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〈写真：第80回健康医学セミナーが開催されました。詳しくは4ページをご覧ください。〉

そのしびれは「しびれ」ですか？
総合南東北病院

脳神経内科　曽我天馬

脳神経内科領域では多くのしびれの相談を受けます。
脳神経内科領域に限らず、医療において診断に最も�
大事なことは問診にあると言われており、9割の病気が
問診により診断できると豪語されることもあります。
しかしながら、患者さんの訴えとわれわれ医療者に
とっての理解というは、時々、表現の方法で大きな齟齬
（そご）を生むことがあります。
わたしの経験を書きます。患者さんは「しびれ」を
主訴に外来にやってきました。どうやら前日から左足が
しびれるというのです。「しびれ」と聞くと、わたし
たち脳神経内科医は「感覚障害」、つまり、感覚がない、
痛い、ピリピリするといったことを想像しながら問診を
より詳細に行います。「しびれ」が、いつ始まって、
どの部分が、どのくらいの強さで、それが強くなって
いるのか、よくなってきているのか、症状を紐解いて
いきます。その患者さんは「なんとなく、全体的に左が
しびれるんだな」と答えました。こうなってくると�
真面目なお医者さんであればあるほど頭が混乱してき
ます。多くの患者さんからの情報を整理して診断を�
導こうとして工夫した質問をしても、「なんとなく、
全体的に」と言われると困ってしまいます。感覚の�
診察のために、さらさらと触られた感覚、爪楊枝で�
チクチクとした感覚、音叉を使った振動の感覚を診て

みても「全部大丈夫、わかる」と仰ります。最後には
患者さんが「いつもと違う」ことを根拠に、MRI検査を
オーダーすることになるのです。…脳梗塞が見つかり
入院となりました。実はその患者さん、「力が入り�
にくい」ことを「しびれる」と表現しており、軽度の
左手足の麻痺があったのです。利き腕の右手の症状で
あれば力の入りにくさがわかりやすかったのかも�
しれませんが、退院のときまで、「まだちょっと�
しびれがあるな」とおっしゃっていました。お医者�
さんに言いたいことが伝わってないと感じたら早めに
訂正をすると、より早く診断につながるかもしれません。
もちろん、感覚がわからなくなる「しびれ」を来たす
脳梗塞もありますので、なるべく早期に脳神経内科・
脳神経外科を受診してください。
わたし自身も、歯医者で注射の局所麻酔を受けた�
ときに「注射したとこ、どんなかんじ？」と先生に�
聞かれ、どう表現したらいいかわからず「…ぶくぶく
した感じ」と答え先生を困らせた記憶はありますが、
困った顔をしながらも先生は歯を削ってくれました。
小学生であったので、答えがわからなかったら「わかり
ません！」と大きな声で返事をすればよかったです。
先生は麻酔が効いた、とニコニコしながら歯を削って
くれたと思います。

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

処方箋の有効期間について

薬局　薬剤師　菅生亮太

処方箋は治療のための薬等が記載された文書である事は周知のことと思いますが、有効期間があることは
ご存知ですか？
処方箋の有効期間は発行日を含め4日以内となっており、過ぎてしまうと処方箋は無効となってしまい、
薬をもらえなくなる可能性があります。
今回は、処方箋の有効期間について詳しくお話しします。

　有効期間が過ぎた処方箋では調剤することができないため、再受診して
頂き新たに処方箋を発行してもらう必要があります。期間内に保険薬局へ
の処方箋提出が難しい場合には、診察時に主治医へ期間の延長を行えるか
ご相談ください。

処方箋の有効期間が切れてしまったら

　理由は大きく分けて2つです。
（1）�4日あれば土日をはさんでも薬を受け取れる�

可能性が高いため。例えば金曜日に発行された
場合、月曜日まで有効となります。

（2）�病状は刻々と変わっていくものであり、診察を
受けてから時間が経過すればするほど必要な�
治療が変わってくる可能性が高いため。

有効期間が4日である理由

医師の診察を受けた時点での症状を考慮し適切なお薬が処方されますので、
診察を受けたら早めに薬局に行き、お薬を受け取り服用を開始することが大切�
です。どうしても事情があり、処方箋の期限である4日以内に薬局に行けない�
ことが想定される場合には、事前に医師に相談するようにしましょう。

最後に

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。

 時間  14:00 ～ 15:00　　 �場所� 当院1階売店前

日　時 講座名（講座担当）

8月22日㈭
■ミニ健康講話
・フレイル・サルコペニアについて
　【概要・運動療法・食事など】
　（リハビリテーション科、栄養管理課）

9月12日㈭
■糖尿病教室　
・糖尿病お悩み相談会
　（�看護部、薬局、リハビリテーション科、
栄養管理課）

※講座名等は変更になる場合がございますので、ご了承ください。

生活習慣病セミナーのご案内

参考：管理薬剤師.com、くすりの相談室、日本調剤　各ホームページ（順不同）
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総合南東北病院�通所リハビリテーションでは、利用者さんが当所でお過ごし頂く
時間をより豊かで充足感をもたらすものとするために、自ら進んでお手伝いして�
くださるボランティア活動にご協力頂ける方を募集しております。
活動には特別な資格は要りません。利用者さんのプライバシーを守れる方、そして
笑顔で対応できる方を募集します。
まずはお気軽にご相談ください。

