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うちのおばあちゃん、認知症なんじゃない？
総合南東北病院

脳神経内科　光澤志緒

厚生労働省の推計では、65歳以上の高齢者の�
4人に1人が認知症または軽度認知症と言われて�
おり、2025年には認知症の方が700万人まで増加
すると見込まれています。「うちのおばあちゃん、
認知症なんじゃない？」と疑われて、家族とともに
外来に来られる方は、やっぱり認知症だった、という
ことが多いようです。

認知症の内訳として、最も多いのは、アルツハイマー
型認知症です。次に多いのが脳血管性認知症と�
言われています。アルツハイマー型認知症と脳血管性
認知症を合わせて、認知症の9割弱を占めています。
アルツハイマー型認知症は脳内にアミロイドβ�
蛋白やタウ蛋白といった蛋白が異常に蓄積し、脳の
神経細胞が変性、脱落することで、記憶や言語、�
空間を認識する能力などが低下していきます。徘徊や
興奮、妄想などの行動の問題や精神・心理症状を伴う
こともあり、対応に難渋する場合があります。残念
ながら、根本的治療法はありません。コリンエステ
ラーゼ阻害薬などの進行抑制の薬はありますが、�
ご家族が気づくほどの改善がみられることはほとんど
ありません。
脳血管性認知症は、糖尿病、高血圧、高脂血症、
喫煙などの動脈硬化のリスクや、心房細動といった
不整脈をお持ちの方が、脳血管障害を起こすために、
脳の神経細胞が脱落し、段階的に認知症を来します。

上記のリスクに対する治療を行うことで、進行の�
抑制を行っていくことになります。
動脈硬化のリスクは、アルツハイマー型認知症に
おいても発症や進行のリスクといわれており、また、
アルツハイマー型認知症と脳血管性認知症を合併�
する例もあります。医師による処方薬をきちんと�
内服する事以外にも、食事管理や運動、体重管理�
などを含めた動脈硬化リスクの管理を徹底する�
ことは、認知症の発症予防、進行抑制に有用なのだと
考えます。

そうは言っても、動脈硬化だけがリスクではなく、
加齢自体が認知症のリスクであり、冒頭にあるように、
高齢化に伴って、認知症患者の数、割合は増加すると
考えられています。「うちのおばあちゃん、認知症
なんじゃない？」と気が付いてくれる家族がいる方
ばかりではなく、高齢夫婦2人暮らしのどちらか�
あるいは両方が認知症であるケースや、1人暮らしの
認知症の方も、稀ではありません。自分の住み慣れた
環境で認知症があっても過ごせることを目標に、�
ご本人やご家族をサポートするシステムが整備�
されており、医療系・介護系の専門職の方々の�
協力も得ることができます。私達、脳神経内科医も、�
サポートチームのメンバーとしてお役に立てる�
ように日々、診療していきたいと思います。
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労働災害で最も多いのが腰痛です（全体の64%）。腰痛の発生が多い仕事として�
重量物の上げ下ろし、長時間の立ち・座り作業、介護、看護、車両を運転する仕事�
などが挙げられます。

職場での腰痛の要因は、主に4つあります。
①姿勢・動作要因（重量物の持ち上げ、介護・看護、長時間の同じ姿勢、不自然な姿勢、不用意な動作）
②�環境要因（振動を伴う動作・運転、寒冷・多湿な空間、滑りやすい床面・段差、暗く見えにくい空間、�
狭く乱雑な空間）
③個人的要因（年齢や性差、体格や作業空間、筋力やバランス、既往歴や基礎疾患）
④心理・社会的要因（仕事へのやりがい、上司や同僚との関係、仕事上のトラブル、過剰労働や心理的負担）

腰痛予防のポイントとして、腰痛のタイプ別に姿勢・動作に問題がある場合と、作業環境に問題がある�
場合に分けられます。

・姿勢、動作に問題がある場合は、腰に負担の少ない姿勢を心掛ける事がポイントです。
①�物を持ち上げる場面では対象物に身体を近づけ、重心を低くし、身体のひねりを少なくする。取り扱う�
物の重量は、男性では体重のおおむね40%以下、女性では男性の取り扱うことのできる重量の60％位�
までとし、超える場合には2人以上で作業する。
②�椅子に座る場面では前傾姿勢を避け、高さを股関節・膝関節90度の位置へ調節する。長時間同じ姿勢を
とらないようにし、机の高さは肘を90度曲げて腕が接触する程度に調整する。

