
先日、せんくら（仙台クラシックフェスティバル）へ行きました。せんくらとは、毎年秋に
開催されるクラシック音楽のお祭りで、今年は9月29日～10月1日の3日間にわたり仙台市内の
会場等で121公演が行われました。私はピアノの2公演を聴きましたが、最初のメロディーが
流れた瞬間、鳥肌が立ち、自然に涙が流れてきました。音色の豊かさに感動し、とても幸せな
気持ちになれました。

演奏はソロだけでなく連弾や2台ピアノ、そしてクラシックからジャズまで幅広く楽しめ
ました。芸術の秋ということで、これからも色々な演奏会に行き生の音色を味わっていき
たいと思います。
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すべては患者さんのために

顔面神経麻痺について

副院長・救急センター所長　赤間洋一

皆さんは『顔面神経麻痺』という病気を御存じですか。

顔の右半分または左半分がゆがむ病気で、飲んだものや

食べたものが口角から漏れたり、まぶたを閉じることが

出来ず涙が出たりします。また、顔面筋の低下だけでなく

味覚障害や耳鳴りを伴うこともあります。

かの有名な松居一代さんが若かりし頃患った病気です。

御本人の話では発症してから2ヶ月間病院に入院して治療を

受けましたが全く良くならず、医師からは完治しない

だろうと言われたそうです。ところが、偶然中国から来た

鍼灸師の先生と出会い、針治療を受けたところ1ヶ月で完治

したそうです。また、北野武さんも顔面神経麻痺になって

おります。今から23年前原付バイクで運転中転倒し頭部を

強打したのが原因です。一時は生死をさまよったそうですが、

幸い奇跡的に回復し以前の様に活躍されております。

しかし、今でも右側の顔面神経麻痺が後遺症として残って

おります。

松居一代さんと北野武さんは同じ顔面神経麻痺ですが、

発症原因は全く異なります。顔面神経麻痺の原因は大きく

5つに分類されます。1つは特発性顔面神経麻痺です。

ベル麻痺とも呼ばれ、突然発症します。朝起きて顔面の異常

に気づくことが多いです。耳介後部の痛みを伴うこともあり

ます。発生頻度は顔面神経麻痺の大部分（80％程度）を占め

ます。2つ目は帯状疱疹ウィルスによるハント症候群です。

顔面の麻痺以外にも頭痛、耳痛、耳内の水疱形成を伴い

ます。発生頻度は10％前後です。3つ目は腫瘍性です。脳内

腫瘍と脳外腫瘍（耳下腺部）があります。症状は徐々に進行し

麻痺以外にも難聴などの症状を伴います。CTやMRIの

検査が必要です。4つ目は脳卒中に伴う顔面神経麻痺です。

麻痺は突然発症しますがほかの神経学的異常（手足の麻痺や

嚥下障害など）を伴います。5つ目は外傷性です。頭部外傷や

顔面の外傷に合併します。

次いで顔面神経麻痺の治療ですが、保存的治療と外科的

治療があります。外科的治療は顔面神経減荷術と言って

神経の浮腫による圧迫を解除する方法で、急性期の治療と

してはかなり有効ですが、本治療を行っている医療機関は

全国的にも限られており保存的治療が一般的です。

保存的治療では先ず抗炎症剤（ステロイド剤）の大量投与を

行います。ステロイド剤は副作用がありますので1週間程度に

限定されます。また、神経再生のためのビタミン剤や循環を

改善する薬を使用します。リハビリ療法も必要な治療です。

リハビリは病院だけでなく、自宅でも行う必要があります。

当院のペインクリニック外来では症状の強い方や回復が

悪い方には星状神経節ブロックを行っております。

顔面神経麻痺の予後ですが、特発性麻痺（ベル麻痺）では

治療により3ヶ月から6ヶ月ほどで回復します。しかし、帯状

疱疹に伴うハント症候群では回復が遅れ2年から3年かかる

こともあります。麻痺が残ることもあります。

もし、顔面の異常に気づきましたらペインクリニック外来を

受診して下さい。
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貧血予防！
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貧血予防！
秋野菜のホイル蒸し

