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大腸憩室炎について
総合南東北病院

外科医長　板橋英教

今回は消化管の疾患として大腸憩室炎について 
書かせていただきます。

そもそも大腸憩室とは、大腸粘膜の一部が腸管 
内圧の上昇により袋状に腸壁外に向かって突出した 
もので、大腸カメラでは壁に小さな窪みが出来て 
いる様に見えます。大腸憩室は比較的高齢者に多い 
病気です。 もともとは欧米では左側の大腸（S状
結腸）に好発するのに対し、日本では右側結腸に 
多いといわれてきました。しかし、近年の食習慣や
生活様式の欧米化に伴い、日本でも左側大腸の症例が
増えるとともに若年者での症例も増えています。

原因としては、後天的なものが多く、最近の 
食生活の変化により、肉食が多くなり食物繊維の 
摂取量が減少したことで、便秘などで腸管内圧の 
上昇を起こしやすくなったと考えられます。第2の
原因として、加齢による腸管壁の脆弱化があげられ
ます。そのほか、喫煙、体質、人種、遺伝、生活環境
などの要因も複雑に作用し合って発生すると考え 
られています。

大腸憩室症の約70%は無症状のまま経過しますが、
時に便通異常（下痢、軟便、便秘など）、腹部膨満感、
腹痛などの腸運動異常に基づく症状を起こします。
その中で、憩室の中で細菌が繁殖し、炎症を起こす
ことで発症するのが、大腸憩室炎です。大腸憩室症の
患者様の15～25%の症例で大腸憩室炎が発生すると
いわれており、強い腹痛、下痢、発熱などを伴い 
ます。憩室炎は進行すると穿孔（穴があいてしまう
こと）、穿孔性腹膜炎（穴が生じることにより炎症が

広がること）、狭窄による腸閉塞、周囲臓器との瘻孔
形成（小さな穴が通じる）を生じることがあります。

診断は急性の腹痛や発熱がある場合、問診・診察の
後、血液検査や腹部CT腹部エコーなどで原因を 
調べます。特に右側大腸の場合は急性虫垂炎の時と
腹痛の部位、症状が似ており、鑑別として挙げられ
ます。

基本的な治療としては、腸管安静（禁食）・抗菌薬の
投与といった保存的治療で改善します。しかしながら、
進行した状態での、膿瘍（うみがたまる）や穿孔 

（穴があいてしまうこと）を伴う場合は、絶飲食での
腸管安静と点滴での抗生剤加療が必要となり、入院
加療が必要となります。また先程記載した、穿孔性
腹膜炎（穴が生じることによる炎症の波及）、狭窄
による腸閉塞、周囲臓器との瘻孔形成（小さな穴が
通じる）を生じた場合、また保存的治療で改善が 
ない場合、繰り返す場合は手術の検討が必要です。
手術は憩室炎を起こした大腸の切除となります。

当院では消化器内科とも連携を取りながら、治療を
おこなっており、手術についても、患者様の負担が
少ないとされる腹腔鏡下手術を第一に考え、治療に
あたっております。

食生活の変化に伴い、高齢者だけではなく若年者
での大腸憩室炎も増えています。発熱を伴う腹痛の
際は、通常の胃腸炎だと放置せず、病院を受診 
頂ければと思います。

〈写真：当院放射線科〉4ページにて放射線科の概要をご紹介します。
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リハビリ
ワンポイント

前回は加齢によって筋力が低下しやすい筋肉として、立ち座りや歩行の際に特に重要な抗重力筋について
説明しました。今回は、自宅でも簡単に行える抗重力筋のトレーニングについてご紹介します。

適度な運動は健康な体をつくるのに有効といわれています。自宅で簡単に出来る運動なのでぜひ参考に 
してみてください。

・各運動をまずは10回くらいを目安に、無理のない回数・範囲で実施してみてください。
・運動の頻度としては週に3～5回程度が適当です。体の調子に合わせて調整してみてください。

高齢者のための転倒予防
～運動編part1～

リハビリテーション科　理学療法士　佐藤和行

① 大殿筋（だいでんきん）：お尻の筋肉
仰向けに寝て両足を立てます。次に両足で床を押しお尻を上げます。

この時に上げ過ぎてしまうと背中が反れて腰を痛めることもあるので、
写真のように太ももと体が一直線になるくらいまで上げます。

② 下腿三頭筋（かたいさんとうきん）：ふくらはぎの筋肉
手すりや壁、固定力の高いテーブルなどにつかまって行います。 

背伸びをするように床からかかとを上げます。

③  大腿四頭筋（だいたいしとうきん）、ハムストリングス：
太ももの前後の筋肉

ゆっくりと両膝を曲げ伸ばしします。膝の痛みがある方は無理せず、
曲げる角度は出来る範囲で行いましょう。この運動は上記の筋肉 
だけでなく、お尻やふくらはぎの筋肉なども総合的に鍛えることが 
出来ます。この運動が大変な場合は椅子からの立ち座りの運動を行い
ましょう。
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薬局
  だより

