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当院呼吸器科には年間約 270人の入院があり、
そのうち 46%は急性肺炎の患者さんです。急性
肺炎の中で 63%は誤嚥

ご え ん

性肺炎です。誤嚥性肺炎は
老人性肺炎とも呼ばれます。75歳以上の高齢者に
多い病気だからです。当院の誤嚥性肺炎の平均年齢
は 84歳で、ほとんどが寝たきりの患者さんです。
さらに老人保健施設からの紹介が大多数を占めて
います。誤嚥性肺炎の方の死亡率は 33.2%です。
脳梗塞や認知症、パーキンソン病などの脳疾患

患者で誤嚥性肺炎が多く見られます。脳梗塞などに
より、大脳基底核から神経伝達物質のドーパミンが
減少することでサブスタンス Pという物質が減少
し、咳反射や嚥下反射（食べ物が気管に入らない
ようにする働き）が低下することによって不顕性
誤嚥（※）が起こります。はじめのうちは気管支炎
ですが、時間が経つにしたがって肺炎になります。
これが誤嚥性肺炎です（図）。

誤嚥性肺炎は脳疾患に併発して起きる肺炎の
ため、点滴や抗生剤で一旦改善しても再発します。

そのため予防が重要になってき
ます。家庭や施設での予防には、
毎日歯みがきをして口の中の雑菌
を減らす、食後に一定時間座った
姿勢を保ってもらい胃液逆流を
防ぐ等が大切です。さらに、歯ぐきをマッサージ
することも嚥下反射を改善するといわれています。
また、降圧剤のレニベースは咳の副作用があり、
それを逆手にとって誤嚥性肺炎の予防のために
使用されます。黒こしょうやトウガラシに含まれる
カプサイシンはサブスタンスPを増加させ、咳反射や
嚥下反射を改善します。そのため、黒こしょう貼付剤や
カプサイシントローチが試みられています。脳血流
改善剤もある程度有効です。
しかしながら予防にも限界があります。たとえ

改善して退院できたとしても数か月後に再発する
ケースが多く見られます。1年の間に 3回再発を
繰り返すと亡くなられる方も多く、これは寿命が
きたためと考えられます。東日本大震災では、沿岸部
に位置していた施設の誤嚥性肺炎の患者さんが
亡くなられたり、岩沼市より遠くに移動した影響も
あり、2011年度は誤嚥性肺炎の死亡率が 25.3%に
低下しました。
長年寝たきりの高齢患者で誤嚥性肺炎を発症

したら寿命と考えられますので、延命処置に関して
あらかじめ家族で話し合いを持たれることをお勧めし
ます。

※むせない誤嚥のことで、睡眠中等に唾液や胃液等が気管に
入ってしまうこと。

誤嚥性肺炎の話

（一般社団法人日本呼吸器学会ホームページより）

総合南東北病院
呼吸器科科長　座安　清
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薬を飲むときに手元に水が無い、もしくは水以外の飲み物しかないという
事があるかと思います。「飲み物が無いからそのまま薬を飲んでしまおう」
「手元にある飲み物で薬を飲んでしまおう・・・。」今回はその考えの落とし穴
についてお話したいと思います。

●薬はどうして水で飲むの？
薬を飲むときに水を使うのは薬が上手く喉を通るようにするためだけではありません。
薬の成分が直接胃の粘膜に触れて胃が荒れるのを防いだり、食道や粘膜にひっかかり炎症

起こすのを防ぐといった役割があります。
また、一番重要なのは水と一緒に薬を飲むことで、薬は胃の中で水に溶け、体に吸収され
やすい状態になります。薬を水なしで飲むと胃の中で溶けにくく、薬の効き目も遅くなり、
低下することもあるので、水で飲むようにしましょう。

●水以外の飲み物で薬を飲む時の注意点
薬は水で飲むことが原則です。しかし、水以外の飲み物しかない場合、飲み合わせに問題

なければ心配ありませんが、事前に薬剤師等に確認してください。

だより 薬の飲み方①
薬局 薬剤師　東　宏子

●お茶 … 大抵の場合、問題ありませんが、薬剤師等に確認してください。

●牛乳 … 一部の便秘薬や一部の抗生物質などは避けて下さい。牛乳には胃酸を中和させる
働きがあり、薬の効果が低下してしまいます。

●グレープフルーツジュース
… 一部の降圧剤とグレープフルーツジュースを一緒に飲むと血液中の薬の濃度が
上昇し、作用が増強されることがあります。

●コーヒー・紅茶
… コーヒーや紅茶にはカフェインが含まれています。市販の風邪薬や解熱鎮痛薬、
花粉症治療薬などにも眠気防止のためにカフェインが配合されており、一緒に
飲むとカフェインを過剰に摂取することになり、頭痛、不眠、震え、動悸などを
きたすことがあります。

