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竹駒神社どんと祭裸参りに参加しました。詳しくは4ページをご覧ください。

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

脳神経内科の病気について～神経変性疾患～
総合南東北病院

脳神経内科科長　加藤昌昭

脳神経内科の扱う病気の中で「神経変性疾患」と
いわれる病気があります。アルツハイマー病や 
パーキンソン病、筋萎縮性側索硬化症（ALS）と 
いった病気がこの範疇に入ります。難しい名前の 
病気が多いので、あまり自分に関係ない病気、 
珍しい病気と思われがちですが、高齢化に伴い 
アルツハイマー病やパーキンソン病は珍しくない 
病気になってきていますし、ALSのように意識は
はっきりしていながら体が動かなくなる難病も 
あり、実は身近な病気になってきていると思います。

しかしながら現在のところ、神経変性疾患に対する
治療はまだまだ不充分です。病気の治癒はもちろんの
こと、進行を抑える治療すらまだ確立していない 
というのが現状です。現在ある治療薬は、症状に 
対する対症療法、進行を少し遅らせるといった程度で、
依然道険しといったところです。神経変性疾患 
というのは神経が半分くらいまで障害されて初めて
症状を出すともいわれており、早期発見、診断が 
難しいこと、更に、神経組織は再生する能力が低い
組織であり、そのことも治療が難しい理由です。

神経変性疾患は実はかなり昔からある病気で、
パ ー キ ン ソ ン 病 は 1817 年（ALS は 1869 年、 
アルツハイマー病が1906年。ちなみにＸ線発見で
1901年第1回ノーベル賞受賞）に報告されています。
しかし、病気の原因がわかってきたのは比較的 
最近で、それまでは「原因不明の難病」という扱い
でした。昔からわかっていたこととしては、症状が

年余にわたって徐々に進行していくこと、その原因
として脳や脊髄の神経細胞がだんだんと死んで 
減っていることくらいでした。脳や脊髄は直接 
取ってみることが難しく、癌などのように異常な 
物が出現してくるわけでもないので、レントゲン

（CT, MRI）などの画像で見つけられないことも 
あって診断が難しく原因不明といわれてきたのです。
しかし、近年遺伝子の研究や病理学、生化学的な 
研究の発達により、神経細胞が死んでいく原因が 
わかってきました。細胞内に異常な蛋白質がたまって
いくことが神経変性疾患に共通する問題であり、 
神経細胞が死んでいく原因であろうということです。
たまっている蛋白質の種類は病気によって異なり、
それによって病気が異なっているようです。更に 
異常な蛋白質がたまる原因についてもさまざまな 
原因が解明されつつあります。

そうした中で、アルツハイマー病の新規治療薬 
としてアミロイドβ蛋白という異常蛋白質を標的 
とした薬剤がアメリカで現在承認申請をしており、 
もしかすると近日中に日本でも使えるようになるかも
しれません。パーキンソン病や類縁疾患、ALS等に
おいてもさまざまな治験が行われています。すぐに
特効薬ができるということはないでしょうが、 
これまで治療法のなかった神経変性疾患が10年、
20年後には治療できる病気に変わっていくかも 
しれません。
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リハビリ
ワンポイント

今年は東京オリンピックが開催される年ということもあり、例年になくスポーツ業界は賑やかな年に 
なるのではないでしょうか。また、スポーツ観戦をする方やこれを機に運動を始める方も多いことでしょう。 
まだ寒さの残る季節ではありますが、風邪を引かないためにも適度な運動を心掛けてみましょう。

さて、今回は筋力年齢についてお話したいと思います。年齢を重ねると筋力は徐々に衰えていきますが、
鍛えることで何歳になっても筋力は増大することが証明されています。ずっと動ける体でいるためには、 
運動して筋力を保つことが大切です。まずは自分の筋力がどの年齢群にあたるのかを知ってもらうために、
お家で簡単にできる体力テストをご紹介したいと思います。

あなたの筋力年齢はどうでしたか？
表に記した回数はあくまでも目安と

なります。自分の筋力年齢を知って、
運動を始める1つのきっかけにして 
頂けたらと思います。まずは、出来る
ことから始めていき、自分のペースで
運動してみてはいかがでしょうか。

【参考】 臨床スポーツ医学 20巻３号　30秒椅子立ち上がりテスト（CS-30テスト）成績の加齢変化と標準値の作成（中谷敏昭，他）
文光堂，p349-355，2003年

＜CS-30テスト＞
　簡単に言うと「30秒間で何回立てますか」
というテストです。

【用意するもの】
ストップウォッチ、高さ40cm程度の椅子

【方法】
１．膝が直角になるように浅めに腰かけます
２．両足は肩幅に開いて、両手を胸の前で
　　組みます
３．立ち上がったら体をしっかり起こします
４．椅子に腰かけて1回とカウントします

