
す
べ
て
は
患
者
さ
ん
の
た
め
に

発行：社会医療法人 将道会 総合南東北病院　

11月号2020みな
みな
ねっと

みな
みな
ねっと

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

Withコロナ
総合南東北病院

呼吸器内科科長　座安　清

中国湖北省武漢市で2019年12月に新型コロナ
ウィルスによる肺炎が複数報告され、急激な勢いで
世界中へと拡大しました。日本では1月16日に�
第1号が報告され、ダイヤモンド・プリンセス号にも
対応が行われました。その後封鎖された武漢から
チャーター機での受け入れも行われています。徐々に
感染者数が増加して4月7日に緊急事態宣言が発令
されました。その後世界中で研究が急速に進み、�
アンギオテンシン変換酵素2（ACE2）受容体に�
結合し宿主に感染することが明らかになりました。
ACE2受容体はⅡ型肺胞上皮細胞だけではなく�
全身に発現しています。そのため重症者は急激に�
悪化し多臓器障害で死亡することも明らかになって
います。しかし重症化するのはほとんど高齢者や�
糖尿病などの基礎疾患のある人であり、若い人は�
感染しても無症状か軽度の症状がほとんどでした。
感染症専門家の活躍があり密閉された空間で密集した
近い距離で会話や大声を出すと感染しやすいことも
わかりました。いわゆる３密です。そのため３密を
避けるように強調しています。さらに感染管理の�
基本であるマスク・手洗い・換気・ソーシャル�
ディスタンスを守るように勧告されています。症状が
出る2日前にウィルス量がピークになり感染を�
引き起こすことが明らかになっているので、感染を
防ぐには他人と接触しないことです。5月25日に
非常事態宣言は解除されましたが間もなく第2波が
やってきました。しかし高齢者は努めて他人との�
接触を控えていたため重症者は増加していません。

予防法や治療法がある程度確立してきたので
COVID-19もやがてコントロール可能になり、�
いずれ風邪のコロナウィルスになると思われます。
これまでも人類は感染症との闘いを繰り返して�
きました。代表的なものは黒死病とスペイン風邪で
しょう。黒死病はペスト菌が原因でネズミノミを�
媒介するネズミを駆除し、抗生剤を投与することで
対応できました。スペイン風邪の原因はインフル�
エンザウィルスで、死亡者は細菌による2次感染で
亡くなったのでした。それもいつの間にか季節性の
インフルエンザになっています。2009年の豚由来の
新型インフルエンザも同様です。ワクチンや抗生剤を
駆使して何とかウィルスや細菌と渡り合って�
きましたが、今後も新たなウィルスや細菌と対峙する
ことが予想されるため感染対策は今後も継続する�
必要があります。

厚生労働省「3つの密を避けましょう！」

第18回 日本臨床医療福祉学会が行われました。詳しくは4ページをご覧ください。
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リハビリ
ワンポイント

　前回は転倒予防のための筋力トレーニングについてお話ししました。今回は自宅でできる簡単なバランス
トレーニングをご紹介します。転倒を予防するためには筋力だけでなく、バランス能力を向上させることが
大切です。

筋力トレーニングと同様に、週3～5回程度が適当です。
絶対に無理のない範囲で実施してください。

バランス能力を向上させることで動作がスムーズとなり、
転びそうなときの立て直しがしやすくなります。ぜひ参考にしてみてください。

高齢者のための転倒予防
～運動編 part2～

リハビリテーション科　理学療法士　髙橋樹李夜

【参考】理学療法ハンドブック　シリーズ1（健康寿命）日本理学療法士協会

片脚上げ練習
・テーブルや椅子など固定されたものに掴まって行います。
・踵を10cm程度あげて10秒間保持します。
・�慣れてきたら座布団などの上で行ったり、手を離して行ったりしても
　良いでしょう。

左右前後へのステップ練習
・�立った状態から大きく前へ1歩踏み出し、
　戻します。これを左右交互に行いましょう。
・�足を大きく外側へ1歩踏み出し、戻します。
　これも左右交互に行います。
・�何かに掴まりながら行っても大丈夫です。