今では旬に関係なく、どんな季節でも様々な食材が手に入るように
なりましたが、秋は旬の食材が多い季節です。しめじやえのき茸などの
野菜は、旬になると栄養価が上がり美味しくなります。秋の味覚を
様々な料理で楽しんでみてはいかがでしょうか。

また、鶏もも肉は、ビタミンB₂やビタミンB₁₂を多く含みます。
ビタミンB₂は、糖質や脂質、タンパク質をエネルギーに変換する役割が
あり、疲労回復に効果があります。ビタミンB₁₂は赤血球中の
ヘモグロビンの生成を助けてくれるため、貧血の予防になると言われて
います。
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[材料 2人分]
鶏もも肉………………………
なす……………………………
玉ねぎ…………………………
しめじ…………………………
えのき茸………………………
小口ネギ………………………
サラダ油かバター……………
☆みそ…………………………
☆みりん………………………
☆酒……………………………

作り方作り方

栄養価（1人分）

エネルギー：186kcal   塩分：2.2ｇ

管理栄養士　戸田友里

救命処置講習会が行われました。詳しくは4ページをご覧ください。
救命処置講習会が行われました。詳しくは4ページをご覧ください。

①☆（みそ・みりん・酒）を合わせて混ぜておく。
②鶏もも肉を薄切りにして、☆を塗っておく。
③なすは乱切り、玉ねぎは薄切り、しめじ・

えのき茸は食べやすい大きさに切る。
④アルミホイルにサラダ油かバターをうすく

ぬり、②と③をのせて包む。
⑤魚焼きグリルかフライパンで10分～15分

焼き、最後にみじん切りにした小口ネギを
のせる。
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笑顔を忘れず診療にあたっていきます。
小さなことでもお気軽にご相談ください。

■ 中村 尚子（なかむら なおこ）

平成29年10月1日付で、当院に着任した医師を紹介します。

・・・
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第59回健康医学セミナーが開催されました
第59回健康医学セミナーが9月30日（土）午後1時から当院

2階講堂で開催され、90名の方が参加しました。今回は須藤晃佑 
消化器科科長が「大腸のポリープとがん 症状のない今のうちに
内視鏡検査をうけませんか？」と題して話しました。

はじめに、日本におけるがんの現状について、部位別がん罹患
率やがん死亡率の推移グラフを用いて示しました。大腸がん罹患
率は年々増加しており、原因として、食生活の変化（肉類・酒類の
摂取増加、食物繊維の摂取減少）、ストレス等が指摘されました。

次に、様々な種類の大腸がん検査の長所・短所を挙げながら、
特に便潜血検査について詳しく説明しました。便潜血検査は、有用な大腸がんのスクリーニング方法ですが、
平坦・陥凹型早期がんについては十分な絞り込みはできていないそうです。それらの早期発見・早期治療の
ためには、大腸内視鏡検査を受けることが大切とのことでした。また、「早期大腸がん 小さなうちに見つけて
内視鏡で治療する」と題して、内視鏡的粘膜切除術（EMR）や内視鏡的粘膜下層剥離術（ESD）を動画や
イラストを交えてわかりやすく説明しました。

最後に須藤先生は「体により負担の少ない治療を受けるためには早期発見が重要です。気になる症状が
ある場合は早めに受診し、検査を受けて病気を少しでも早く見つけること、症状がなくても定期的に検査を
受けることが大切です」と話しました。

RUN伴2017に参加しました
RUN伴2017（岩沼～船岡間12.3㎞）が9月10日（日）に行われ、

当院職員5名が参加しました。ランナー17名、サポーター14名、
合計31名で岩沼：総合南東北病院～船岡（イオン船岡店）間を走り
切り、次走者へたすきを繋ぎました。

