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ふれあいコンサートが開かれました。詳しくは2ページをご覧ください。
〈写真：歌に合わせて手の体操を行っている様子〉

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

手術麻酔の方法とその変遷
総合南東北病院

麻酔科科長　栗原正人

麻酔には大きく分類すると全身麻酔と局所麻酔が 
あります。後者はそのやり方によって脊椎麻酔と 
狭義の局所麻酔に分かれます。手術室で行う大きな
手術の大部分は全身麻酔です。外来での小手術には
狭義の局所麻酔が使われます。脊椎麻酔は脊髄と 
言われる神経の束に薬を作用させて痛みを遮断する
方法で、下腹部や下半身の手術によく使われます。

手術を行うときには体に創（きず）を作る必要が 
あるため、程度の差はありますが、術後には必ず 
痛みが発生します。この痛みを軽減させるために、
局所麻酔を併用することがあります。硬膜外麻酔は
主に体幹部に使用される局所麻酔投与法です。脊髄の
外側に細いチューブを入れて、麻酔薬を注入する 
ことにより痛みを和らげる方法です。

しかし、最近は血管の病気や血栓の予防・治療の 
ために、血の固まりを抑える薬を使用することが 
あります。この抗凝固療法の場合には、上で述べた
ような硬膜外麻酔が実施できないことがあります。
そこで“神経ブロック”という処置が行われることが
あります。これは痛みを伝達する神経の周囲に、 
狭義の局所麻酔を行うことに相当します。最近では
超音波ガイド下に神経ブロックを行うことが注目 

されるようになってきました。神経ブロックが普及
する前まで、痛み止めの主流は、全身麻酔中に行う
鎮痛薬の点滴でした。しかし点滴による鎮痛法では
全身に麻酔薬がまわることから、様々な副作用が 
問題となることがありました。たとえば、ふらつきが
出てしまい歩けなくなったり、強い吐き気（悪心・
嘔吐）があらわれたりすることがあります。こうした
副作用が強い場合、痛みが取れても、ベッドから 
離れることができず、手術からの回復がかえって 
遅れてしまうことになってしまいます。さらに点滴に
よる麻酔では、効き具合の個人差が大きい、一種類の
薬剤だけで痛みを完全に抑えようとすると結果的に
麻酔薬の投与量が増えてしまう、といった課題も 
ありました。

一方、神経ブロックでは、局所の神経を狙って 
ブロックするため処置が必要な部位だけを対象と 
することができます。そのため適切に痛みをブロック
できるようになります。このように適切な痛みの 
軽減を目指せるという点が、神経ブロックの利点と
いえます。神経ブロックを中心課題に置く学会が 
設置されるなど、現在の麻酔において神経ブロックは
重要な位置を占めています。
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ピロリ菌の除菌に使用する薬剤について薬局
  だより 薬局　薬剤師　佐藤賢志

今回は胃炎や胃潰瘍・十二指腸潰瘍、胃がんなどの発症と関係しているピロリ菌感染症と除菌に使用する
薬剤についてお話しします。

　ピロリ菌の除菌では、一次除菌と二次除菌があり、一次
除菌では胃酸の分泌を強力に抑える｢プロトンポンプ阻害薬

（PPI）」と2種類の抗生物質（アモキシシリン・クラリス
ロマイシン）という3種類の薬剤を1週間使用します。 
一次除菌が失敗した場合はクラリスロマイシンという薬剤を
メトロニダゾールという薬剤に変更し再度除菌を行います。

（二次除菌）

ピロリ菌の除菌に使用する薬剤

　ピロリ菌の正式名称はヘリコバクターピロリといいます。通常、胃酸が分泌されて
いる胃の中では細菌は殺菌されてしまいます。しかし、ヘリコバクターピロリは尿素
からアンモニアを作り出すことで自身の周りにある胃酸を和らげることが出来るため、
胃の中でも生育することができます。感染経路は口-口感染や糞-口感染と考えられて
おり、多くが小児期に起こるといわれています。

ピロリ菌とは？

副作用症状で多く見られるものは下痢や軟便です。その他にも過敏症（発疹
など）、味覚異常、腹部の不快感などが現れることがあります。

除菌治療中に体調が普段と違うと感じた場合は自分の判断で薬の中止や我慢
などをせず速やかに受診し主治医に相談しましょう。

除菌治療薬の副作用

【参考】大塚製薬株式会社ホームページ、病気がみえる vol.1 消化器　ｐ64-65（メディックメディア）

日　時 講座名（講座担当）

11月14日㈭
■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）
＊軽い運動が出来る服装でお越しください。

11月28日㈭
■ミニ健康講話
・腸内環境を整える食事（栄養管理課）
・自宅でも出来る簡単な体操
　（通所リハビリテーション）

※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

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
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糖尿病教室を9月12日（木）午後2時から当院1階売店前で行いました。今回は予定していました糖尿病
お悩み相談会から内容を変更し、参加者の方に「In Body」で体組成を計測して頂きました。