四つ這いバランス
・�この運動は体幹（背中、腰回り）の筋肉に効果的です。
・�四つ這いで、右手と左足を同時に上げて5秒維持し、もとに戻します。
・�反対側も行いましょう（左手と右足）。
・�難しい場合は手だけ、または足だけで行いましょう。

歩行
・全身の筋力に効果があります。
・体調に合わせて10～30分程度歩きましょう。
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薬局
  だより

かぜについて

薬局　薬剤師　佐藤賢志

これから本格的に冬が始まり、「かぜ」が流行ってくる時期です。今回は「かぜ」について、その治療や
注意点などをお話ししたいと思います。

かぜは自然に治る場合が多いですが、注意しなければならないこともあります。�
喘息などを患っている場合には症状が悪化する恐れがありますし、ただのかぜだと
思っていたら細菌感染が原因で症状が出ている場合もあります。症状が長く続いたり
するようであれば医療機関を受診するようにしましょう。

注意点

【参考】メディカルノート

　治療については、発熱やのどの痛みには解熱鎮痛剤、痰の症状には去痰薬といった�
対症療法が基本になります。ウイルスには特効薬がない（インフルエンザウイルス�
などは除く）ということや、また抗生物質も効かないことから、かぜで受診しても�
解熱剤などしか処方されないという場合がほとんどです。

かぜの治療

「かぜ」とは、風邪症候群と呼ばれ、喉・鼻・気管支といった上気道に起こる急性の炎症性疾患の総称で、
基本的には安静にしていれば自然治癒する病気です。原因はウイルスであり、飛沫感染・接触感染により�
ウイルスが体に侵入することで起こります。そのため手洗いやうがい、マスクの着用などの感染予防を行う
ことが大切です。

かぜとは

かぜを引かないためにも手洗い・うがい・マスクの着用などで自分の
身を守るようにしましょう。また、かぜを引いてしまった場合には安静に
して栄養と睡眠を十分にとるようにしましょう。

最後に
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認定看護師
コラム Column

脳卒中発症予防のための
危険因子管理（お酒について）

脳卒中リハビリテーション看護認定看護師　澤邉晃永

新型コロナウイルス感染拡大予防のため、「巣籠り消費」で需要が拡大している商品として「お酒」が�
あげられています。そのため専門機関はアルコール依存に注意を呼びかけているようです。
令和2年もあとわずかです。例年であれば12月にかけて飲酒の機会が増えることがあるわけですが、�
お酒の席は「3密」によるリスクの回避が難しいシーンの1つでしょう。このような状況の中では、年末に
かけて自宅での飲酒の機会はさらに増えるのではないかと思います。
そこで今回は脳卒中発症危険因子の1つである「お酒」についてのお話です。脳卒中治療ガイドライン
2015には、「脳卒中予防のためには、多量の飲酒を避けるよう強く勧められる」とあります。詳細を見ると
出血性脳卒中（脳出血やクモ膜下出血）と飲酒量の間には直線的な相関関係があるようです。一方で、虚血性
脳卒中（脳梗塞）との間にはJカーブ現象が見られたとあります。つまりは脳出血やクモ膜下出血ではお酒の
量が増すほど発症リスクも高まるということです。脳梗塞においては、飲酒量が少量から中等量であれば�
脳梗塞の発症リスクが少なく、多量にお酒を飲むとやはり発症リスクが増すということになります。

ちなみに多量の飲酒とはエタノール450g/週、少量から中等量とはエタノール1～149g/週とありました。
ビール500ml、日本酒1合（180ml）、焼酎0.6合（110ml）の純アルコール量は20g程度とされていますから、
ビール500ml缶であれば22.5缶分です。1週間毎日500ml缶3本と少し飲酒すれば到達することになります。
ビールで計算するとすごい量になりました。多量飲酒に該当する方は少ないこととは思いますが、アルコール
度数の高い酒類だと、その分アルコール摂取量は増えてしまうので注意が必要です。