RUN伴は、認知症の方や家族、支援者、一般の方が少しずつ
リレーしながら1本のたすきを繋ぎ、ゴール（北海道～沖縄）を目指す
イベントです。超高齢化社会を迎える中、認知症への正しい理解を
通して、人を思いやり、支え合い、認知症になっても安心して暮らせる
まちづくりのきっかけとなるよう、共にゴールを目指しました。

ロボットでリハビリ!?
～ロボットスーツHAL®の紹介～

リハビリテーション科　理学療法士　佐藤いつみ

ワンポイント

リハビリリハビリ
当院では、7月よりロボットスーツHAL®（医療用下肢タイプ）を導入し運用を開始しています。神経難

病患者さんの立ち上がりと歩行を支援するロボットの導入は県内で二か所目になります。

Hybrid Assistive Limbの略で、腰から足にかけてロボットスーツを装着し使用
します。太ももなどの皮膚に電極を貼り、体を動かす時に発生する微弱な電気信号を
読み取り、モーターで装着者の脚の動きをサポートします。平成28年度から緩徐
進行性の神経・筋難病疾患の患者さんに医療保険が適用されました。当院ではロボット
スーツHAL®医療用下肢タイプを導入し、平成29年7月から運用しています。

① ロボットスーツHAL®とは

ロボットスーツHAL®を装着し下肢の動きをアシストしながら歩行運動を繰り返す
ことで歩行能力の低下を予防します。それにより、これまでより長い期間歩く能力を
維持することが期待できます。

脊髄性筋委縮症、球脊髄性筋委縮症、筋委縮性側索硬化症、筋ジストロフィー、
先天性ミオパチー、シャルコー・マリー・トゥース病、遠位型ミオパチー、
封入体筋炎

＊当院では、外来（要予約）でHAL®担当医の診察を受け、装着の可否を判定します。その後、入院にて
　　ロボットスーツHAL®を用いたリハビリテーションを行います。まずは、お電話にてご相談ください。

問い合わせ ℡:0223-23-3151（代表）（月～土曜日　8:30～17:00）

② 目的

③ 対象疾患

VoiceVoice 患者さんからの声

大変失礼致しました。病室での会話は静かに行うと共に、私語は控える様、
申し送り・勉強会にてスタッフに周知致しました。

病院からの回答

病院からの回答

折角優秀な医師や看護師さんもいるのに、私語が多い残念な看護師さんもおられます。
これでは安心して家族を預けられません。今以上のスタッフ教育を望みます。

入院患者さんより
ご意見

入院患者さんより
お礼の言葉

小林先生はじめ、看護師、リハビリの皆様に大変お世話になりました。
また、入院中は食事も美味しく、病室やトイレなど至るところが綺麗にされていたことに
何よりも満足しております。本当にありがとうございました。

励みとなる言葉を頂き、ありがとうございます。これからも患者さん、ご家族の皆さんに
満足頂ける医療・福祉が提供出来る様、スタッフ一丸となって取り組んで参ります。

【平成29年8月24日の河北新報に掲載されました】 【ロボットスーツHAL®】
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【平成29年8月24日の河北新報に掲載されました】 【ロボットスーツHAL®】



3 4みな・みな・ねっと11月号 みな・みな・ねっと11月号

認知症について
認知症看護認定看護師　細矢愛実

認 定
看 護 師コラムコラム

気管支喘息とその治療薬について①
薬局 薬剤師　菅沼健人

　喘息は、咳や痰、息苦しさや「ゼーゼー」「ヒューヒュー」という喘鳴（ぜんめい）など、様々な症状が
あります。最近では咳だけの喘息（咳喘息）も増加しています。喘息の治療薬は、発作が起きないように
予防的に使う薬（長期管理薬）と、発作が起きた時に止める薬（発作治療薬）に大別されます。さらに用途に
よって内服薬、吸入薬、貼付薬、注射薬など様々な種類の薬が使用されています。今回は、内服薬について
説明します。
　内服薬には、主に気管支を拡張させる作用や、気道の炎症を抑える作用を持つ薬があります。代表的な
薬剤は以下の通りです。