In Bodyでは体重や体脂肪量だけでなく、右腕や左腕、体幹といったように部位別の筋肉量のバランス、
体水分量などを知ることができます。

みなさん初めての経験で、少し緊張した様子で測定を行っていましたが、結果を見て「意外と筋肉は 
あったね」という方や、「思っていた通りの結果でした」など様々な声が聞かれました。測定後には理学 
療法士より、個別に結果について説明やアドバイスをさせて頂きました。

体組成を測定することは、自分の体の現状を数値で客観的に把握できるため、今後の目標や計画を立てる際に
役立ちます。食事療法や運動療法を効果的に行うためのサポートとして今後も教室に取り入れていきたいと
考えています。

9月10日（火）午前10時30分から介護老人保健施設サニーホームで「紙ふうせん」主催のふれあい 
コンサートが開かれました。
「紙ふうせん」は、当院の関連病院である一般財団法人 脳神経疾患研究所 附属 総合南東北病院（福島県

郡山市）を中心に活動されているボランティアグループです。コンサートでは、よさこい演舞やオリンピック
音頭など踊りの披露や、ピアノの伴奏に合わせた「高原列車」「紅葉」「斎太郎節」等、歌の発表が行われ 
ました。聞き馴染んだメロディーに、皆さん手拍子をしながら歌を口ずさみ楽しまれていました。また、 
音楽療法士の方による歌に合わせた手の体操なども行われ、楽しく体を動かされていました。

最後に、紙ふうせんのメンバー 36名全員と会場の方で「ふるさと」の全体合唱をしてフィナーレとなり
ました。皆さん懐かしい様子で歌われ心温まるひと時を過ごして頂けたようでした。

糖尿病教室を行いました

栄養管理課　管理栄養士　森屋香奈子

社会医療法人 将道会　介護老人保健施設サニーホーム　介護副主任　明道　茂

ふれあいコンサートが開かれました
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認定看護師
コラム Column

臓器移植について

救急看護認定看護師　西谷佳功

臓器移植の最近の話題といえば、グリーンリボンデーです。毎年10月に各地の観光名所などが緑色に 
ライトアップされています。今年も多くの観光名所が緑色にライトアップされ、ニュースに取り上げられ 
ました。

皆さんは、臓器移植についてどのように考えていますか？「ぜひ協力したい」「協力したくない」「臓器 
移植ってなにか分からない」など意見はさまざまだと思います。私も臓器移植については、勉強するまで 
ほとんど関心がありませんでした。臓器移植についての知識を得る機会によって、意識は少し変化しました。
そこで、今回は臓器移植についての話を少しさせて頂きたいと思います。皆さんに臓器移植医療について 
興味や関心を持って頂ける機会になれば幸いです。

臓器移植とは、重度の病気や事故などにより臓器の機能が低下した方に、他の方の臓器と取り替えて機能を
回復させる医療のことです。たとえば、腎不全で透析治療が必要な方に、他人の腎臓を摘出して機能が低下
している腎臓と取り替え、腎臓の機能を回復させるということです。

日本臓器移植ネットワークによると、日本で臓器の移植を希望
して待機している方は、およそ14,000人とされているようです。
それに対して移植を受けられる方は、年間およそ400人とされて
います。待機されている人の2%です。この数が多いと感じる 
方もいれば、少ないと感じる方もいると思います。皆さんはどう
感じますか。

さて、ご存じの方も多くいらっしゃるかと思いますが臓器提供は
脳死後あるいは心臓が停止した死後に可能となります。脳死に 

ついては、少し複雑な説明が必要なため、今回は省略させて頂きます。
脳死後と心臓が停止した死後の違いの1つとしては、脳死後に提供できる臓器と心臓が停止した死後に 

提供できる臓器が異なるという点です。脳死後に提供できる臓器は、心臓・肺・肝臓・腎臓・膵臓・小腸・ 
眼球の7つです。心臓が停止した死後に提供できる臓器は、腎臓・膵臓・眼球の3つです。

今回は、臓器移植についてお話させて頂きました。次回は、続編として臓器提供の意思
表示について紹介致します。

【参考】公益社団法人日本臓器移植ネットワーク　https://www.jotnw.or.jp/

患者さんからの声Voice
入院患者さんより【ご意見】 病院からの回答

病棟にある携帯電話使用可能区域を�
複数の場所で認めて欲しい。

病棟では、他の入院患者さん、ご家族の方への配慮から携帯電話使用可能区域を
1 箇所に限定しております。ご不便をおかけし申し訳ございませんが、ご理解と
ご協力の程、よろしくお願い申し上げます。

入院患者さんより【お礼の言葉】 病院からの回答

看護師さん、気持ちよく接して頂いて�
嬉しく思います。本当にありがとうござい
ます。

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
方に満足頂ける医療が提供出来る様、スタッフ一丸となって取り組んで参ります。
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リハビリ
ワンポイント

