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胆石症とは、胆汁が
流れる胆嚢や胆管に
結石（石）ができて、
腹痛・発熱・黄疸など
様々な症状を引き起
こす病気です。肝臓で
作られた胆汁という
消化液は、胆嚢・胆管
を通って十二指腸に
出されます。この胆汁
が何らかの原因で固
まり、「胆石」ができる
ことがあります。

胆石症は結石ができる場所により、
１）胆嚢結石（胆汁が濃縮される胆嚢にできる）、
２）胆管結石（胆管のいろいろな場所にできる）、
の大きく２つに分けられます。

※ちなみに「胆石」とは、胆嚢結石や胆管結石の
略称です。

［症状］
①上腹部痛（胃のあたりの違和感〜突然の激しい
痛み、疝痛

せんつう

発作）
②背中に通すような痛み
③発熱・黄疸、などがあります。
胆嚢結石では無症状のことが多く、症状がなけ

れば、そのまま経過を見ていても問題ありません。
しかし、いつ症状が現れるか不明なことと、結石に

より胆嚢の壁が厚くなったり、癌が発生する可能性
もあるため、定期的に検査を続けていくことが大切
です。
［診断のための検査］
血液検査、レントゲン検査、内視鏡による検査

（治療）、超音波検査、CT検査、MRI検査などがあり
ます。
［治療］
１）胆嚢結石：胆嚢摘出術（結石が出来やすい胆嚢を
石ごと切除する手術）が根治的治療です。現在
では腹腔鏡下胆嚢摘出術が標準的な手術として
行われています。開腹による手術と比較して、
お腹の傷が小さく、手術後の回復も早いため
です。早期に退院し社会復帰も可能となること
も多いことが特徴の一つです。ただし、胆嚢の
炎症や以前の開腹手術の癒着が強い場合には
開腹手術となることもあります。

２）総胆管結石：内視鏡的治療法と外科的治療法が
ありますが、体に負担の少ない内視鏡的治療が
主流となってきています。内視鏡を用いて、
胆管の十二指腸への出口である乳頭部を切開
したり（EST）、風船（バルーン）で膨らませたり
（EPBD）して広げておき、胆管から結石を取り
出します。内視鏡的に除去することが困難な
場合に、外科的治療（手術）が行われます。現在
では、前述した腹腔鏡による手術も行われて
います。

胆石について

図 1：胆嚢付近全体図

図 2：胆嚢付近の拡大図

総合南東北病院
外科医長　木村卓也

クーポン券付き！
詳しくは 5ページをご覧ください。

南東北夏まつりで使える
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健康医学セミナーを開催しました

第 24回健康医学セミナー
高齢者医療に役立つ漢方（認知症その他）

5月 31日（土）午後 2時から、当院 2階講堂で第 24回健康医学セミナー
が開かれました。今回は、当院の岩﨑 鋼 漢方医学センター長 兼 在宅医療
センター長が「高齢者医療に役立つ漢方」と題して講演し、80人の方の
参加がありました。
認知症治療や誤嚥性肺炎、そして東日本大震災被災地で自らが行った

漢方治療について、それぞれの研究や調査結果などを交えながら説明が
ありました。
誤嚥性肺炎とは、嚥下（飲み込み）が上手くいかず食べ物が肺に入り
起こる肺炎であり、脳卒中の後遺症としてかかる人もいるそうです。漢方薬
では、トウガラシに含まれるカプサイシンのトローチや黒胡椒（アロマ
パッチ）で治療することもあり、寝る前の口腔ケアや食後の座位保持も
大切であるとのことでした。
また、東日本大震災の被災地において、体調不良を訴える患者さんの

症状を聞いたり舌を見て診察し、風邪や低体温症、感染症、目や鼻のアレルギー症状などに漢方治療を
施した経験を話しました。岩﨑先生から、「漢方は災害に立ち向かうために発展した医学の一つであり、
検査機器を全く要さず様々な症状が診察できます。漢方外来にはどのような症状のときに行けばよいか、
との質問を多く受けますが、どのような症状でもかまいません。一度ご相談していただくことも治療の
一つの手かもしれません。」とのお話がありました。

第 25回健康医学セミナー
成長期のスポーツ傷害 〜その病態・対処法・予防について〜

6月 14日（土）午後 2時から、当院 2階講堂で第 25回健康医学セミナー
が開かれました。今回は、当院の三澤 辰也 整形外科医長が「成長期の
スポーツ傷害 〜その病態・対処法・予防について〜」と題して講演し、
40人の方の参加がありました。
スポーツをしている成長期の子供に発症することの多い、オスグット・
シュライター病や成長期分離症、リトルリーグ肩・肘、離団性骨軟骨炎
というスポーツ傷害について、その病態や対処法、予防の説明をはじめ、
治療方針やセルフチェック方法の紹介がありました。
「成長痛」として痛みが軽視されてしまうことも多いオスグット・
シュライター病は、スポーツ活動に参加する小学校高学年の約 1割に
発症するそうです。成長期のスポーツ選手は、痛みがあっても我慢しながら
練習してしまうことが多いようですが、そのままだと重症化してしまい
3〜6ヶ月間ほどスポーツ活動を休止したりスポーツ自体止めざるを