●認知症とは
　認知症は、物忘れや、記憶の障害、日時などが分からなくなる、今まで出来ていた日常行為の手順が
分からなくなる（例えば料理などが出来なくなる）、道具を正しく使えなくなる、反社会的な行動（万引き
など）をしてしまう、などの症状がでる、脳の病気です。

●認知症の症状
　認知症の症状は大きく2つに分かれます。病気によって脳の機能が障害され出現する中核症状と、中核
症状が原因となり出現する行動・心理症状があります。
　中核症状として、出来事に関する記憶がすっぽりと障害される記憶障害、日時や場所などが分から
なくなる見当識障害、今まで出来ていた日常行為の手順が分からなくなる遂行機能障害、手足の麻痺などの
障害がないにも関わらず簡単な日常動作が出来なくなる失行、眼や耳、手足の感覚などの異常がないにも
関わらず、対象を正しく認識できなくなる失認、言葉の意味理解が困難になったり、話したい言葉と違う
言葉が出てくるなどの失語の症状が挙げられます。
　行動・心理症状は中核症状がある事により出現する症状です。症状は多岐にわたり、例えば徘徊や物
取られ妄想、怒りっぽい、食べ物でないものを口にしてしまう異食、帰宅願望などが挙げられます。介護する
方を悩ませる症状の多くは、この行動・心理症状であると言えると思われます。

●早期受診を！
　認知症は早期発見がとても大事です。自分自身で症状に気づきにくい場合もあり、周囲の方が先に
症状に気づくこともあります。認知症は脳の病気ですので、専門の医師にしっかり診断してもらうことが
重要です。

薬局だより

救命処置講習会が行われました
「救急の日」にちなんだ特別講習「救命処置講習会」が9月

11日（月）午前9時30分から外来待合ホールで行われ、当日は
鎌田貴幸 救急看護認定看護師、渡部光弘 看護師が心肺蘇生法
について説明しました。

参加者の皆さんは、傷病者の反応確認、胸骨圧迫の方法、
AEDの取扱い方法を学びました。胸骨圧迫では、手を添える
場所や押すリズムなど細かいポイントが説明され、メモを
取りながら熱心に取り組んでいました。

今回初めて参加した70代の女性は、「救急車の到着を待つ間、
できる範囲で心臓マッサージを何度も繰り返し行うことが大切だとわかりました。AEDの使い方を詳しく
知ることができ、勉強になりました」と話していました。
「救命処置講習会」は、来年も実施を予定しております。救命救急について、興味を持って頂き実践しながら

正しい知識を身に付けられるよう行って参ります。多くの方のご参加をお待ちしています。

生活習慣病セミナーのご案内

11月９日（木）

11月30日（木）

■糖尿病教室
・糖尿病予防のための運動療法（リハビリテーション科）
＊軽い運動が出来る服装でお越しください。

■ミニ健康講話
・結核の検査について～採血と喀痰による検査とその解釈～（臨床検査科）
・いつ、何を食べるのか？～時間栄養学の話～（栄養管理課）

午後 14:00 ～ 15:00　　　　  当院 1 階売店前時間 場所

12月14日（木）

１月11日（木）

■糖尿病教室
・糖尿病足病変の予防―フットケア―（看護部）

■糖尿病教室
・自宅でもできる糖尿病に対する運動療法（リハビリテーション科）

日　時 講座名（講座担当）

地域の皆さんが健康で楽しく生活するための「良い生活習慣」のヒントとなれるよう、セミナーを
開催しています。事前予約は不要です。お気軽にご参加ください。

※演題名は変更になる場合がございますので、ご了承ください。 

平成30年

テオフィリン製剤
テオドール（テオフィリン）があります。気管支の拡張作用と抗炎症作用を持ちます。類似物質を注射剤としたネオフィリン

（アミノフィリン）は、症状が急に悪化した場合に点滴で使う事があります。
ロイコトリエン受容体拮抗薬
シングレア（モンテルカスト）、オノン（プランルカスト）があります。ロイコトリエンと呼ばれる炎症反応に関わる物質の
働きを妨げる事で、抗炎症作用を持ちます。また、アレルギー性鼻炎の治療薬として用いられる事もあります。