●アルコール
… アルコールは多くの薬に影響を与えます。睡眠薬や抗うつ薬、抗てんかん薬、
かぜ薬、花粉症治療薬などはアルコールにより薬の作用が増強して
非常に危険です。

代 表 例
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今月はストレッチの理論とその効果、実際に行う際の方法についてお話
します。
スポーツや医療の分野で使われるストレッチは、身体の筋肉を引っ張って
伸ばすことを指しています。ストレッチを習慣化することにより、肉体が
柔軟になること・リラックス効果が得られること・肉体や精神に活力を
与え、疲労を回復させること・肉体の老化が予防できることなど数々の
メリットがあります。
しかしストレッチを行うに当たって、以下のようなポイントに注意する

必要があります。

＊来月からは部位別のストレッチの方法について解説していきます。
皆さんも正しいストレッチで怪我知らずな体を作りましょう。

〈参考文献〉
1.「物理療法マニュアル」島田智明・他
2.「運動療法Ⅰ第 2版」千住秀明・他

ワンポイント
リハビリ
ワンポイント
リハビリ

①体を温めてから行いましょう
➡ 入浴後など筋肉が温まった状態で行うことにより、柔軟性が増加し、ストレッチの
効果をより反映させることができます（入浴後 20分以内に行うとより効果的です）。

②痛くない所で 15〜20秒程度かけてゆっくりと伸ばしましょう
➡ 一般的に 15〜20秒程度の時間をかけてゆっくりと伸ばすことで、脊髄

せきずい

から筋肉を
緩ませる命令が出ます。

③反動をつけないで行いましょう
➡ 反動をつけるように速くまたは過剰に筋肉を伸ばしてしまうと、脊髄からの命令に
より筋肉を固く収縮させてしまう反応が出てしまいます。そのため、ストレッチの
効果を十分に得ることができません。

ストレッチの理論と方法
リハビリテーション科 理学療法士　大友　蓮

※（　）内は平成 25年 3月の件数

岩　沼     66（49）台

名　取     54（50）台

亘　理     65（46）台

仙　南       20（010）台

その他         6（006）台

合　計     211（161）台

3月の救急車搬入件数
日　時：6月 12日（木）午後 2時〜3時
テーマ：「見て さわって 体験してみよう」
講　師：臨床検査技師
場　所：当院 1階 売店前
＊予約不要です。お気軽にご参加ください。

糖尿病教室を開催します
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桜の季節も過ぎようとしています。気候の変化、まして新しい環境や生活で変化の多い時期
ですね。５月位になるとその影響で心身に変調をきたし、体調を崩す方も多くなります。
気になる症状や病気と思われる兆候があれば、まず医療機関を受診してみることをお奨め

します。
しかし、「なんとなく」や「どこかしら」、「ほんのたまに」という状態（未病ですね）も多く

現われますね。これを放っておくと症状が突然現れることもあります。
そこで、慌てる前に備えが必要です。
そんな時、健康診断を積極的に活用してみませんか。
身体の状態をチェックして現在の健康を確認できるので、健康管理をどう
すれば良いのか、そのためにはどのように生活習慣を続けていけば良いのか
を容易に組み立てることができます。
健康診断とは言ってもかなり多くの種類があって、法定健診や特定健診、

任意の健康診断や人間ドック、あるいはがん検診等があります。
内容は血液検査、尿検査などの基本的な検査から生活習慣病予防のための

健診、日帰りのドックや 3日間かけてじっくりと身体をチェックする総合
ドックのように、利用する方の状態やニーズに細かに対応できるよう、あら
かじめ必要な検査がセットされた健診コースがあります。また、任意に選んで
必要な検査を追加できる付加（オプション）検査があります。
気になる病気のチェックをする検査があらかじめセットされた健康診断として、生活習慣病が
気になる方には「生活習慣病予防健診」、がんが特に心配な方には「PETがん検診」、女性特有
のがんに対しては「レディースドックコース」、３大生活習慣病（脳卒中、心疾患、がん）が
心配な方には「総合ドックコース」などが用意されています。

健康診断に任意に付加できるオプション検査には、脳卒中が心配な
方には「脳検診」を、がんが心配ならば「PET検査」や「腫瘍マーカー
検査」を付加したり、心臓病が気になる場合には「循環器検査」を、また
女性特有のがんには「婦人科がん検診」を追加したりすることができ
ます。

健診で安心！
〜自分に合った健診を受けましょう〜

総合南東北病院 健診センター

健  診
ナ ビ

　健診の種類がこれだけ多いと、「自分はどんな健診を受ければいいのかわ
からない」ということにもなってしまいますね。そんな時は健診センター
への電話か窓口でお尋ねください。専門のスタッフや保健師がその方に合った
健診をご案内してお応えいたしますので、お気軽にご相談ください。

健診センター：TEL 0223-23-3151（代）
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社会医療法人将道会に新しい風