◇通所リハビリテーション ボランティア活動の内容
・趣味活動（手芸や折り紙など）の提供、囲碁や将棋などのお相手�
　…皆さんの趣味や特技を活かし、利用者さんと楽しんで頂く活動です。�
・リネン交換の補助　　
・レクリエーションのお手伝い
・利用者さんの入浴後の整容（ヘアドライ）　等

◇活動日時
月～土曜日�9：00～15：00�の間でご都合の良い日時
※週1回以上、定期的に活動が可能な方

◇ボランティアの登録から活動までの流れ
①当院へのお問い合わせ→②お申込み→③面談→④登録・活動開始
※面談時にはボランティア担当者が活動日時等についてお伺いします。

社会医療法人 将道会 総合南東北病院　通所リハビリテーション
ボランティア募集

お申込み・ご相談など、下記までお気軽にご連絡ください

��0223-23-3151（代表）

祝祭日を除く、月～金曜日　8：30～17：00（総合南東北病院��総務課まで）

岩沼市の植栽活動が6月15日（土）午前9時から行われました。
当法人からは5人が参加し、地域住民の皆さんと一緒に里の杜�
地区道路沿いの花壇にベコニアとサルビアを植えました。
赤、白、ピンク色などの花苗を等間隔に並べて一つひとつ丁寧に
植栽作業を行いました。たくさんの苗がありましたが約1時間で
作業は完了し、道路沿いの花壇が華やかに彩られました。
岩沼市では、公共の場の花壇やプランターに植栽する活動を�
行い、毎年春と秋の年2回、花の植替えをしています。花壇は、
地域の皆さんの協力で管理されています。病院にお越しの際は、
色とりどりのお花もぜひご覧ください。

岩沼市の植栽活動に参加しました
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リハビリ
ワンポイント 五十肩のリハビリについて

リハビリテーション科　作業療法士　伊藤遥香

前回は肩の痛みについて説明しましたが、今回はご自宅でもできる五十肩（肩関節周囲炎）の病期別の�
リハビリについて説明します。

＜ポイント＞
　痛みが強い時は無理して行わず、1日に2、3セット（1セット5～10回）行いましょう。
特に入浴後、肩が温まっている状態で行うとより効果的です。
　ご質問等あれば、お気軽にリハビリスタッフへご相談ください。

参考：どこでもできる五十肩の運動療法（監修�東京都リハビリテーション病院、著者�林泰史）

発症から約2週間の炎症が強く痛みも強いこの時期は、無理に動かすことはお勧めできま�
せん。肩の力を抜いた状態で、痛みのない範囲で動かしましょう。

肩を動かした時の痛みが和らいでくる時期です。急性期の期間、積極的に動かせなかった�
ことで、肩がこわばり動かすことができる範囲が制限されてしまいます。この時期は、肩の
痛みが強くならない範囲で動かすことが大切です。

肩の痛みや不快感も少なくなる時期であり、リハビリを行い肩の柔軟性を取り戻す必要が�
あります。

急性期

慢性期

回復期

●腰を約90°に曲げ、痛い方の手で1～2㎏程度の重りを持ち、
腕を前後左右、円を描くように動かします。

●肩の力を抜き、体を使って腕を動かします。

●背中で、痛い方の手を
痛くない方の手で持ち、
背骨に沿って上下に動か
します。

●タオルや棒を持ち、
両手を上げ肘を曲げ
ながら後ろに腕を�
下ろします。

●頭の後ろで手を
組み胸を張るよう
に肘を開きます。

●両手を上げ左右に
腕を動かし、肩を�
伸ばします。
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第80回健康医学セミナーが6月15日（土）亘理町中央公民館�大ホールで開催され100名の方が参加�
しました。今回は理事長特別補佐監兼執行本部長・低侵襲脊髄手術センター長の水野順一先生が「腰痛と�
手足のしびれ―健康な人生を送るための知っておきたい知識―」と題して講演しました。講演前には講師�
との個別の医療相談会も実施されました。
水野先生は、腰痛・手足の痛みやしびれをきたす代表的な疾患について、実際の症例を交えながら説明�
しました。また、内視鏡・顕微鏡を使用した低侵襲脊髄脊椎手術についても紹介しました。講演の最後には、
手術を行うかどうかを決定する判断基準・適切なタイミングなどの考え方に関して説明し、注意点については
「さらに高齢になり、第2の病変が生じる可能性を考慮しなければなりません。はじめから大きな手術を�
行うことは、次の手術または治療が困難になる場合があります」と述べました。

