんな人は注意！

尿酸値が高い人の生活習慣改善のポイント尿酸値が高い人の生活習慣改善のポイント

尿酸値の基準値
　　　7.0 ㎎／ dl 以下
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健康医学セミナーを開催しました

第 19回健康医学セミナー「脳動脈瘤のはなし」［9月 28日（土）14時〜］
当院の西村真実 脳神経外科部長 兼 脳卒中センター長が「脳動脈瘤のはなし」と題して
講演し、170人の参加がありました。
脳動脈瘤は、成人 100人につき 2〜5人が持っているとも言われ、「くも膜下出血」の
原因となるそうです。くも膜下出血は、40〜50歳代の働き盛りに多く発症し、最近は
高齢者の発症も増加しているとのことです。そして、発症すると突然死の原因ともなり、
後遺症が残る方も多く、早期に適切な治療を行うことが重要との話でした。また、最近
では脳検診で未破裂の脳動脈瘤が発見されることも多く、未破裂脳動脈瘤の診断と
治療について詳しく説明がありました。実際の手術映像や事例を踏まえながら、クリッ
ピング手術や血管内治療について紹介がありました。さらに、当院の脳検診・手術の
実績や未破裂脳動脈瘤が発見された場合の治療の流れ等について話がありました。
西村脳神経外科部長は、参加者からの「未破裂脳動脈瘤を経過観察しているが、このまま生活していても良い
のか」「脳動脈瘤を予防するためにはどうしたらよいか」などの質問に丁寧に答えながら、当院で治療を受ける
メリットや脳検診の大切さを呼びかけました。今回は、4、50代の方の参加も多く、幅広い年齢層での関心の
高さが窺えました。

第 20回健康医学セミナー「いろいろな物忘れ」［10月 9日（水）15時〜］
当院でもの忘れ外来を担当している東北大学医学系研究科 高次機能障害学分野

助教の馬場 徹先生が「いろいろな物忘れ」と題して講演し、133人の参加がありました。
高齢化社会の日本では、65歳以上の 4人に 1人が認知症とその予備軍といわれている
そうです。また、認知症という病気があるわけではなく、風邪をひいたときの“咳”と
同様に“症状”のことを示す言葉であると説明がありました。よって、物忘れなどの
認知症は、高齢者に起こる様々な脳の病気が原因となって現れるそうです。
そして、認知症の症状は、その原因となる病気によって様々あり、認知症と思われる
症状が見られた場合には、速やかに病院で診断を受けることが重要とのことです。認知症
の原因として最も多いアルツハイマー病は、治すことは難しいが症状の進行を抑え、
機能を維持させることもできるそうです。また、治療できる病気、予防できる病気も
あるため、早期の治療・対処が大切であると話がありました。さらに、実際の事例や画像を交えながら、診断と
治療について詳しく説明がありました。馬場先生は、「上手な認知症の介護は、原因となる病気と症状をよく知る
こと。そして、デイケアなどのサービスを利用することも大切。認知症は誰にでも起こりうるものであり、早めに
受診しましょう。」と呼びかけました。

当院２階講堂で、健康医学セミナーを開催しました。

当院では、定期的に当院の外来を受診しているかかりつけの方を対象に、インフルエンザの予防接種を行って
おります。希望される方は、医師または看護師にお声がけください。

インフルエンザ予防接種のご案内

対　　象：当院かかりつけの方（定期的に受診している方） ※高校生以上
実施日時：かかりつけの診療科や医師によって異なりますので、お問合せください。
料　　金：3,800円　※岩沼市にお住いの 65歳以上の方は 1,000円
注意事項：状況により、当日接種できない場合があります。その際は、後日改めてお越し頂くことになり

ますので、ご了承ください。接種は原則１回のみとなります。
ワクチンの効果が出るまでには、２〜３週間かかります。