3月 30日（日）、平成 26年度合同入社式が一般財団法人
脳神経疾患研究所附属総合南東北病院（福島県郡山市）のNABE
ホールで行われました。入社式には、関連施設全体で医師を
含めて 243人の新入職員が出席し、そのうち当法人からは
47人が出席しました。渡邉
一夫理事長が各病院・施設
の代表者に辞令を交付し、

新入職員に向けて激励の言葉を贈りました。
次いで、4月 1日（火）、当院 2階講堂で平成 26年度新入職員
対面式が行われました。新入職員に向けて松島忠夫院長が
「職業人として“こうなりたい”という想いを大切にしてください。
一生勉強、一生青春です。患者さんや地域の皆さんに貢献できる
よう一緒に頑張りましょう。」と歓迎の挨拶をしました。また、
介護老人保健施設サニーホームの人見 浩 施設長は、「人と接する
時は、いつも笑顔を大切にしてください。皆さんの活躍を期待
しています。」と挨拶をしました。新入職員は４月１日（火）から
３日（木）までの３日間にわたり、各部門の説明や接遇研修
などの全体オリエンテーションを受け各部署に配属されました。

ハッピードールプロジェクトを開催しました

4月 17日（木）午後 2時から、当院 8階会議室で「ハッピー
ドールプロジェクト」が行われました。ハッピードールプロ
ジェクトは、ワンダーアートプロダクション（NPO）の皆さん
によって、患者さんやご家族の方々に人形作りを通した楽しい
時間を過ごして頂くことを目的として全国各地で開催されて

います。
当院では平成 23年 10月

以来 2回目の開催で、入院患者さんやご家族、職員等、約 15人が
参加しました。患者さん方はこれまでに作られた人形を見ながら、
「私は孫のために犬の人形を作りたい」「魚を作りたいけど、どんな
布を使おうかな」とイメージをふくらませていました。そして、
好きな色の布やボタンを選び、参加者同士で会話を楽しみながら
作っていきました。終了後は作品と一緒に記念撮影をしたり、
「かわいい人形ができたね」と語り合う笑顔が見られました。
想いを込めて作られた人形は、リレーによって全国の病院を

巡回し、病気と向き合う方々の心もつないでいきます。当院では、
5月 16日（金）まで 1階のひだまり広場に展示しますので、ぜひ
ご覧ください。
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個人情報保護法施行により、紙面に掲載されている写真はご本人の承諾を得て掲載しております。

みな・みな・ねっと 5月号

はじめまして、今号から広報誌「みな・みな・ねっと」を担当させていただくこととなりました。
私の生まれは岩沼、育ちは仙台、そしてまた岩沼へと舞い戻って参りました。地域の皆さんと総合
南東北病院を繋ぐ「みな・みな・ねっと」がこれからも多くの皆さまの励ましとなりお役に立てるよう、
発行して参りたいと思います。右も左もわからない未熟者ですが、精一杯頑張ります。何卒よろしく
お願い致します。

編 集
後 記

１年中手に入るにらですが、春から夏にかけての出始め
の時期は、柔らかいのが特徴です。
にらと言えば、独特の香りを思い出しますが、香りの素は
硫化アリルという成分です。糖質からエネルギーを作る
ビタミンＢ1の働きを助け、疲労回復などの効果が期待され
ます。
他にも、緑黄色野菜のにらには、ビタミンAやC、Eなどが
含まれ、栄養満点の食材です。

栄養管理課 管理栄養士　吉田あずさ

にらとキャベツの中華炒り煮

にらで簡単♪ 疲労回復♪

❶にらは 3cm程度、キャ
ベツも 3cmほどの短冊、
人参と油揚げは千切りに
しておく。
❷鍋にごま油を入れ人参を炒める。
❸人参がしんなりしたら、他の材料と調味料
を入れ、炒める
❹器に盛ってできあがり。

1人分栄養価
エネルギー：36kcal 塩分：0.5g

作り方作り方作り方

［材料（4人分）］

�にら………………………… 100g

�キャベツ…………………… 100g

�人参………………………… 10g

�油揚げ……………………… 1枚

�鶏ガラスープの素（粉末） 4g

�酒…………………………… 大さじ 1

�ごま油……………………… 小さじ 1／2

当院に着任した医師
を紹介します。

①外 科
②内視鏡外科、消化器外科、呼吸器外科
③からだに優しく 病気を治す 外科治療を提供させて頂きます。

①診療科

②専門分野

③ひとこと

医 師
紹 介

�三井 一浩（みつい かずひろ）

①外 科
②消化器外科
③地域医療に貢献できるよう、精一杯頑張ります。

�二瓶 　憲（にへい けん）

①漢方内科、在宅医療
②高齢者医療における漢方・伝統医学の応用
③入院患者様がご自宅へ安心して戻れるお手伝いを致し
ます。

�岩﨑 　鋼（いわさき こう）

４
月
１
日
付

４
月
７
日
付


