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〈写真：当院リハビリテーション科〉
4ページにてリハビリテーション部門の概要をご紹介します。

安全な手術を目指して
総合南東北病院

脳神経外科医長　奥山澄人

最近のクルマの技術発展は目覚ましく、先行車や 
歩行者を検出して未然にブレーキを踏んでくれたり、
ドライブレコーダーの普及により、以前より詳細な 
事故の原因を究明することができるようになりました。
この25年で日本の交通事故死者数は3分の1にまで
減少しているそうです。

実は脳神経外科の手術にも安全装置が普及しています。
脳の手術は主に全身麻酔で行うため、術後に手足に 
麻痺が出ているか、視力聴力は問題ないか麻酔が覚める
まで分からないのが現状でした。そこで脳機能の安全を
守るために欠かせないのが脳機能モニタリングです。
体性感覚誘発電位と呼ばれる手法は、手足を電気刺激
すると（麻酔中のため痛くありません）脳の感覚野に
おいて関連する脳波が記録できます。脳の運動野と 
感覚野は隣接していて同じ血管から血流を受けるため、
感覚に異常がないことがわかると運動機能にも問題が
ないことが推測されます。感覚野の脳波に異常がない
ことを確認することで、広範囲の脳の活動が正常に 
維持されていることが分かるのです。

内頸動脈瘤根治術や内膜剥離術といった手術では 
手術中に広範囲の脳血流を遮断する必要があります。
長時間の遮断により脳梗塞に至る可能性があるため、
脳機能モニタリングが欠かせません。従来、この手術に

対しては手のみ刺激を実施するのが一般的でありました。
最近、当院では内膜剥離術の際、足に刺激を加えて 
みた所、これまでの1.7倍、脳波異常を見つけられる
ことを初めて発見し、世界に向けて報告しています。
脳波検査は専門性も高く、難易度の高い検査でありま
すが、手術中、当院の優秀な検査技師が常に見守って
いますので執刀医も安心して手術を続けられます。

当院では脳、脊髄の予定手術では常にモニタリングを
行って安全な手術を心がけています。今後も患者さんに
安心して手術を受けて頂くため、努力を続けていき 
ます。

社会医療法人 将道会総合南東北病院
http://www.minamitohoku.jp/

随時更新中
当院ホームページへアクセス

岩沼　総合南東北病院 検索〒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
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薬局
  だより

薬の正しい保管方法

薬局　薬剤師　菅生亮太

家に持ち帰ったお薬は普段どのように保管されていますか？薬は全て同じように薬箱に入れておけばいいと
思いがちですが、実際には薬によって保管方法が異なります。温度や湿度、あるいは光の影響を受けやすい
ものなどもあって、それぞれに適した保管方法があります。今回は保管方法、保管に関する注意点について
ご紹介します。

子供が誤って飲まないよう、手の届かない 
ところに保管しましょう。

もし、お子さんが薬を間違って飲んでしまった
時には、状態や薬の名前、飲んだ量を確認した
上でお近くの医療機関に連絡し、必要に応じて
受診してください。

子供の手の届かないところに保管する

薬によっては、温度、湿度、光に不安定な場合がありますので、
直接日光のあたる場所、高温になる場所、湿気の多い場所を避け 
ましょう。車の中に置くのも良くありません。

高温、湿気、日光を避ける

農薬、殺虫剤、防虫剤などと一緒に保管して、それらを誤って 
飲むと非常に危険です。また、お菓子や飴類の容器に保管しておく
ことは子供の誤飲につながる可能性があるため、避けましょう。

薬以外（農薬、殺虫・防虫剤やお菓子、飴類）のものと区別して保管する

保管に注意が必要な薬に関しては、薬剤師から保管方法の説明が
あります。保管方法に関すること以外でも、薬について疑問点等 
ございましたら、いつでもお気軽に薬剤師までご相談ください。
【参考】
愛知県薬剤師会ホームページ、慶應義塾大学病院ホームページ

最後に

小児の誤飲事故　2016 年度、厚生労働省調べ
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糖尿病教室が2月14日（木）当院1階売店前で行われ、当院の日本糖尿病
療養指導士が「糖尿病足病変の予防―フットケア―」というテーマで、足を
観察するポイント（変形・変色していないか、傷・火傷はないか等）や 
お手入れ方法について話しました。また、爪の切り方や足に合った靴の選び方
についても紹介しました。

講演後は、深爪になっていないか等、病変に繋がるような危険な状態で 
ないかチェックを受ける方もいました。また、「足以外でも壊死が起こることはありますか？」という質問も
あり、指導士は症例を交えながら「足だけでなく手が同じような状態になる場合もあります。ただ、手は 
いつも目につきやすいため発見も早く、壊死に至ることはまれです」と回答しました。

第76回健康医学セミナーが2月16日（土）当院2階講堂で開催
され110名の方が参加しました。今回は循環器内科 木村周先生が

「こわい不整脈、こわくない不整脈」と題して講演しました。
木村先生は不整脈の症状や診断、治療法についてイラストを 

交えてわかりやすく説明しました。また、心電図波形の特徴を 
示しながら心配のない不整脈と危険なものに関して解説しました。
講演後は多くの方から個別に質問や相談が寄せられ、先生は一人
ひとりからお話を伺いアドバイスしました。

