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病院探検ツアーが行われました。詳しくは4ページをご覧ください。
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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

神経筋疾患の治療開発に挑む
総合南東北病院

脳神経内科医長　鈴木直輝

わたしたち脳神経内科では頭痛・てんかん・認知症・
脳卒中など患者さんの数が非常に多い病気に対応 
しています。私の専門とする手足の力が入らない 
ことを主な症状とする神経筋疾患の割合は、数から
すれば多くありません。でも、根本的な治療ができて
いない疾患が多く、1日も早い治療開発が待たれて
います。今日はその中の筋萎縮性側索硬化症（ALS）
についてのお話をします。

ALSは手足の力の入りにくさ、筋肉のやせ、 
しゃべりづらさ、飲み込みづらさなどが出現し、 
徐々に全身の筋肉が侵されていく病気です。多くは
50代以降で発症する病気で、2017年の統計では 
全国に約9,600人の患者さんがいらっしゃいます。
宮城県には約200人の患者さんがいます。2014年の
アイスバケツチャレンジで、一般の方にも広く 
知られるようになりました。最近では車いす、人工
呼吸器を装着して国会議員として活動されている 
方もいますね。あの方のように進行期には人工呼吸器
装着を選択する場合もありますが、コミュニケー
ション手段の獲得が課題となります。障害とは何か、
生きるとは何かを考えさせられる病気です。

総合南東北病院・脳神経内科では2019年11月
からALSの専門外来を開始しました。まぎらわしい
病気と区別し正しく診断をつけ、早い時期から進行を
遅らせるための治療をスタートする必要があります。
リハビリで廃用・拘縮予防を行い、飲み込みや転倒
予防のアドバイスを病期に応じて行うことも大事 
です。患者さんの気持ちに寄り添い、それぞれの方の
生活環境に応じた生活の組み立ても行う必要があり
ます。脳神経内科医師だけではなく各診療科・看護師・
ソーシャルワーカー・リハビリテーション部門・ 
栄養士・臨床工学技士・ケアマネジャー・訪問診療医・
訪問看護師などなど、様々な職種とチームを組んで、
住み慣れた環境で生活を続けることをサポートして
いきたいと思います。

東北大学ではALSに対して肝細胞増殖因子の 
髄腔内投与の医師主導治験を行っています。また
2012年のノーベル賞となったiPS細胞を活用した
病態解明・治療開発の研究も進めています。一日も
早く患者さんに根本的な治療が届けられるように
日々努力していきたいと思います。
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リハビリ
ワンポイント

リハビリテーション科　理学療法士　南家菜摘

冬場にできる運動

適切な筋力トレーニングを行うことで、年齢を問わず筋力増強の効果が得られます。
身体を支える筋肉を鍛えることにより、姿勢保持能力の向上、転倒予防、移動能力の向上を図ることが 

でき、生活の質が向上します。冬になると外出する機会が減って運動不足になりがちですが、室内でも行う
ことができる運動を紹介します。

※きついと感じたら無理をせず、できる範囲で行いましょう。

【参考】「筋力トレーニングの効果と方法」　公益財団法人長寿科学振興財団　健康長寿ネット

第86回健康医学セミナーが12月27日（金）当院2階講堂で開催され、多くの方に参加頂きました。 
今回は密岡幹夫 循環器センター長が「心不全の診断と治療」と題して話しました。

密岡先生は、実際の症例を交えながら心不全の症状と原因、治療の流れについて説明しました。特に、 
症状については図や写真を用いて詳しく
解説し「心不全の早期発見には、まず自覚
症状を知って見逃さないことが大切です。
代表的な症状として息切れ、むくみ等が 
挙げられます」と話しました。