・作業環境に問題がある場合には、以下のようなポイントに注目し腰痛を予防しましょう。

職場で腰痛を予防するには環境設定や、上記のような取り組みが重要となります。それぞれの要因に�
応じた対策をとりましょう。

職場環境と腰痛について

リハビリテーション科　理学療法士　工藤　悠

【参考】理学療法ハンドブック　シリーズ③腰痛
　　　�職場における腰痛予防対策指標（厚生労働省ホームページ）

①湿度を適切に保つ
②適切な明るさを保つ
③滑りにくい床面を保つ
④福祉用具を使う
⑤設備レイアウトや空間の広さを適切に保つ
⑥振動を軽減させるための工夫をする

リハビリ
ワンポイント
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薬局
  だより
皆さん、「ステロイド外用薬」についてどのような印象がありますか？「副作用が怖い」といったイメージを
持っている方は、今回の記事を参考にしてみてください。

ステロイド外用薬は、局所の炎症を鎮める作用に優れており、皮膚疾患の治療に�
幅広く用いられます。炎症は赤みやかゆみ、腫れなどを伴います。
虫刺されやかぶれ、湿疹、アトピー性皮膚炎、乾

かん

癬
せん

等の治療にステロイド外用薬が
使用されます。

ステロイド外用薬の作用

ステロイドの副作用には全身的副作用と局所的副作用があります。全身的副作用は
主に内服薬の使用により起こります。ぬり薬の使用による副作用はほとんどが局所的
副作用です。例えば、ニキビができやすくなる、使用した部位の皮膚が赤くなるなど
です。化膿している部位や真菌感染（水虫など）している部位への使用は症状を悪化
させることがありますので避けてください。長期でだらだらと使用することもよくない
です。
また、「ステロイドを使うと跡が残る」というのは誤解です。例えば虫刺されなどで
炎症を起こしたあとに「炎症後色素沈着」となり跡が残ってしまうことがあります。
ステロイドは炎症をむしろ抑えます。

副作用について

ステロイドは5段階の強さに分けられます。

Strongest （最も強力）
Very strong （かなり強力）
Strong （強力）
Medium （中程度）
Weak （弱い）

炎症の強さに応じて使い分けます。また、顔（特に目の周りなど）の皮膚は薄いため吸収率が高くなります。
そのため強いものは避けて使用されます。

ステロイド外用薬の強さ

ステロイド外用薬について

薬局　薬剤師　武田真由美
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手術に関連する感染の話

感染制御実践看護師　佐藤千春

皆さんは手術をされた経験はありますか？
「手術室」といえば、清潔な場所というイメージがあるのではないでしょうか。手術室のスタッフは、�
手術器具の適切な洗浄・消毒・無菌操作・空調など多方面に気を付けており、患者さんが安心して手術を�
受けられるよう業務にあたっています。手術を安心して受けることと、手術後の経過を良好にするには患者
さんにもご協力頂きたいことがいくつかあります。
まず「手術部位感染」の予防についてですが、これは手術後30日以内に手術操作の直接及ぶ部位に発生
する感染のことで、通常の感染のように傷の痛み・傷周囲の腫れ・発熱・傷が赤くなるなどの初期症状が�
見られます。重症の場合には、化膿し傷が開いてしまうという状態になることがあります。これをおこさない
為に患者さん自身に協力していただくことが以下の3点です。

① �禁煙：術前28日前からの禁煙が必要です。最近では前日入院の予定が組まれることが
多いかと思います。ですが入院してからの禁煙では間に合わないため、手術の予定を
組まれた時点で考えていただければと思います。

② �予定切開箇所の洗浄：担当医師や手術室看護師から手術説明時に、手術の傷はどの辺り
になるのか話されるかと思います。手術前日または当日の入浴の際に、予定されている
切開箇所を洗っていただく事が傷を感染させない予防として重要になります。通常�
ご使用いただいているボディーソープやシャンプーで優しく洗ってください。

③ �手術前・後の体を冷やさない：手術当日に入浴をする場合は湯冷めをしないよう注意して下さい。体が
冷えるということは、体温が低い状態になるということです。そうすると血管が収縮し血液のめぐりが
悪くなり、十分な酸素が送られなくなってしまいます。十分な酸素は感染を起こさない為に大きな働きを
しますし、身体を温め血流が良い状態ですと、感染予防の為に使用される薬の効果が十分発揮されます。

これから手術を予定される方々は、以上のことを思い出していただければと思います。私たちスタッフも、
「手術をして良かった」と感じていただけるようにお手伝いをさせていただきます。

一般社団法人 日本消化器内視鏡学会 指導連携施設に認定されました

社会医療法人�将道会�総合南東北病院は2020年12月1日付で一般社団法人�
日本消化器内視鏡学会��指導連携施設に認定されました。
指導連携施設とは、規定の基準（内視鏡室の設置、年間検査件数、指導医・�
専門医の数、十分な指導体制、内視鏡検査室専属のメディカルスタッフの配置、
研修カリキュラムに基づく研修が可能であること　等）を満たした施設に対して
日本消化器内視鏡学会が認定するものです。同学会が審査の結果、当院は消化器
内視鏡専門医を目指す医師の研修が可能な施設となりました。
今回の認定を受け、専門医の育成及び、より一層安全で精度の高い診断と治療を
地域の人々に提供できるよう尽力していく所存です。

南東北
看護師コラム

Column
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ロコモを予防しましょう !