浮腫とは、「むくみ」のことを指します。足がパンパンで重苦しいという経験をしたことがある方も多い
のではないでしょうか。今回は、浮腫とその対処法について簡単に説明していきたいと思います。

 【浮腫とは】 
皮膚の下に余分な水分が溜まった状態のことで、血液の循環が悪くなると起こりやすいと言われています。

長期間そのままにしておくと、身体の組織の線維化が進行しやすくなり関節が硬くなったり、表面の皮膚が
傷つきやすくなり感染症になったりする恐れもあります。

 【浮腫の診断と原因】 
足に浮腫がある場合はすねの辺りを指で押して、その痕が残るかどうかで確認することができます。浮腫

には心不全や腎臓病などによる病気が原因で起こるものと、長時間の同一姿勢や水分の過剰摂取など病気 
以外の原因で起こる一過性のものとがあります。

 【対処法】 
病気以外に起こる一過性の浮腫であれば、以下の対処法で軽減することができます。
①挙上：むくんだ部分を高く上げる　　　　　　　　②マッサージ
　例）寝た状態で足の下にクッションを入れる　　　　例） 足首から膝の裏に向かってむくんでいる 

部分をさする

 

③自動運動：筋肉の伸び縮みが伴うような運動をする、長時間同じ姿勢をとらない
　　　　　　例）ストレッチや体操（膝の曲げ伸ばし、かかと・つま先上げ運動など）

自分の判断で対処するだけでなく、医療機関を受診し適切な治療を受けることも大切です。ご質問等ござい
ましたら、お気軽にリハビリスタッフへご相談ください。

リハビリでできる浮
ふ
腫
しゅ
の対処法

～自分でできるむくみの解消法～

　リハビリテーション科　作業療法士　大本佳奈

【参考・引用文献】公益財団法人長寿科学振興財団 健康長寿ネット　https://www.tyojyu.or.jp/net/byouki/rounensei/fushu.html
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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
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レシピ紹介

作り方
①えのきは石突を切り落とし2等分に切ってほぐす。
②エリンギは約4cmの短冊切りにする。
③まいたけはほぐし小分けにする。
④�フライパンにバターを入れ弱火で溶かし、①～③を
加えバターを絡める。
⑤④に酒を加えて蓋をして中火で蒸し焼きにする。
⑥�⑤の具材がしんなりしてきたら蓋を取って水分を
飛ばす。
⑦⑥に、ポン酢・塩こしょうを加えて味を整える。
⑧青ネギを刻んで盛り付ける。

ほとんどの種類が秋に旬を迎えるきのこは、芳醇な�
香りで味も良く、食卓で重宝されることかと思います。�
日本人がきのこを食べ始めたのは、約２千年前からという
諸説もあるほど、歴史の深い食材と言われています。今でこそ
手軽に購入できるものの、当時椎茸などは高級品とされて
おり、正月などのハレの日にしか味わえない貴重な食材で
あったとされています。きのこは栄養価が高く、またその
効果や効能が優れている食材です。食物繊維が豊富に�
含まれているので、便秘の改善、がん等の生活習慣病の�
予防にも役立ちます。また、疲労回復作用のあるビタミン
B群・カルシウムの吸収を高めて骨や歯を強くし骨粗鬆症
予防にも効果のあるビタミンDなどのビタミン類も豊富に
含まれているのです。季節の変わり目でもある時期、体調を
整えるためにも旬の美味しいきのこを積極的に食事に取り
入れてみてはいかがでしょうか。

［材料　2人分］
・えのき………1袋
・エリンギ……1パック
・まいたけ……1パック
・バター………小さじ２

・酒……………大さじ２
・ポン酢………大さじ３　　　
・塩こしょう…少々
・青ネギ………少々

栄養管理課　管理栄養士　久田和香

編集
後記

　だんだんと寒さが身にしみる季節となりましたが、皆様はいかがお過ごしでしょうか。�
先月からレシピ紹介では秋の旬の食材が取り上げられていますね。美味しい食材がたくさん
あるこの季節ですが、私はかぼちゃやさつまいもが好物です。一口大に切り、お鍋で蒸して
よく食べています。健康には腹八分目が良いとされていますので、食べ過ぎには気を付けて
体調管理をしっかりし、来る冬に備えたいと思います。

※（　）内は平成30年９月の件数

９月の救急車搬入件数
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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

食欲の秋！たっぷり食べてもヘルシー♪

3 種きのこの
ポン酢ソテー

栄養価（1人分）
エネルギー：95kcal　塩分：1.3ｇ

介
紹
師
医 令和元年10月1日付で、当院に着任した医師を紹介します。

鈴木 直輝 （すずき なおき）
①診療科……脳神経内科
②専門分野…脳神経内科全般、特に神経変性疾患、筋疾患
③ひとこと…脳神経内科医として地域医療に貢献しつつ、
　　　　　　専門性を活かした ALS などの神経難病の診療
　　　　　　にも取り組んでいきます。