得ないこともあるそうです。このような状態を防ぐために、身長増加量がピークに達する前後 1年間や
足アーチの低下といった、かかりやすい時期や身体機能異常に注意することが大切だそうです。
会場にはスポーツをしているお子様をお持ちの方も多く、講演後の質問時間では積極的に質問が投げ

かけられ、関心の高さが窺がえました。
最後に三澤先生から、「スポーツ傷害を防ぐには、自分の状態をしっかり把握しコンディショニング

管理に努めることや、コーチをはじめとした大人の傷害への理解が大切です。」とのお話がありました。
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ワンポイント
リハビリ
ワンポイント
リハビリ

年を重ねることで筋力や柔軟性、自立神経系などさまざまな身体機能の低下が生じるとされて
います。また、高齢者の姿勢変化では体幹と股・膝関節を曲げた円背姿勢が多いといわれています。
円背姿勢は胸や背中の筋肉の柔軟性が低下するだけではなく、股・膝関節が曲がってしまうため、
足の後面の筋肉の柔軟性低下も生じ、転倒に繋がると示唆されています。そこで、今回は円背姿勢の
予防として下肢・体幹の柔軟性向上のためのストレッチをいくつかご紹介します。

＜下肢のストレッチ＞
太ももの後面
① 椅子に腰かけ、片脚を伸ばします。
足のつま先は天井に向けます。

② 両手を足先の方へと伸ばしていきます。
③ 太ももの裏が伸ばされていることを意識しながら

5〜20秒（※）数えます。
④ 反対の足も同様に行います。
➡①〜④を 2〜3回繰り返します。

＜体幹のストレッチ＞
1．胸
① 背中の後ろで手を組みます。
② 胸を張るように手を後ろに伸ばします。
③ 胸の筋肉が伸ばされていることを意識しながら

5〜20秒（※）数えます。
➡①〜③を 2〜3回繰り返します。

2．体の横
① 椅子に腰かけ、体を倒す方向とは反対側の手首を掴み、腕を上げ
ます。

② 体を倒していき、体の横が伸ばされていることを意識しながら
5〜20秒（※）数えます。

③ 反対側も同様に行います
➡①〜③を 2〜3回繰り返します。

※注意点
�効果的なストレッチは 20〜30秒を数回繰り返すことがよいとされています。初めは 5〜10秒
から始め、徐々に秒数を増やしてみましょう。体調が悪いときや、痛みを感じた場合は無理を
しないようにしましょう。
�ストレッチ中は呼吸を止めず、反動をつけずにゆっくりと行いましょう。

下肢・体幹のストレッチ
理学療法士　佐藤育美



蒸し暑い日が続いていますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。
今回は、本格的に暑くなる夏を迎える前に熱中症についてお話したい
と思います。

�熱中症とは
運動や暑さから起こる体の障害の総称を熱中症と言います。熱射病

や日射病は、重症の熱中症のことを指します。医学的にいう熱射病
とは、体温を正常に保とうとする機能が低下して汗がとまり体温は 40℃を超え、その
ままでいると死に至るという極めて緊急性の高い状態を指します。

�原 因
人間の体は、皮膚からの放熱や発汗によって体温を下げますが、外気が皮膚の温度

以上の時や湿度が非常に高いと、放熱や発汗ができにくくなります。このような体の
しくみから、熱中症を引き起こすとされています。
※また、基礎疾患のある高齢者や肥満、糖尿病、アルコール依存症の患者さんも、熱射病
に陥りやすいとされています。

�症 状
熱中症の症状は、軽症の熱けいれん、中等症の熱疲労、重症の熱射病の大きく３つに

分類されます。
具体的には、疲労感をはじめ、筋肉がこむら返りを起こす熱けいれん、脱水が主体で

頭痛や吐き気をもよおす熱疲労、体温が 40℃を超え、意識がなくなる重症の熱射病
まで様々な症状があります。

熱中症にかかってしまった時のための、
応急処置法を紹介します。

だより 熱中症について
薬局 薬剤師　東　宏子
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Ｆ（Fluid） ………… 液体（水＋塩分）の摂取…経口補水液など
Ｉ（Ice）……………… 身体の冷却
Ｒ（Rest）…………… 運動の休止、涼しい場所で休む
Ｅ（Emergency） …「緊急事態」の認識、119番通報

これらの頭文字を合わせて、「FIRE（ファイヤー）」と覚えましょう。
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熱中症の予防対策
経口補水液を常備 〜経口補水液とスポーツドリンクの違いは？〜

一般的にスポーツドリンクは経口補水液よりも電解質濃度が低く、
逆に糖質濃度が高いため、スポーツ後の水分補給と電解質補給であれば
市販されているスポーツドリンクで十分ですが、熱中症の症状である、
下痢や嘔吐、発熱、激しい発汗、脱水症状状態になっている時には、