講演後には、心不全の検査方法等に関する
質問が数多く寄せられ、講師は一人ひとりへ
丁寧に回答しました。

第86回健康医学セミナーが開催されました

 ⑵ 太ももの筋肉を鍛える運動  

椅子に腰掛け膝をゆっくり
曲げ伸ばしします。

 ⑶ ふくらはぎの筋肉を鍛える運動 

立った姿勢で壁や椅子に両手を
つき、体を支えながらつま先立ち
して、そのままかかとを下ろし 
ます。

 ⑴ 太もも、お尻の筋肉を鍛える運動 

足は肩幅程度に開き、両手は胸の
前で合わせ、ゆっくりと椅子から
立ったり座ったりを繰り返します。

椅子の高さを変えることで負荷量が
調節できます。
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薬は水以外で飲んでもよいのか？薬局
  だより 薬局　薬剤師　佐藤賢志

薬を購入するとよく ｢服用の際は水またはぬるま湯で服用してください｣ という記載を目にすると思い 
ます。今回は、なぜ水やぬるま湯が推奨されているのか、また、薬と相性が悪い飲み物についてお話し 
したいと思います。

　薬を口から飲むと、食道を通り胃に運ばれていきます。この過程で水がないと
食道や胃の粘膜に薬が張り付いてしまい、粘膜障害（潰瘍など）を起こしてしまう
可能性があります。少量の水で飲んだ場合にも粘膜障害の危険性が高まります。
また、薬の周りに水分があることにより有効成分が溶け出しやすくなります。 
このような理由からコップ一杯の水で飲むことが推奨されています。

なぜ水やぬるま湯が推奨されているのか？

薬は水で服用することを前提に臨床試験が行われており、それに合格した薬が
我々に使用されることとなります。薬を安全に使用するためにも水で服用する 
ようにしましょう。

薬は水での服用を！

　薬と相性が悪い飲み物についていくつか紹介したいと思います。1つ目はお酒
です。お酒に含まれるアルコールは多くの薬の作用を強くしてしまい、人の体に
強く影響を与えてしまいます。2つ目は紅茶やコーヒーなどのカフェインが 
含まれる飲み物です。カフェインにより薬の作用が強く出てしまう可能性があり
ます。3つ目は牛乳です。牛乳に含まれるカルシウムと薬の有効成分がくっついて
しまい効果が弱くなることがあります。

薬と相性が悪い飲み物

12月12日（木）午後2時から当院1階売店前で糖尿病教室を行い、「低血糖と
シックデイ」というテーマで話しました。

低血糖症状で受診される糖尿病患者さんが増加しています。症状には個人差があり、短時間で悪化する 
ため素早い対応が大切です。日頃から予防を心掛けることで、低血糖のリスクの軽減になります。

具体的な予防策として、食事は1日3食なるべく決まった時間に規則正しく食べる、薬は中断しない、 
適度な運動を心掛け、食前の激しい運動は避けることなどをご紹介しました。また、低血糖が起こった時には
ブドウ糖10gか砂糖10～20g、またはブドウ糖を含む飲料水を摂取し、安静にすると改善されることを 
話しました。

講話後には、糖尿病の検査等に関する質問が寄せられ、一人ひとりから詳しく話を伺い回答しました。

看護師（宮城県糖尿病療養指導士）　小澤五月

糖尿病教室を行いました

【参考】サワイ健康推進課ホームページ
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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

いつも注射前に血液検査を行っていましたが、
今日はやらなくて良いと言われました。しかし
結局検査が必要と言われ、余計に時間がかかり
ました。

ご不便をおかけしてしまい、申し訳ございませんでした。担当看護師が
一時席を外しており、確認が不十分でした。該当診療科への確認を徹底
すると共に、速やかな対応と説明を心掛けて参ります。

入院患者さんより【お礼の言葉】 病院からの回答

職員が明るくて優しくて、心が和みました。
清掃員の方もとても感じの良い方でした。

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。

健診ナビ
健診センター　保健師　境ひとみ

体重測定していますか？

日本人男性の3割、女性は2割の方が肥満です。肥満は万病の元となり様々な病気を引き起こすため、 
予防や改善が必要です。肥満の尺度として使われるものに「BMI」というものがあります。BMIはご自身の
身長と体重が分かれば、簡単に計算することができます。