医療用医薬品と
一般用医薬品（OTC）の違いについて

薬局　薬剤師　佐藤賢志

医薬品の中には、病院を受診し診察を受けてから処方される医療用医薬品と、自分で薬局やドラッグ 
ストアで購入できる一般用医薬品があります。今回はその違いについてお話ししたいと思います。

医療用医薬品から一般用医薬品に転用されたばかりの薬を要指導医薬品といいます。購入する際には、 
必ず薬剤師からの対面での指導と情報提供を受ける必要があります。

要指導医薬品とは

【参考】中外製薬ホームページ

　薬局やドラッグストアで処方箋なしでも自分で選んで購入することができる医薬品です。薬剤師や登録 
販売者から情報提供をうけ、自己責任・自己判断にて購入することになります。症状・年齢・体質など様々な
人が使用するため安全性が重視されています。またできるだけ多くの症状に対応するため複数の成分が 
含まれていることも特徴です。一般用医薬品は第1類・第2類・第3類に分けられており、第1類は薬剤師
による情報提供が義務付けられています。

一般用医薬品について

医師の診断の上で発行された処方箋に基づいて、薬剤師が調剤しお渡しする医薬品です。医療従事者の 
指示に基づき使用されるため効果が高い薬が多いですが、副作用にも注意が必要です。医師・薬剤師の目を
通ることで患者さんの体質などに合った薬が選ばれているため、指示を守って使用すれば大きな心配は 
いりません。また、｢咳にはこの薬・熱にはこの薬｣ というように1つの薬に1つの成分といったものが主と 
なります。

医療用医薬品について

医療用医薬品を使用しているときに一般用医薬品を使用したいという場合は
必ず医師・薬剤師に相談しましょう。併用することで副作用が現れることも 
あるため注意が必要です。

最後に
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認定看護師
コラム Column

コロナ時代の認知症との
向き合い方

認知症看護認定看護師　山田愛実

【新型コロナウィルスの流行による認知症への影響】

新型コロナウィルスの流行で、世の中が様変わりしています。その感染流行は収まる気配はなく、今後は
コロナと共に生きるため生活に様々な工夫が求められます。

認知症の方への影響として、地域で行われていたサロンや教室への参加・当事者同士の対話など、集団 
活動が思うように出来なくなっています。活動の場を失った認知症の方が引きこもりがちになり、さらに 
認知機能を低下させてしまうことも考えられます。

【認知症当事者の方の感染予防】

認知症の方の感染予防方法としては、手洗いなどを忘れてしまうことを考慮し玄関など目につきやすい 
場所にそれらを促すためのポスターを掲示しましょう。ポスターは、各地域包括支援センターや岩沼市内の
居宅介護事業所、総合南東北病院相談室などで配布しております。またアルコール消毒液などは、間違って
飲んでしまわないように大きく【消毒】と書いておくなど、わかりやすい形で掲示しておくことも大切です。

【認知症を悪化させないための生活の工夫】

密を避けた形で人との交流を維持することも重要です。電話・テレビ電話・メールなどの方法を使って、
家族や友人と連絡を取りましょう。また、積極的に体を動かすことも大切です。引きこもりがちな生活を 
続けていると、考えることも少なくなり、認知機能の更なる低下を招きます。外に出て景色を見ながら散歩
したり、運動したりするようにしましょう。新聞を読んだり、日記をつけたり、調理をしたりすることも 
認知機能の維持には有効です。

【コロナ流行下での認知症との向き合い方】

私たちがニュースを見ていて不安を感じるように、認知症の方も世の中の変化を感じ取り不安を感じて 
います。まずは、きちんと状況を伝えていくことが大事です。また、ご家族自身の身体も守っていくことが
必要です。生活の変化により認知症の方の症状が今までと変わって出てくることも予測されます。認知症の
方への対応に困ったことがあれば、遠慮なく周囲に相談しましょう。

岩沼市認知症初期集中支援チームのご案内
初期集中支援チームは認知症を専門にする医師・看護師・社会福祉士で構成されています。当院では

40歳以上の岩沼市在住の方で、認知症の方やそのご家族様を対象に、電話相談、対面相談、メール
相談を行っています。また、状況に応じて自宅訪問も行います。

【お問い合わせ先】総合南東北病院　医療福祉相談室
電話：0223-23-3746（直通）［受付：月～土曜日 8：30～17：00 ※祝日を除く］
メールアドレス：syoki-iwanuma125@minamitohoku.jp
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放射線科　主任　太田運良

当院の放射線科は放射線科医師1名、診療放射線技師16名（男性12名、女性4名）で構成され、外来・
病棟患者さんの日々の画像検査・診断を行っております。

まずは放射線科で現在動いている機器を紹介します。

放 射 線 科 の ご 紹 介

・一般X線撮影装置：胸腹部、骨・関節撮影など、様々な部位を撮影する装置
・マンモグラフィー撮影装置：乳房X線（低圧）撮影を行う専用の装置
・骨密度測定装置：腰と股関節の骨密度をX線で測定する装置
・X線透視撮影装置：X線の動画を見ながら撮影できる装置
・ アンギオグラフィー撮影装置：脳血管や冠動脈をX線の動画を見ながら撮影できる血管専用の 