第80回健康医学セミナーが開催されました

認定看護師
コラム Column

8月は夏休みやお盆休みなど長期休暇の機会が多く、スポーツや観光など屋外で活動
することが多くなると思います。今の季節、一番気を付けなければならないのは熱中症
です。そのほか、からだを動かすことが多いためにケガをしてしまうこともあると�
思います。屋外の活動などでケガをしてしまい出血したときに、慌てないで応急手当が
できるようにしましょう。

止血の基本は「直接圧迫止血法」です。出血している
傷口を清潔なガーゼやハンカチなどで直接圧迫する方法
です。ほとんどの出血はこの止血方法で止めることができます。病院を受診する
ときも「直接圧迫止血法」を実施しながら移動してください。病院に着いた頃
には止血されていると思います。その後で医師の診察、治療を受けてください。

また、傷口からの出血以外に鼻出血もよくみられる症状です。鼻出血はキーゼルバッハ部位（鼻の入り口に
近い静脈）からの出血がほとんどです。鼻翼という部位（いわゆる小鼻）を両側からつまんで5分～10分
圧迫するとほとんど止血されます。鼻翼を圧迫しているときに、のどの奥や口に流れてきた血液を飲み込んで
しまうと気分が悪くなりますので吐き出すようにしましょう。圧迫しても出血が止まらなかったり、何回も
出血する場合は専門医を受診しましょう。鼻出血は高血圧や血液疾患などでも出血することがあるため、�
常日頃から健康に気をつけましょう。

いざというときの応急手当：
「出血」

救急看護認定看護師　鎌田貴幸

講演後、参加者の方から質問や相談などが
多く寄せられました
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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。

レシピ紹介

みな・みな・ねっと8月号

［材料　4人分］

作り方
①�じゃが芋、にんじんは皮をむき、いちょう切りにする。
ごぼうは皮をむき、半月切り。さやいんげんは茹でて�
長さを三等分にし、干し椎茸はお湯で戻し千切りにする。
②�こんにゃくは短冊切りにし、油揚げは油抜きをした後、
短冊切りにする。白玉麩は、お湯で戻して水気をしぼって
おく。
③�鍋にめんつゆ、希釈分の水、じゃが芋、にんじん、ごぼう、
干し椎茸を入れて煮る。
④�じゃが芋が柔らかくなったら、こんにゃく、油揚げ、�
白玉麩、さやいんげんを加え、さらに煮る。
⑤�鍋にお湯を沸かし、温麺を茹でる。ザルにあげて水気を�
切って、皿に盛る。
⑥④に水溶き片栗粉を加え、とろみがついたら⑤にかける。

今月ご紹介するのは、宮城県仙南地域の郷土料理と
言われる「おくずかけ」です。主に、お盆などの精進
料理（肉や魚を使わない料理）として食べられます。
白石市の名産品「温麺」は油を使わず作られる�
短めの乾麺で、消化に優しいことで有名です。他の
材料には、油揚げ、麩、野菜と具だくさんで、栄養
バランスが整うことが期待出来ます。また、とろみを
つけることで野菜も食べやすくなり飲み込みやすく
なるため、お子さまから年齢を重ねた方まで広い年代
の方が食べやすいと言えるのではないでしょうか。
各家庭にある食材、味付けで作られるお袋の味。�
お盆におすすめの一品です。

・温麺………………3束
・じゃが芋…………1個
・にんじん…………1本
・ごぼう……………1/2本
・さやいんげん……20g
・干し椎茸…………3枚

・こんにゃく………1/2枚
・油揚げ……………2枚
・白玉麩……………10g
・めんつゆ

……100㏄（6倍希釈）
・片栗粉…………大さじ1

栄養管理課　管理栄養士　曵地　望

編集
後記

暑い日が続いています。しかし、冷房のきいた部屋に長時間いたり冷たい食べ物を
食べ過ぎてしまったりと、意外と身体が冷えていると感じることは多くありません
でしょうか。今月のレシピのような温かい消化に優しいものを食べるなど身体の�
内側からケアをして、残りの夏も元気に乗り切りたいですね。

※（　）内は平成30年６月の件数

６月の救急車搬入件数
岩　沼

名　取

亘　理

17（  20）台

3（    4）台

200（217）台

67（73）台
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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

患者さんからの声Voice
外来患者さんより【ご意見】

病院からの回答

一般の方が玄関前の車椅子専用駐車場に駐車していること
があります。

駐車場内には車椅子専用スペースである表示を行い、院内
放送及び警備巡回にて、一般の方へ注意喚起を実施して�
おります。より一層、注意喚起に努めて参ります。

入院患者ご家族さんより【ご意見】

面会者カードに時間を記入する欄がありますが、時間が�
分かりません。近くに時計があると助かります。

病院からの回答

面会者カード記入台の上に卓上時計を設置して参ります。
どうぞお使い下さい。

おなかに優しい♪

おくずかけ

栄養価（1人分）エネルギー：398kcal、塩分：5.4ｇ


