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〈写真：当院外来待合室〉感染症対策のため、椅子等の消毒を行っています。

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

新型コロナウィルス感染症（COVID-19）と
消化器内視鏡検査 総合南東北病院

消化器内科科長　須藤晃佑

未曽有の災害となっている新型コロナウィルス�
感染症（COVID-19）の拡大に伴い感染予防が�
重視されています。
日常生活ではもちろん、医療現場ではなお慎重な
対応が必要です。
内視鏡検査において、上部内視鏡検査（胃カメラ）
ではむせ込み、咳を誘発させることがあります。また
下部内視鏡検査（大腸カメラ）では便からウィルス
を検出することがあるといわれています。胃カメラ、
大腸カメラともにウィルスを拡散するリスクがある
と判断されており、医療者への暴露はもちろん、�
空気中へ拡散されたウィルスにより次に検査を�
うける患者さんへの暴露も心配されます。
4月になり緊急事態宣言の全国への拡大に伴い、

各種学会からも検査対応の指針が公開され、当院でも
慎重な対応を行っています。
COVID-19感染が確定している方、疑われる方は
緊急治療が必要な場合以外は内視鏡検査を行って�
おりません。
右記の条件にあてはまると感染疑いとなります。
条件に該当しない方は検査が可能ですが、無症状に

ウィルス感染をきたしている方も報告されております。
（なお6月執筆時の状況での情報提供です。COVID-�
19による情勢は日々、状況が変わっていますので、
常に最新の情報に応じて病院での体制も変更して�
いきます。）

4－5月は新規の検診の内視鏡検査は受入れ中止と
なり定期検査も先延ばしになっている状態でした。
現在は慎重な対応の元で検診を含め検査は可能と
なっています。実際に検診や定期検査を長期に�
先延ばしにし続けることは癌の早期発見を遅らせる
可能性があるため非常に悩ましい問題となって�
います。
現状では医療従事者、検査をうける患者さんの�
感染リスクを少しでも減らすために、内視鏡検査の
際には通常使用するマスク、手袋、ビニールエプロンに
加えて長そでのガウン、キャップ、フェイスシールドを
使用し、感染防御を行っています。
今後は全国の感染状態の動向、防護具の残数、�
社会情勢も考慮しながら検査体制を柔軟に対応して
いく必要性があります。
少しでも早くCOVID-19の鎮静化を期待します。

・風邪の症状や37.5℃以上の発熱がある方
・�2週間以内にCOVID-19の患者やその疑いがある
患者と濃厚接触歴がある方
・2週間以内に渡航歴のある方
・強い倦怠感や息苦しさのある方
・味覚、嗅覚異常のある方
・4－5日持続する下痢のある方
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リハビリ
ワンポイント

高齢者が日常生活の中で最もケガをしやすい場所はどこだと思いますか？
転倒というと外出時の屋外を想像しがちかと思いますが、実は「自宅」での転倒が1番多いそうです。�
高齢者の転倒の5割以上が自宅内で発生し、その9割以上が「室内」で発生しているという報告もあります。
転倒場所としては暮らし慣れた「居室・寝室」が1番多く、玄関・廊下・トイレと続きます。自宅の居室は
大きな段差や障害物はなく、普段から落ち着いてくつろげる場所のはずですが、それでも油断はできない�
ものです。前月号ではリビングでの環境整備について説明がありました。今回は加えて玄関や浴室など、�
その他の場所についてもお話しします。

居室での転倒事例で多いのは…
•敷居のわずかな段差につまずいた
•カーペットの端に足をとられた
•フローリングの床で滑った
•コード類に引っかかった

すぐできる転倒予防のための環境整備
•絨毯やカーペットは部屋全体に敷くか、端がめくれないよう滑り止め等を使用する。
•コード類はカーペットの下を通すか壁に沿わせる。
•廊下は物で通路をさえぎらないようにする。夜間に暗くて足元が見えない場合は、足元灯などを使用する。
•床が滑りやすい場合には、滑り止めのついた靴下など履物を工夫する。
•玄関など段差が気になる場合は、踏み台や手すりを使用する。
•�浴室では、浴槽をまたぐ際に体を支える手すりやボード、
　滑り止めマットやシャワーチェアなどの福祉用具を使う。

歩行に不安があるときは
•杖や歩行器などを使用する。
�杖などの歩行補助具の使用に抵抗のある方もいると思いますが、「転ばぬ先の杖」ということわざも�
あるように、万が一に備えてあらかじめ準備しておくのも良いのではないでしょうか。

自分に合った物を使用しましょう
•��手すりといっても工事の必要ない据え置き式の物や、玄関・浴室に特化した
　ものなど様々です。杖や歩行器も同様に様々な種類があり、何を基準に選べば
　よいのか迷うかと思います。そんな時は、専門家と相談して自分の状態に適した
　道具や補助具を選択するようにしましょう。