糖尿病教室が行われました

第76回健康医学セミナーが開催されました

講師へ今回の糖尿病教室で特に伝えたいポイントについて伺いました。

足の怪我はご自身ではなかなか気づきにくく、「足から変なにおいがする」と家族から
言われてはじめて病変が発見される場合が多くあります。そのような状態になってからでは、足

あし

壊
え

疽
そ

となり切断にも繋がりかねません。足のお手入れを行っていただく事も大切ですが、まずは自分で
自分の足を見るという習慣をつけることが非常に重要です。爪の形など、足の状況を自分の目で 
見て知っておき、病変の予防に繋げて頂ければと思います。

講演する木村先生 多くの方から質問や相談が寄せられました
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認定看護師
コラム Column

脳卒中看護と早期離床

脳卒中リハビリテーション看護認定看護師　澤邉晃永

リハビリテーション科　理学療法士　芝崎　淳

脳卒中を発症すると意識障害や上肢・下肢に麻痺をきたすことがあります。また、意識はあっても診療上、
ベッド上で安静をとることが必要な場合もあります。意識障害が遷延したり、過度な安静で活動ができない
状態が継続すると肺炎や深部静脈血栓症、廃用性筋委縮などを合併してしまう可能性があります。脳卒中 
治療ガイドライン2015には「不動・廃用症候群を予防し、早期の日常生活動作（ADL）向上と社会復帰を
図るために、十分なリスク管理のもとにできるだけ発症後早期から積極的なリハビリテーションを行うことが
強く勧められる。（グレードA）その内容には、早期座位、立位、装具を用いた早期歩行訓練、摂食・嚥下訓練、
セルフケア訓練が含まれる」とあります。1）

開始時期に関しては明確に定められてはいないものの医学的に可能なら発症から24～48時間以内に寝返り、
座位、セルフケアなどの自動運動を開始すると良いとも言われています。

また、エビデンスレベルは低いものの、病型別に離床時期を決定するのではなく、重症度などを考慮して
個別に行うことを考えても良い（グレードC1）2)とされ臨床現場の柔軟な対応が重要です。

我々看護師は、他職種と協働して対象となる患者さんの急性期や回復期、維持期それぞれの合併症などの
リスクを考慮しながら、より良い回復を目指して看護を実践することが重要な役割の一つとなっています。

引用文献
1）脳卒中治療ガイドライン2015　編集：日本脳卒中学会脳卒中ガイドライン委員会 P277
2）前掲 P279

2月6日（水）「地区民生委員・ケアマネジャー懇談会」（主催：
岩沼市社会福祉協議会　地域包括支援センター　於：北部地区 
老人憩いの家）のなかで、リハビリテーション科　理学療法士　
芝崎淳が「介護予防の必要性　健康寿命をのばすために」という
テーマで出前ミニ健康講話を行いました。本事業は地域の高齢者を
支える地域包括ケアシステム構築のため関係機関のネットワーク
強化を目的に毎年開催されているものです。この日は地区民生 

委員25名、ケアマネジャー等14名、計39名の参加がありました。
介護保険法の中で、国民は自ら要介護状態となることを予防するため常に健康の保持増進に努めるものと

されています。心身機能は加齢に伴い緩やかに低下していきますが、病気の後遺症や衰弱によって進行が 
加速する場合があります。そういった場合、元々の筋力等が高値（予備能力が高い）であれば、心身機能の
落ち込みは最小限に食い止めることも可能となります。そのために運動が必要となるのです。今回の講話では、
全国と岩沼市の高齢化率や要介護認定率などの社会的背景を説明し、高齢者における運動効果やその方法に
関してお話しさせていただきました。講話後は市内地域包括支援センターが作成したDVD（いきいき100
歳体操）を参加者全員で体験しました。市内にはたくさんのサークルや交流の場があります。「みんな 
揃ったから運動もしてみよう。」このような思考が地域に広まるように、今後も活動を継続していきたいと
思います。

出前ミニ健康講話を行いました
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リハビリ
ワンポイント リハビリテーション部門の概要

リハビリテーション科　理学療法士　富樫貴寿

当法人には271床の総合南東北病院を始め、介護老人保健施設サニーホーム等の併設の施設があります。
リハビリテーション部門は理学療法・作業療法・言語聴覚療法の3部門で構成され、スタッフは前述の法人
内各部署に配属され、早期リハビリテーションから回復期、生活期まで一貫してサポートできる体制を 
整えています。

急性期のリハビリテーション　病床数221床
当院では脳血管疾患・整形外科疾患・心疾患・ 

呼吸器疾患・神経難病等で入院された患者さんに対し
リハビリテーションを実施しています。

回診やリハビリカンファレンスを通して、患者 
さんの身体状況や入院期間等について医師をはじめと
する各職種間で検討や情報共有を行い、早期退院を 
目指しています。