BMIが25を超える方は体重を落とす努力が必要です。ただし、極端な減量法は体に害を与えかねません。
運動と食事の両面で長続きできるような方法を取り入れていく必要がありますが、それができない方が 
ほとんどだと思います。そこでおすすめしたいのが、毎日朝起きた時と夜寝る前の2回体重を測ることです。
面倒のように感じるでしょうが、朝と夜の体重の差を見るためです。朝との差がどれくらいあるかで、食事量が
適切なのかある程度分かります。糖尿病などの持病がある方は食事の内容も重要になるので、ご注意ください。

1日2回の体重測定を続けていると、自分の体の体重がどのような時に変動しているかがわかるように 
なります。自分の体に合った減量法を見つけ生活習慣として取り入れるとよいでしょう。体重を測るときに
服を脱ぐことにこだわりを持つ方がいますが、朝起きた時と夜寝る前の恰好はほとんど同じことが多いので、
朝と夜の差を見るために測定するときには気になさらなくて大丈夫です。服装にこだわって測定をしようと
すると、測定そのものが面倒になってしまうことがあるので、そのまま測定してください。

体重は意識していないとあっという間に増えてしまいます。肥満でない方も、体重が増えてから減らす 
ことはとても大変なので、予防として取り入れていただければと思います。

【参考】厚生労働省「平成29年 国民健康・栄養調査報告」

BMI＝体重 kg/（身長 m×身長 m）
18.5 以下 痩せ

18.5 から 25 未満 標準
25 以上 肥満

朝晩の体重の差
2kg 以上 食べ過ぎ
1kg 以上 食べ過ぎ傾向
1kg 未満 ちょうどいい
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認定看護師
コラム Column

採血のお話

がん化学療法看護認定看護師　佐藤あや

病院を受診すると採血の検査を行うことが多くあると思います。血液を調べることで各臓器や全身の 
状態を知る手掛かりとなるので、採血はとても重要な検査になりますが、血管が見えにくい方や痛みに弱い
方、一時的に意識消失したことがある方など、不安をもって採血に臨む患者さんも多くいらっしゃいます。

血管が見えにくい方は、採血前に穿刺部位を温めておくことで採血し易くなります。使い捨てカイロ 
などで温めたりすると効果的です。また、腕をぶらんとぶら下げて手を握ったり開いたりすることも推奨 
されます。1回の採血の量は検査の内容にもよりますが10～15ml前後です。採血の試験管の量が多いと 

「こんなに採るの？」と不安になることがあるかもしれません。しかし血液は体重の1/13、体重が50㎏の
方でしたら400mlの献血までは安全とされています。それを考えれば影響のある量ではありません。採取
した自分の血液をみて「ずいぶん黒いね。大丈夫？」と聞かれる方もいます。静脈血は黒っぽく見えます。
これは、血液は肺で酸素を受け取って赤い動脈血になり、そこから体中で酸素が使われて、二酸化炭素を 
多く含む黒っぽい静脈血になるからです。

また、採血に伴う合併症では、皮下出血が多くみられるかと思いますが、穿刺後の不充分な止血操作が 
原因の多くにあげられます。採血後は圧迫止血を5分間（抗凝固剤を内服されている方は止血が確認できる
まで）行い、十分な止血をする必要があります。また、採血の都度気分が悪くなるという方は、血管迷走 
神経反射の可能性が高いです。神経が興奮し急激に血圧が下がるために、めまいや気分不快、意識消失などを
引き起こします。このような症状を以前に起こした経験がある方は、看護師にお伝えください。少しでも、
不安を少なく検査が進められるよう努めていきたいと思います。