装置
・ X線CT撮影装置：X線を回転させ得られたデータをコンピュータで再構成し断層画像を作成 

する装置
・ MRI撮影装置：核磁気共鳴現象を応用し、得られたデータをコンピュータで再構成し断層 

画像を作成する装置
・ PET-CT撮影装置：PETとCTの撮影が行え、双方を結合した画像を作成できる装置、PETは

陽電子放出核種を計測したデータをコンピュータで再構成し断層画像を作成する装置

上記で作成された画像は、全て院内の専用サーバに保存しセキュリティで管理された環境下でいつでも 
閲覧できるようになっています。

我々診療放射線技師の仕事は、医師から具体的に指示された部位・内容をできる限り診断しやすい画像に
なるように、かつできるだけ低侵襲（患者さんの体に負担がかからないように）になるように創意工夫して
検査を行う事です。普段なんとなく受けているレントゲン検査やCT、MRI等の検査は上記の裏付けがあって
初めて“普通の検査”となります。

医療技術・医療機器の進歩は日進月歩、新しい技術を追い続けるだけではなく既存の技術をブラッシュ 
アップする事でさらに技術の価値を高める事が可能であり、尽きる事はありません。

当院で検査をされる全ての患者さんが、質の高い検査を安心して受けていただけるように、我々はこれからも
日々精進してまいります。

骨密度測定装置 MRI 撮影装置 CT撮影装置
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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。
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レシピ紹介
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総合南東北病院

レシピ紹介

作り方
①�さつまいもは皮を剥いて小さめに切り、水に5分
浸す。
②�水気を切って耐熱容器に移し、ラップをして
500Wの電子レンジで8～10分加熱する。
③�さつまいもにしっかり火が通ったら、フォーク�
などで細かく潰す。
④�③に牛乳、はちみつ（または砂糖）、サラダ油を
加えてよく混ぜる。
⑤�手で成型し、ハケなどを使って表面にといた卵黄を
塗る。
⑥�オーブントースターで５分～10分程度、焼き目が
つくまで加熱して完成。

秋から冬にかけて旬とされるさつまいも。さつまいもは
南米が原産地で、日本に入って来たのはフィリピンから�
沖縄に伝わったのが始まりとされています。その後沖縄�
から、薩摩藩の漁師が薩摩（現在の鹿児島県）に持ち帰り
栽培を始めました。「薩摩に持ち込まれた芋」から「さつま
いも」と呼ばれるようになったそうです。
さつまいもにはビタミンやカルシウムもたくさん含まれて
いますが、その他にも便秘解消に役立つヤラピンという�
特有の成分が含まれています。生のさつまいもを切った�
ときに出てくる白い液体がヤラピンです。ヤラピンには�
腸の動きを活性化したり、便をやわらかくしたりする効果が
あります。さつまいもは芋類の中でも食物繊維が豊富に�
含まれているので、ヤラピンと食物繊維の相乗効果で便秘に
とても効果的な食材といえます。
今回はオーブンもバターも使用しない、簡単に作れる�
スイートポテトをご紹介しました。おいしいさつまいもが
出回るこれからの時期に、手軽な手作りおやつとして是非
作ってみてくださいね。

［材料　5cm俵型�約10個分］
さつまいも（1本）…300g
牛乳…………………50㏄
はちみつ……………10g（砂糖の場合は大さじ1.5）
サラダ油……………小さじ1
卵黄…………………1個分

栄養管理課　管理栄養士　渡辺莉帆

オーブントースターで簡単・お手軽♪

スイートポテト

栄養価（1人分：5cm俵型2個分）
エネルギー：117kcal、塩分：0.1ｇ �

臓器移植とは、病気や事故によって臓器（心臓や肝臓など）の機能が低下し、 
移植でしか治療できない方に健康な臓器を提供して回復させる医療です。今、日本で
移植による健康回復に望みを持ち、公益社団法人 日本臓器移植ネットワークに登録
している方は約1万4千人もいます。

10月は臓器移植普及推進月間です。この機会に、いのちの贈り物についてご家族で話し合い、意思を
確認してみてはいかがでしょうか。そして、事前に自分の臓器提供に関する意思を表示しておきましょう。
もちろん臓器を提供しない意思も表示できますので、何らかの意思表示を行うことが重要です。意思表示は
臓器提供意思表示カードの他、運転免許証や健康保険証、マイナンバーカード（個人番号カード）でも 
可能です。さらに、インターネットによる意思登録をすることもできます。当院では、受付等に臓器提供
意思表示カードを設置しておりますので、ご利用ください。

10月は臓器移植普及推進月間です