【参考】脳卒中治療ガイドライン2015（日本脳卒中学会　脳卒中治療ガイドライン委員会）p38．

●アルコール消費と生活習慣病等のリスク（厚生労働省　e-ヘルスネット：飲酒とJカーブ　より）

（1）高血圧・脂質異常・脳出血・乳がんなど

リ
ス
ク

消費量

（2）虚血性心疾患・脳梗塞・2型糖尿病

リ
ス
ク

消費量
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令和2年10月9日（金）・10日（土）、水野順一�理事長特別補佐監兼執行本部長が学会長を務める第18回
日本臨床医療福祉学会が行われました。1日目はホテルメトロポリタン仙台、2日目は仙台国際センターで
開催されました。今年度は新型コロナウイルス感染症予防のため、参加は事前登録制とし、また発表の1部は
オンラインにて行い、縮小開催となりました。開会に先立ち、吉本高志�一般財団法人脳神経疾患研究所��
最高顧問が「例年とは違う開催方式となりましたが、皆様のご協力により素晴らしいプログラムが出来たと
思っております」と挨拶を述べました。
医師をはじめ医療・福祉に携わるすべての医療従事者を対象に「社会情勢に沿った医療と福祉のかたち�
─現状の問題と明日への取り組みを考える─」と�
いうテーマのもと、一般演題発表の他、特別講演や
ランチョンセミナー、シンポジウム等が行われました。
当院では医師からは4題、看護部やリハビリテー
ション科など様々な部署から16題の発表があり�
ました。

第18回 日本臨床医療福祉学会が行われました

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

9 時半の予約で、9 時に受付しましたが
11時現在未だに呼ばれません。遅れる
のであれば教えて欲しい。

大変お待たせしてしまい申し訳ございません。当日は予約枠変更の方が数名�
いたことに加え、初診患者が重なっておりました。本来、予約時刻が遅れる様で
あれば受付の際に診察時刻を予測し、お伝えしておりますが、説明が不足して�
おりました。予約枠の変更や新患受付が重なった際には、職員間での情報共有を
密に行うと共に、患者さん・ご家族の方に正確な診察時刻を伝えられる様、留意
して参ります。
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レシピ紹介
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社会医療法人 将道会

総合南東北病院

レシピ紹介

作り方
①�ごぼうは軽く洗い、ささがきにして水（分量外）に
さらしておく。�
②�牛肉は食べやすい大きさに切り、まいたけは�
ほぐしておく。�
③�鍋にサラダ油をひき、牛肉、ごぼう、まいたけを
炒める。�
④●の調味料を加え、煮汁がなくなるまで煮る。

しぐれ煮は、しょうがを入れた醤油ベースの汁で材料を
甘辛く煮しめたものです。あさり、まぐろ、かつおなど様々な
材料で作られますが、今回は私の好きな牛肉のしぐれ煮の
紹介です。
旬の食材であるごぼうをたっぷり使い、甘じょっぱくて
食べ応えのある仕上がりになっています。ご飯のおかずに
ぴったりですが、食べ過ぎには注意してください。ごぼうは、
水溶性（水に溶けやすい）食物繊維と不溶性（水に溶け�
にくい）食物繊維の両方が豊富なので、整腸作用が期待�
できます。今回のレシピは圧力鍋でも調理できるので、�
ごぼうは固くて食べにくい、という方にもおすすめです。

［材料　2～3人分］
牛肉………300g
ごぼう……1本
まいたけ…1/2パック
サラダ油…適量

栄養管理課　管理栄養士　森屋香奈子

ごぼうたっぷり！

牛肉のしぐれ煮

栄養価（1人分）エネルギー：240kcal、塩分：1.4ｇ�
●醤油……………大さじ2
●砂糖……………大さじ2
●みりん…………大さじ2
●酒………………大さじ2
●おろししょうが…大さじ1
●水………………200ml

編集
後記

　11月に入り、本格的に冬を迎える頃となりました。今年は秋らしい、丁度よい気温の日が
少なかったように感じます。急な温度の変化で体調など崩されませんよう、皆さま暖かく�
してお過ごしください。

介
紹
師
医 令和2年10月1日付で、当院に着任した医師を紹介します。

光澤 志緒（みつざわ　しお）
診療科……脳神経内科
専門分野…神経内科全般
ひとこと…患者さんのために丁寧な診療を心がけたいと思います。

山口 雄平（やまぐち　ゆうへい）
診療科……脳神経内科
ひとこと…県南の医療の一端を担うことができるよう精一杯努力
　　　　　したいと思います。