転倒予防というと身体機能やバランス能力を向上させることが思い浮かぶかもしれませんが、自分の体や
能力にあった環境整備や補助具を使用することも転倒を防ぐ有効な手立てと言えます。

高齢者のための転倒予防　～環境編～

リハビリテーション科　副主任　富樫貴寿

【参考】公益社団法人日本理学療法士協会　理学療法ハンドブック
　　　�東京消防庁ホームページ　搬送データからみる高齢者の事故
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薬の正しい保管方法薬局
  だより 薬局　薬剤師　佐藤賢志

薬を保管する際、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�
方法が違います。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。

子供は何でも口に入れたがります。目を離した隙に子供が誤って
飲まないよう、子供の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、体の状態や
薬の名前、飲んだ量を確認したうえ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・光に対して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・多湿を避けましょう。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、誤って飲んでしまうと
非常に危険です。お菓子や飴類との保管も同様です。また、菓子類の�
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、殺虫剤・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。

最後に

【参考】日本調剤ホームページ
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認定看護師
コラム Column

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

●�病棟看護師さんはじめスタッフの皆様には大変お世話になりました。こんなにも多くの方々に気持ち良く看護して頂ける
とは思っておらず、感激致しました。また近々お世話になります。
●�入院中は、病棟スタッフとリハビリスタッフの皆様の愛情あふれる看護のお陰で、楽しく過ごすことが出来ました。�
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、職員
一丸となって取り組んで参ります。

がん治療中の食事について

がん化学療法看護認定看護師　佐藤あや

私は外来でがんの治療を行う患者さんと話すことが多いのですが、「食事は何を食べると良いのですか？」
「なにか食べていけないものはありますか？」という内容の相談を受けることがあります。基本的には�
「食べていけない食べ物はないですよ」「おいしいと思えるものを体調に合わせて食べて下さい」と話します。
消化器疾患の手術後の患者さんの場合は、便秘に注意し消化の良いものをと付け加えます。治療する�
患者さんもご家族も、食事に気を遣われる方が多いことがわかります。
がんの治療には多くのエネルギーや栄養素が必要になります。手術時の侵襲や術後の創の治癒課程で�
低栄養状態にあると、組織の修復が不十分になり、感染のリスクも高まってしまいます。手術前には栄養�
バランスをとりつつ高カロリー・高タンパクの食事で体力維持に繋げることが大切です。また、抗がん剤の
治療を行う場合には、副作用の悪心や吐き気・味覚障害などから食事量が減ったり、食事の楽しみがなくなり、
栄養状態も低下してしまうことが多くあります。そのような時は、無理をして決まった時間にバランスが�
整った食事を摂ろうとするよりは、食べたいと思った時にすぐに食べられるもの、好きなものを少量ずつ�
食べるようにするとよいです。さっぱりしたアイスクリームやゼリー、酢の物などをお勧めします。
患者さんのそれまでの食事の習慣や趣向、食事を準備してくれる家族など食事に関する背景は様々です。
患者さんひとりひとりにあったアドバイスができるよう心掛けています。

これまでもがん治療と食事に関することについてお話しています。
過去の広報誌やラジオ番組は当院のホームページに掲載していますので、
是非ご覧ください。

●広報誌「みな・みな・ねっと」2018年12月号　
　認定看護師コラム�がん治療と食事（がん治療中の味覚障害について）
●ラジオ番組「南東北病院�健康と医療のひろば」2019年8月放送
　がん治療と口腔ケアについて
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臨床検査科　副主任　高橋真弓

私たちの手の平や食べ物等には、様々な種類の細菌やウイルスが存在しています。
なかでも、牛・豚などの家畜の腸内には、食中毒の原因となる腸管出血性大腸菌やサルモネラ属菌などの�
食中毒菌が存在し、と畜場でお肉にする過程でお肉やレバーに付着してしまうことがあるため、生で食べるのは
食中毒のリスクを伴います。

食中毒の症状は原因となった病原体によって異なりますが、多くの場合は発熱や腹痛、おう吐・下痢等の�
症状が現れます（表1参照）。また、感染してから症状が出るまでの期間（潜伏期間）も病原体の種類に�
よって、数時間～数週間と異なります。病原体に感染しても、健康な成人であれば軽い下痢や腹痛程度の�
症状で、多くの場合数日で回復しますが、重症化すると命に関わることがあります。特に病気に対する�
抵抗力が弱い小児・高齢者・妊婦（胎児）や、免疫機能が低下する疾患にかかっている方については、�
重症化する可能性が高いため注意が必要です。