これを30秒間で出来るだけ速く行ってください。
※但し、膝痛や腰痛・その他の内部障害がある方はお控えください。

自分の健康状態をセルフチェック !
～簡単に調べられる筋力年齢について～

リハビリテーション科　理学療法士　多賀聡達

年齢群 男性 女性
20 ～ 29 歳 38 回以上 35 回以上
30 ～ 39 歳 37 回以上 34 回以上
40 ～ 49 歳 36 回以上 34 回以上
50 ～ 59 歳 32 回以上 30 回以上
60 ～ 64 歳 32 回以上 29 回以上
65 ～ 69 歳 26 回以上 27 回以上
70 ～ 74 歳 25 回以上 24 回以上
75 ～ 79 歳 22 回以上 22 回以上
80 歳以上 20 回以上 20 回以上

【正面】 【横】
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薬の飲み忘れ対策薬局
  だより 薬局　薬剤師　佐藤賢志

病院を受診し処方された薬を服用しなければならないが、誰でも「うっかり飲み忘れてしまった」という
経験があると思います。今回は薬の飲み忘れ対策についてお話ししたいと思います。

　まず、飲み忘れが起こる原因としては、主にうっかり忘れてしまうことや
服用時点の記憶が曖昧であることによって起こってしまうのではないかと 
考えられます。また薬を多く飲んでいる場合には、薬ごとに服用時間や服用
方法が異なるためより複雑になり分からなくなることが原因になることも 
あるでしょう。

どういったときに飲み忘れが起こってしまうのか？

紹介した方法以外にも飲み忘れを防ぐ方法があります。治療効果を高める
ためにも飲み忘れが多いと感じたら、主治医や薬剤師に相談してみましょう。

困ったら相談を

　飲み忘れを防ぐ方法をいくつかご紹介します。まずはお薬カレンダーを 
使用する方法です。お薬カレンダーは日付や服用時間でポケットが分かれて
おり、ポケットに薬を入れられるようになっています。その為、薬を服用 
したか分からなくなった時はカレンダーを確認すれば一目で分かるように 
なります。
　次に一包化です。一包化は薬を飲む時間帯ごとにパッケージする方法です。
この方法は薬の種類が多い時に有効です。

飲み忘れを防ぐ方法

患者さんからの声Voice
入院患者さんより【お礼の言葉】 病院からの回答

親身になってかゆい所に手が届く様な看護をして頂き、�
心より感謝しております。担当看護師さんはじめ、多くの
スタッフの方から心温まるお声がけ、手厚い看護を頂き�
ました。これから寒くなって参りますが、皆様も身体を�
ご自愛なさって下さい。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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認定看護師
コラム Column

診察の時に必要な情報

救急看護認定看護師　鎌田貴幸

病院を受診する際、スムーズに診療を受けるためには適切な情報が大切になります。受付の時に記入する
問診票には、現在の症状、いつからの症状か、現在治療中の病気、今までかかった病気、現在飲んでいる 
お薬があるか、食べ物やお薬にアレルギーがあるかなど、様々な情報を記入する必要があります。実際の 
診察の時は医師や看護師からもっと詳しく聞くことがあり、今までに受けた手術があるか、使用したお薬で
体に合わなかったものはあるか、場合によっては血縁者の方の既往歴なども聞かれることがあります。 
これらの情報は、受診の時に今の症状と関係ないと思われることでも、検査やお薬の処方などの際に必要な 
情報が多く隠れていることがあります。例えば、血液検査の時にはアルコール消毒をするので、アルコール綿で
消毒した際に皮膚トラブルが過去にある場合はアルコール消毒を避けることができます。また、骨折などの
ケガや心臓・血管系の病気の治療で、体内に金属等が入っている場合はMRI検査ができなくなることも 

あります。お薬に関する情報に関しては、合わないものや過去に使用してアレルギー 
症状が出たものがある場合は処方内容も変わってきますので、非常に大切なものです。

診察時は痛みや苦しさなどの症状で混乱していることもあり、突然質問をされても 
詳しく答えられない事があります。あらかじめ自分の病歴をまとめておくなど、受診の
際にスムーズな診察を受けられるようご協力をお願いします。

市民公開講座（主催 一般社団法人岩沼市医師会、後援 社会医療法人将道会 総合南東北病院）が令和2年
1月25日（土）当院2階講堂で開催され、多くの方に参加頂きました。

開会に先立ち、真嶋光 岩沼市医師会会長が挨拶を述べ、司会の松島忠夫 岩沼市医師会副会長・当院院長が
講師の経歴を紹介しました。本講座では宮本彰 当院呼吸器センター長が「肺癌の予防・早期発見と最新の
治療―薬物治療の進歩―」と題して講演を行いました。