　次回は、吸入薬と貼付薬について紹介したいと思います。

＊事前予約制です。開催日の1ヶ月前から予約受付開始します。

当院では、小学生の皆さんに病院の仕事を
知ってもらうことを目的として、年に2回病院
探検ツアーを開催しております。病院には、
医師・看護師の他に、どのような仕事があるのでしょうか。
一緒に見学してみましょう♪お気軽にお申込みください。

これまでのツアーの様子

日　時　12月27日（水）14:00～15:00
対　象　小学校3年生から6年生まで（先着10名）
申込み／問い合わせ　℡:0223-23-3151　総務課まで
　　　　　　　　　　　 （月～土曜日　8:30～17:00）

お子様向けミニ健康講話
「病院探検ツアー」のご案内
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先日、せんくら（仙台クラシックフェスティバル）へ行きました。せんくらとは、毎年秋に
開催されるクラシック音楽のお祭りで、今年は9月29日～10月1日の3日間にわたり仙台市内の
会場等で121公演が行われました。私はピアノの2公演を聴きましたが、最初のメロディーが
流れた瞬間、鳥肌が立ち、自然に涙が流れてきました。音色の豊かさに感動し、とても幸せな
気持ちになれました。

演奏はソロだけでなく連弾や2台ピアノ、そしてクラシックからジャズまで幅広く楽しめ
ました。芸術の秋ということで、これからも色々な演奏会に行き生の音色を味わっていき
たいと思います。