ミニ健康講話「病院探検ツアー」が12月25日（水）に行われ、小学4年生から6年生の合計7名の方が 
参加しました。

今回は臨床検査科のお仕事を知るために、細菌検査室と生理検査室を探検しました。
まず、細菌検査室で臨床検査技師　佐々木正隆さんとともに顕微鏡を使い、プレパラートで保管してある　

細胞を観察しました。次に血液型検査を体験しました。職員が行った血液型検査を見たこどもたちは「血液型
ごとに血液が違う反応をして驚いたけど、楽しかった」と話しました。

続いて生理検査室で原田千代子臨床検査科副主任、臨床検査技師　金澤清香さんが心臓の超音波検査、 
肺活量検査、喘息検査について説明しました。超音波検査では弁の動く様子や心臓に血液が流れ込む映像が
映ると皆さん興味深く覗き込んで
いました。

参加された皆さんは普段見る 
ことない臨床検査科内を見学し 
臨床検査技師の仕事について学ぶ
ことで、病院の仕事の重要性を 
知ることができたようです。

病院探検ツアーが行われました
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レシピ紹介
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作り方
①大根、人参、こんにゃくは1cm角の大きさに切る
②昆布は水につけておき、柔らかくなったら1cm角に切る
③�鍋にサラダ油を入れて熱し、大根、人参、こんにゃくを
炒める
④③に大豆、昆布、昆布の戻し汁を加えて弱火で煮る
⑤�大根、人参に火が通ったら、Ａの調味料を加え弱火で�
さらに煮る

　2月といえば節分、ということで大豆を使ったレシピの紹介
です。豆には「魔

ま
を滅

めっ
する」の語呂合わせの意味もあり、�

豆まきをしたり年の数だけ豆を食べることで、邪気を払い福を
願うという意味があります。
　大豆は肉に匹敵するほど質のよいたんぱく質を豊富に含んで
います。他にも、細胞の構成に必要なレシチン、抗酸化作用を
もつサポニン、腸の働きを整えるオリゴ糖、女性にうれしい�
イソフラボンなどの注目の栄養成分を含んでいます。
　毎日の食卓に積極的にとり入れたい食材です。

［材料　6人分］
水煮大豆………150g
大根……………1/4本くらい
人参……………1/2本くらい
こんにゃく……1/2枚くらい
昆布……………20cm程度
昆布の戻し汁…300ml

栄養管理課　管理栄養士　森屋香奈子

編集
後記

　寒さが深まり春が待ち遠しい毎日ですが、あたたかい食べ物が美味しい季節でもあります。
体の芯からあたたまるようなお鍋やスープなど、冬だからこそ美味しいものを今のうちに�
楽しみたいですね。

※（　）内は平成30年12月の件数

12月の救急車搬入件数
岩　沼

名　取

亘　理

15（  19）台

2（    1）台

205（217）台

77（77）台

60（54）台

51（66）台

仙　南

その他

合　計

駅
沼
岩

線
号
４
道
国
旧

）
ス
パ
イ
バ
（線
号
４
道
国

路
道
部
東
台
仙

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

福を願って♪

五目煮豆

栄養価（1人分）
エネルギー：68kcal　塩分：0.9ｇ

サラダ油……小さじ1
〈Ａ〉
　醤油………小さじ4
　砂糖………小さじ2
　酒…………小さじ2
　みりん……小さじ2

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。

日　時 講座名（講座担当）

2月13日㈭ ■糖尿病教室　
・合併症について（眼・腎・神経）（看護部）

2月27日㈭

■ミニ健康講話
・花粉症のくすりについて（薬局）
・つら～い肩の痛み─予防体操講座─
　（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。）

3月10日㈫
（場所：2階講堂）

■糖尿病教室　
・�糖尿病について
　─合併症を防いで健康な人と変わらない生活を─
　（東北大学大学院医学系研究科
　 糖尿病代謝内科学分野 准教授 今井淳太先生）

生活習慣病セミナーのご案内

 時間  14:00 ～ 15:00
 場所  当院1階売店前（3月を除く）

※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。