また、ロボットスーツHAL®医療用や末梢神経磁気
刺激装置Pathleader（パスリーダー）、機能的電気
刺激療法IVESなど最新で効果的な治療・評価機器を
活用し身体機能・能力の改善を促進しています。

在宅のリハビリテーション
通所リハビリテーション定員100名
訪問リハビリテーション対象地域
（岩沼市・名取市・亘理町・柴田町）

当院通所リハビリテーションは、要介護・要支援・
短時間型の3つのコースで構成されています。各コース
には理学療法士・作業療法士がそれぞれ配置されて 
おり、医師の指示に基づき身体・精神的機能に合わせ
たリハビリテーションを提供しています。また、病院
等の退院直後の方には、自宅での生活がスムーズに 
送れるような支援を行っています。

訪問リハビリテーションでは、理学療法士・作業
療法士・言語聴覚士がご自宅に訪問し、日常生活の 
自立を目的としたリハビリテーションを提供します。
また、リハビリテーションを通じて住み慣れた地域 
社会で、自宅にて安心して日常生活を営むことができる
ように支援しています。

回復期のリハビリテーション
病床数50床

回復期リハビリテーション病棟では、365日リハ
ビリテーションを提供できる体制を整えており、医師・
看護師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士など 
多職種が協働してサービスを提供しています。また、
すべての回復期リハビリテーション病棟入院患者に 
対し、多職種による定期的なカンファレンスも行って
います。

運動療法室・作業療法室での身体機能的リハビリ
だけでなく、生活場面を意識した病棟での身辺動作・
日常生活動作（ADL）の練習を積極的に実施して 
います。また、患者さんの必要に応じて家事や仕事 
などの手段的日常生活動作（IADL）の練習、外出の
練習も行っています。さらに、自主練習の指導や家族
指導、自宅の動作指導など、退院後の生活に向けた 
支援にも積極的に取り組んでいます。

介護老人保健施設サニーホーム
入所定員100名、通所定員40名

サニーホームは、在宅復帰・在宅支援を担う在宅
強化型の介護老人保健施設です。

入所中の方、通所リハビリテーションを利用して
いる方に対して、理学療法士・作業療法士が医師の 
指示に基づき生活機能向上を目的にリハビリテーション
を実施しています。

また利用者本人へのリハビリテーションだけでなく、
ご家族やヘルパーなど支援される方々への指導や生活
環境の調整も行っています。



みな・みな・ねっと4月号 5

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。

栄養管理課　管理栄養士　森屋香奈子

混ぜて焼くだけ♪

春キャベツとハムの
楽ちんオムレツ

レシピ紹介

編集
後記

4 月となり、桜咲く春がやってきました。最近の趣味は散歩なので、休日は県内の
桜の名所へ出掛けたいと思います。道端には春の草花もたくさん咲いています。�
新年度となり環境の変化もあり忙しくお過ごしの方が多いと思いますが、外の空気を
おもいっきり吸って春を感じてみるのも良いかもしれません。

※（　）内は平成30年２月の件数

２月の救急車搬入件数
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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

［材料　3人分］

作り方
①�キャベツとハムは半分に切り、5㎜程度のざく
切りにする。
②ボールに卵を溶き、◎の調味料を加え混ぜる。
③�②にキャベツ、ハム、ピザ用チーズを加え、�
ざっくり混ぜる。
④�フライパンに油をひき、③を入れ平らにならす。
弱火～中火で蓋をして5分程度焼く。
⑤�固まってきたら、裏返してさらに3分程度火が
通るまで焼く。

4月になり新生活でバタバタ、という方も多いの
ではないでしょうか？そんな時にうれしい、一品で
たんぱく質も野菜もとれる、主菜と副菜を兼ねた�
レシピの紹介です。
春キャベツは秋に種まきされたもので、3～5月
頃を旬に出回ります。葉の巻きがゆるくやわらかい
ので冬キャベツよりも食べやすく、キャベツは固く
食べにくくて苦手という方におすすめです。
作り方は混ぜて焼くだけなのでとても簡単です。
レシピの最大のポイントは、直径が小さ目のフライ
パンを使うことです。厚みがでて見た目もよく仕上
がります。

栄養価（1人分）エネルギー：205kcal、塩分：1.2ｇ

●キャベツ……�1/3 玉
●ハム…………�2 枚
●卵……………�4 個
●ピザ用チーズ
　　…………�お好みで

◎塩こしょう…�少々
◎コンソメ
　………�小さじ 1/2
◎砂糖…�小さじ 1/2
●油………�適量

2019年 ゴールデンウィーク期間における診療日のお知らせ
標記の件に関しまして、下記の通り外来診療を行います。なお、急患等に関しましては随時対応致します。

4月 5月
27日（土）28日（日）29日（月）30日（火） 1日（水） 2日（木） 3日（金） 4日（土） 5日（日） 6日（月）

通常診療 休 診 日 休 診 日
（昭和の日）

通常診療
（国民の祝日）

休 診 日
（新天皇即位祝日）

通常診療
（国民の祝日）

休 診 日
（憲法記念日）

休 診 日
（みどりの日）

休 診 日
（こどもの日）

休 診 日
（振替休日）