2017
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すべては患者さんのために

顔面神経麻痺について

副院長・救急センター所長　赤間洋一

皆さんは『顔面神経麻痺』という病気を御存じですか。

顔の右半分または左半分がゆがむ病気で、飲んだものや

食べたものが口角から漏れたり、まぶたを閉じることが

出来ず涙が出たりします。また、顔面筋の低下だけでなく

味覚障害や耳鳴りを伴うこともあります。

かの有名な松居一代さんが若かりし頃患った病気です。

御本人の話では発症してから2ヶ月間病院に入院して治療を

受けましたが全く良くならず、医師からは完治しない

だろうと言われたそうです。ところが、偶然中国から来た

鍼灸師の先生と出会い、針治療を受けたところ1ヶ月で完治

したそうです。また、北野武さんも顔面神経麻痺になって

おります。今から23年前原付バイクで運転中転倒し頭部を

強打したのが原因です。一時は生死をさまよったそうですが、

幸い奇跡的に回復し以前の様に活躍されております。

しかし、今でも右側の顔面神経麻痺が後遺症として残って

おります。

松居一代さんと北野武さんは同じ顔面神経麻痺ですが、

発症原因は全く異なります。顔面神経麻痺の原因は大きく

5つに分類されます。1つは特発性顔面神経麻痺です。

ベル麻痺とも呼ばれ、突然発症します。朝起きて顔面の異常

に気づくことが多いです。耳介後部の痛みを伴うこともあり

ます。発生頻度は顔面神経麻痺の大部分（80％程度）を占め

ます。2つ目は帯状疱疹ウィルスによるハント症候群です。

顔面の麻痺以外にも頭痛、耳痛、耳内の水疱形成を伴い

ます。発生頻度は10％前後です。3つ目は腫瘍性です。脳内

腫瘍と脳外腫瘍（耳下腺部）があります。症状は徐々に進行し

麻痺以外にも難聴などの症状を伴います。CTやMRIの

検査が必要です。4つ目は脳卒中に伴う顔面神経麻痺です。

麻痺は突然発症しますがほかの神経学的異常（手足の麻痺や

嚥下障害など）を伴います。5つ目は外傷性です。頭部外傷や

顔面の外傷に合併します。

次いで顔面神経麻痺の治療ですが、保存的治療と外科的

治療があります。外科的治療は顔面神経減荷術と言って

神経の浮腫による圧迫を解除する方法で、急性期の治療と

してはかなり有効ですが、本治療を行っている医療機関は

全国的にも限られており保存的治療が一般的です。

保存的治療では先ず抗炎症剤（ステロイド剤）の大量投与を

行います。ステロイド剤は副作用がありますので1週間程度に

限定されます。また、神経再生のためのビタミン剤や循環を

改善する薬を使用します。リハビリ療法も必要な治療です。

リハビリは病院だけでなく、自宅でも行う必要があります。

当院のペインクリニック外来では症状の強い方や回復が

悪い方には星状神経節ブロックを行っております。

顔面神経麻痺の予後ですが、特発性麻痺（ベル麻痺）では

治療により3ヶ月から6ヶ月ほどで回復します。しかし、帯状

疱疹に伴うハント症候群では回復が遅れ2年から3年かかる

こともあります。麻痺が残ることもあります。

もし、顔面の異常に気づきましたらペインクリニック外来を

受診して下さい。

社会医療法人 将道会
〒989-2483 宮城県岩沼市里の杜1丁目2番5号
TEL：0223-23-3151　FAX：0223-23-3150
http://www.minamitohoku.jp/

総合南東北病院

検索岩沼　総合南東北病院

右記のQRコードから当院の
ホームページにアクセスできます。
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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。

※（　）内は平成28年９月の件数

編 集

後 記

９月の救急車搬入件数

岩　沼

名　取

亘　理

　　103（72）台

　64（49）台

　53（71）台

　17（ 21）台

　9（   4）台

　246（217）台

仙　南

その他

合　計

疲労回復
&

貧血予防！
疲労回復
&

貧血予防！
秋野菜のホイル蒸し

今では旬に関係なく、どんな季節でも様々な食材が手に入るように
なりましたが、秋は旬の食材が多い季節です。しめじやえのき茸などの
野菜は、旬になると栄養価が上がり美味しくなります。秋の味覚を
様々な料理で楽しんでみてはいかがでしょうか。

また、鶏もも肉は、ビタミンB₂やビタミンB₁₂を多く含みます。
ビタミンB₂は、糖質や脂質、タンパク質をエネルギーに変換する役割が
あり、疲労回復に効果があります。ビタミンB₁₂は赤血球中の
ヘモグロビンの生成を助けてくれるため、貧血の予防になると言われて
います。

●
●
●
●
●
●
●

[材料 2人分]
鶏もも肉………………………
なす……………………………
玉ねぎ…………………………
しめじ…………………………
えのき茸………………………
小口ネギ………………………
サラダ油かバター……………
☆みそ…………………………
☆みりん………………………
☆酒……………………………

作り方作り方

栄養価（1人分）

エネルギー：186kcal   塩分：2.2ｇ

管理栄養士　戸田友里

救命処置講習会が行われました。詳しくは4ページをご覧ください。
救命処置講習会が行われました。詳しくは4ページをご覧ください。

①☆（みそ・みりん・酒）を合わせて混ぜておく。
②鶏もも肉を薄切りにして、☆を塗っておく。
③なすは乱切り、玉ねぎは薄切り、しめじ・

えのき茸は食べやすい大きさに切る。
④アルミホイルにサラダ油かバターをうすく

ぬり、②と③をのせて包む。
⑤魚焼きグリルかフライパンで10分～15分

焼き、最後にみじん切りにした小口ネギを
のせる。

岩
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国
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線

国
道
４
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線（
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ス
）

仙
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東
部
道
路

警察署

岩沼駅から車で5分、徒歩15分

仙台空港

消防署

市役所

社会医療法人 将道会

総合南東北病院

み な・み な・ねっと 11 月 号

総合南東北病院

200g
１本
１/２個
100g
１袋
お好みで
適量
大さじ２
大さじ1
大さじ１

医
師
紹
介

診 療 科
専 門 分 野
ひ と こ と

神経内科
神経内科一般
笑顔を忘れず診療にあたっていきます。
小さなことでもお気軽にご相談ください。

■ 中村 尚子（なかむら なおこ）

平成29年10月1日付で、当院に着任した医師を紹介します。

・・・