水と電解質（ナトリウム、カリウムなど）を素早く補給、吸収できるように工夫された
飲料である経口補水液を摂取するのが望ましいです。
経口補水液は、ドラックストアなどでお手軽に購入できる大塚製薬のOS-1（オーエス
ワン）が厚生労働省認可の個別評価型病者用食品で有名です。
また、経口補水液は意外と簡単に手作りできます。あまり長期間の保存はできませんが、
作り方をご紹介しますので参考にしてみてください。

〜 材 料 〜
水（ミネラルウォーター） … 1L
塩 ……………………………… 小さじ 2分の 1
砂糖 …………………………… 大さじ 4と 2分の 1

上記の材料を容器に入れよく混ぜれば出来上がりです。

＊いずれも当院２階講堂で開催します。
事前予約不要です。お気軽にご参加ください。

開催日 講話名 講話担当

院内講座のご案内

8月 2日（土）
14：00〜15：00

■健康医学セミナー
・体に優しい外科手術
〜当院における内視鏡外科

（腹腔鏡・胸腔鏡）手術の現状〜

消化器外科科長

三井 一浩 先生

8月 28日（木）
14：00〜15：00

■ミニ健康講話
・家族みんなで体操しよう

〜みんなでやれば続くコツ〜

・まずは、正しい姿勢から・・・！

・通所リハビリ

・リハビリテーション科
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第8回 南東北夏まつり

キ
リ
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※1枚につき1本まで
（H26.7.26のみ有効）

だんだん蒸し暑くなってきました。本格的な夏の到来です。この時期の週末
になると至る所でお祭りが開かれ、賑わいを見せていますね。当院の「南東北
夏まつり」で毎年恒例の「よさこい踊り」などのステージ発表は、観覧するために
早めに席を確保される方もいるほど人気があります。今年も充実した企画が満載
ですので、ぜひご来場ください。

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。

編 集
後 記

※（　）内は平成 25年 5月の件数

岩　沼     41（52）台

名　取     65（53）台

亘　理     44（50）台

仙　南       19（ 10）台

その他         8（ 7）台

合　計     177（172）台

5月の救急車搬入件数

ラタトゥイユは、南フランスの野菜の煮込み
料理です。ナス、ピーマン、ズッキーニ、トマトなど
色とりどりの旬の野菜は栄養価も高く、夏に不足
しがちなカリウムやビタミン類をおいしく補給
できます。大豆や鶏肉などを入れると、たんぱく質
もしっかりとれる主菜になります。味付けがとても
シンプルなので、オリーブ油でじっくり炒めて
ゆっくり煮ることで野菜のうまみを引き出すことが
ポイントです。食欲がない時には冷やして食べる
のもおすすめです。

栄養管理課 管理栄養士　森屋香奈子

ラタトゥイユ

野菜の力で夏を乗り切る！

❶玉ねぎは粗いみじん切り、ピーマン、
ズッキーニ、なすは食べやすい大きさ
に切る。
❷フライパンにオリーブ油を入れて熱し、つぶした
にんにくをしっかり炒めて香りづけする。
❸玉ねぎから炒め、透明になってきたら、ピーマン、
なす、ズッキーニを加えじっくり炒める。
❹野菜にしっかり火が通ったら、トマト缶、塩、白
ワインを加えて汁気がなくなるまで煮る。
❺味が足りなければ、塩を入れて調節する。

作り方作り方作り方

［材料（2〜3人分）］
�たまねぎ……………………………… 1／2個
�ピーマン……………………………… 1個
�ズッキーニ…………………………… 1本
�なす…………………………………… 1本
�ダイストマト缶……………………… 1缶
（ホール缶でも大丈夫ですが、食塩無添加のものを選びましょう）

�にんにく……………………………… 1かけ
�オリーブ油…………………………… 大さじ 2
�白ワイン（あれば）………………… 大さじ 2
�塩……………………………………… 小さじ 1／4

●「岩沼さくら幼稚園」園児の皆さんのお遊戯披露 ●南東北  熟  レディースによるダンササイズ
●山形おきたま【愛】の武将隊による演武
●佐藤 登喜雄さんの歌謡ショー♪
●みちのく仙台ORI☆姫隊＆ゆるキャラによるじゃんけん大会・ライブイベント
●毎年恒例の「よさこい踊り」阿武隈沿線の4グループと、当院のよさこいチーム「team踊踊」が登場

＊この他、屋台・産直コーナーや毎年好評の「松島院長 写真展」もあります！楽しいイベントを企画していますので、皆さんの
ご来場をお待ちしております。（詳細につきましては、院内ポスター・チラシ・ホームページ等をご覧ください。）

日 時：7月26日（土）午前10時30分～午後3時
会 場：総合南東北病院 北側駐車場 ※雨天時は一部プログラムが変更となる場合がございます。

お得情報
こちらの広報誌に掲載されている「引換券」を持参

された方には、飲み物屋台でドリンク１本を無料で
プレゼントします！飲み物屋台にて、スタッフに引換券
をお渡しください。

※１枚につき、ドリンク１本をお渡しします。
お一人様１本までとなります。

1人分栄養価 エネルギー：140kcal 塩分：0.6g