細菌やウイルスは熱により死滅するので、加熱により食中毒を防ぐことができます。このような病原体は�
お肉やレバーの内部まで入り込んでいることがあるので、中心部まで火を通すことが大切です。生肉を�
取り扱う箸などは専用のものを使い、食べる際には必ず別の清潔な箸を使いましょう。また、生のお肉を�
触った後はしっかりと手を洗いましょう。

お肉の食中毒を避けるにはどうしたらよいの？
―肉の生食はとても危険です―

【参考】厚生労働省ホームページ　お肉はよく焼いて食べよう
　　　�https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000049964.html

表1 ― 食中毒の原因と症状の説明

腸管出血性大腸菌★

サルモネラ属菌

リステリア・モノサイトゲネス

E型肝炎ウイルス★

カンピロバクター

牛

牛、豚、羊、鶏

牛、豚、鶏

牛、豚、鶏

豚、イノシシ、
シカ

病原体 主な動物種 主な症状

潜伏期間８～４８時間／悪心、おう吐、腹痛、下痢
重症化すると、意識障害やけいれん等の中枢神経症状、脱水症状が現れる。

潜伏期間　数時間～数週間（平均３週間程度）／発熱、頭痛、おう吐
重症化すると、意識障害やけいれんなどの中枢神経症状が現れる。特に妊婦が感染した場
合、胎児に垂直感染が起こり、流産や早産の原因となることがある。

潜伏期間１５～５０日／悪心、食欲不振、腹痛、褐色尿、黄疸
妊婦では重症化（劇症肝炎に移行）する割合が高い。

潜伏期間２～５日／下痢（水様便、粘液便、血便）、腹痛、発熱、悪心、おう吐、頭痛、悪寒、倦怠感
重症化すると、脱水症状が現れる。

潜伏期間３～５日／発熱、腹痛、下痢（水様便、血便）
重症化すると、溶血性尿毒症症候群（HUS）や脳症などの合併症が発症する。

★：特に注意が必要なもの
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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

編集
後記

　様々な院内行事やセミナー等が中止となっていますが、「健康と医療のひろば」は電話での
収録を行うなどして、毎月新しいお話を更新しています。夏に気を付けたい感染症や食中毒に
関するお話も聴くことができます。お家で過ごす時間が増えていますのでラジオに耳を�
傾けてみませんか。

※（　）内は令和元年6月の件数
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レシピ紹介

［材料　4個分］

作り方
①�玉葱と人参はみじん切りにしてしんなりするまで
炒め、豚ひき肉を加え色が変わってきたら、★の
調味料を入れ水分がなくなるまで煮詰める
②�冷凍パイシートを長方形に伸ばし、パイシートの
周囲半分に水で溶いた卵黄を塗り、卵黄を塗った
中に冷ました①を1/4量ずつのせる
③�具を包むようにパイシートを2つに折り、上下の
皮が剥がれないように周囲をフォークで押さえる
④�パイシートの上に切り込みを入れ、残りの卵黄を塗る
⑤200℃のオーブンで25～30分焼く

暑い日が続き、冷たいそうめんや口当たりの良い
冷たいデザート類に偏った食事になっていませんか？
このような食事では、糖質の代謝を促し疲労回復に
効果的なビタミンB1が不足しやすくなります。
ビタミンB1を多く含む食品には、豚肉・うなぎ・
大豆等があります。また、玉葱やニンニク・にら等
にはビタミンB1の吸収を助けるアリシンが含まれて
いますので一緒に摂ると効果的です。

玉葱………………小1個
人参………………1/2本
豚ひき肉…………200g
★ケチャップ…大さじ4

介護老人保健施設サニーホーム　管理栄養士　吉田あずさ

疲労回復！

ミートパイ

栄養価（1人分）エネルギー：475kcal、塩分：0.9ｇ

★ソース…大さじ1/2
★おろし生姜……少々
冷凍パイシート…4枚
卵黄………………1個

　当院医師、スタッフが健康法や病気の予防法、治療法について詳しくわかりやすく解説する番組です。
当院の診療科目や活動内容もご紹介します。院是でもある「すべては患者さんの為に」に沿って、地域の
皆さんのお役に立てる健康情報を発信していきます。

※インターネットからもラジオを楽しむことが出来ます。
エフエムいわぬまホームページのトップページにある�
「インターネット�サイマルラジオ」バナーをクリックして、
「エフエムいわぬま」を選んで頂くと放送が流れます。また、
当院ホームページからも放送内容を確認出来ます。

番組名 南東北病院 健康と医療のひろば

放送局 エフエムいわぬま　FM77.9MHz

放送日時 月～金曜日　12:15 ～ 12:25

ラジオ番組「南東北病院 健康と医療のひろば」