宮本先生は肺癌の原因や症状、薬物療法等について詳しく解説しました。肺癌の主な発生部位や検査の 
種類については写真とイラストを用いて説明し、「肺癌は進行期になるまで症状が出ないことが多いです。
早期発見のためには、定期的に検診を受けることが重要になります」と話しました。

講演後はセミナー内容に関する質問が寄せられ、宮本先生は丁寧に回答しました。

市民公開講座が開催されました
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令和2年1月9日（木）午後2時から当院1階売店前で糖尿病教室を
行いました。

今回は「高血圧とくすりについて」というテーマで薬剤師が話し
ました。

高血圧は自覚症状がほとんどなく、放っておくと血管にダメージが
蓄積され脳卒中や心筋梗塞につながることがあります。高血圧と 

糖尿病のそれぞれが軽度であっても、併発することで大きな病気にかかるリスクが高まります。糖尿病と 
同じく生活習慣が原因に深く関わるため、気をつけていただきたい疾患です。高血圧の薬の種類や効果、 
注意点をお話しした際には、服用している薬がどの分類に当てはまるのか、他の薬との飲み合わせ等について
ご質問をいただき、詳しく話を伺いながら回答しました。

この機会に、服用している薬について理解を深めていただければと思います。

薬局　薬剤師　堀内　隼

糖尿病教室を行いました

竹駒神社どんと祭裸参り（主催 岩沼市商工会青年部）が令和
2年1月14日（火）に行われ、当法人からは医師や看護師など
22名が参加しました。

患者さんにも季節の行事を楽しんでもらおうと、白さらし姿で
のぼりや提灯を持った参加者が各病棟など院内を回りました。
中には参加者に手を振る方や、手を合わせて拝む方もおり、 
笑顔で握手を交わす様子が見られました。その後は病院を 
出発し、1時間ほど市内を練り歩き竹駒神社へ到着。御神火に
あたりながら今年一年の無病息災を祈願しました。

竹駒神社どんと祭裸参りに参加しました

―参加者の声―   東1病棟 看護師　渡邊　茜
今回初めて裸参りに参加しました。衣装を着て病棟を回った時に、

患者さんから応援や感謝の言葉をいただけたことが印象に残って 
います。病院を代表して、多職種のスタッフと一緒に地域の行事に
参加できたことはとても貴重な体験になりました。来年からは 
女性の参加者も増やしていけたらと思います。
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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。

レシピ紹介
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編集
後記

　今月号の表紙には、竹駒神社どんと祭裸参りの写真を掲載しました。院内を回る際、私も
写真撮影のために同行しました。職員が来るのを楽しみに待っていてくださった患者さんの
喜ぶ様子を見て、こちらもとても嬉しい気持ちになりました。

※（　）内は平成31年1月の件数

1月の救急車搬入件数
岩　沼

名　取

亘　理

17（  16）台

2（    2）台

231（189）台

80（77）台
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74（45）台
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市役所

社会医療法人 将道会

総合南東北病院

介
紹
師
医 令和2年2月1日付で、当院に着任した医師を紹介します。

大友 達志 （おおとも たつし）
①診療科……循環器内科
②専門分野…心臓リハビリテーション・虚血性心疾患
③ひとこと…地域医療に貢献できる様はげみます。

栄養価（1人分）
エネルギー：140kcal　塩分：1.5ｇ

レシピ紹介

作り方
①�★の調味料を合わせ、さわらを30分漬け込みます。
②�さわらを焼く直前にごまをふり、フライパンで�
焼きます。焦げやすいため火加減に注意し、片面
7～10分ずつ焼きます。
　�焼き上がってからさらにごまをかけると風味が�
増します。

さわらは回遊魚のため、地域によって旬が異なります。
関西では春から初夏にかけて瀬戸内海へ産卵にやってくる
さわらが旬ですが、関東では産卵期前の12月から2月の
「寒鰆」が旬になります。漢字では「鰆」と書きますが、
俳句の世界では関西の食文化が元になり、春の季語になって
います。
栄養面についてですが、さわらはたんぱく質や鉄分を

多く含みます。また、カルシウムの吸収を促進する効果が
あるビタミンDの含有量が多く、骨の健康維持に役立ち
ます。
身がやわらかく、煮崩れしやすいため、焼き魚や�

フライに向いている魚です。脂がのった寒鰆は、刺身や�
マリネにするとおいしくいただけます。

［材料　2人分］
さわらの切り身……2切れ
★酒…………………大さじ1
★しょうゆ…………大さじ1
★みりん……………大さじ1
ごま…………………小さじ1
（白ごま・黒ゴマ・すりごまお好みで）

栄養管理課　管理栄養士　戸田友里

骨を元気に！

さわらの
ゴマ風味焼き