骨や関節、筋肉に障害が起き日常生活が難しくなってきている状態をロコモティブシンドロームと言います。
略してロコモと呼びますが、そんなロコモを食事面から予防してみましょう！

ロコモを予防する食事のポイント
①バランスのよい食事を食べましょう！

②たんぱく質（必須アミノ酸）を効率よくとることが大切
たんぱく質（特に必須アミノ酸のロイシン）の摂取は、ロコモ予防のための筋力アップに欠かせない�
栄養素です。特に少ししか食べられない方は、なるべく必須アミノ酸を多く含んだ食材を使った料理を�
おすすめします。

③必須アミノ酸と一緒に食べると栄養バランスが良くなる食材の紹介

④「食べる」を楽しく！
「おやつタイム」で食事での足りない栄養を補い、食事を楽しく食べる工夫をしましょう！

ご飯などの炭水化物、魚や肉・卵・豆腐などのたんぱく質、�
野菜や果物のビタミン・ミネラル、牛乳・乳製品のカルシウム
などを組み合わせて食べるようにします。

胸肉がおすすめ 簡単に使えて便利なツナ缶

高野豆腐 チーズ

レバー 鮭 しらす干し

ビタミンD

干し椎茸 牛乳

カルシウム

大豆製品

高野豆腐の
フレンチトースト

＜材料（2人分）＞　
高野豆腐…2個
卵…………1個
　　牛乳……300㏄★
　砂糖……50g
　　バター…適量

＜作り方＞
①高野豆腐はかために戻し、よくしぼって縦半分に切る。
②�沸騰させた★に高野豆腐を入れ、ふきこぼれない程度の
火加減で7分煮る。
③�溶いた卵を②にからめ、熱したフライパンにバターを
溶かし、両面を焼き色がつくまで焼く。
※お好みで粉砂糖や溶かしバターをかけても良いです。

1人あたり
エネルギー350kcal
たんぱく質16g たんぱく質が多く間食におすすめです

えいよう広場

ビタミンB6
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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3月号

　まだ寒さの残る時期ですが、皆さまいかがお過ごしでしょうか。例年だと3月号では竹駒
神社どんと祭裸参りの様子を紹介していました。今年は残念ながら中止となり参拝は�
出来ませんでしたが、コロナ禍の中、無病息災・家内安全を願うばかりです。

レシピ紹介

栄養管理課　管理栄養士　渡辺莉帆

春の香りを楽しむ♪

せり蒸し

※（　）内は令和2年1月の件数

1月の救急車搬入件数
岩　沼

名　取

亘　理

14（  17）台

2（    2）台

188（231）台

63（80）台

49（58）台

60（74）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

編集
後記

患者さんからの声Voice
外来患者さんより【お礼の言葉】

人見先生はとても素晴らしい先生です。人柄も非常に良く、
病気についてお伺いしても丁寧に答えて下さいます。本当に
感謝しかありません。

病院からの回答

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。

　春の七草の1つであるせりですが、実は2〜4月が�
おいしい旬の時期と言われています。最近は「せり鍋」
が宮城県の新しい名物として浸透してきていますが、�
当院のある岩沼市のお隣の名取市は「仙台せり」の名産地
として有名です。同じ東北地区では秋田県湯沢市の�
「三関せり」も有名です。今回は秋田県の郷土料理�
「せり蒸し」をご紹介します。せりの香りがさわやかな
さっぱりとしたお料理です。豚肉の代わりに、まいたけ・
しめじなどのきのこ類を入れても美味しく召し上がれます。
せりはβ-カロテンやビタミンKなどのビタミンが豊富に
含まれており、爽やかな香りには、解毒作用や胃を丈夫に
する効果があります。せり特有の香りや食感を味わうため
には、加熱しすぎないことがポイントです。今回ご紹介
した「せり蒸し」を作る際も、せりは最後に加えてさっと
火を通すと香り良く、おいしく召し上がれます。

栄養価（1人分）
エネルギー：163kcal　塩分：0.9g

作り方
①�しらたきは食べやすい大きさに切り、下茹でを�
する。油揚げは油抜きをして短冊切りにする。�
豚薄切り肉は細切りにする。
②フライパンに油を引き、①の具材を炒める。
③�豚肉に火が通ったら、●の調味料を入れ、５分程
煮る。
④�食べやすい大きさに切ったせりを加え、蓋をして
せりがお好みの柔らかさになるまで蒸し煮にする。

［材料　2〜3人分］
・せり…………1束
・しらたき……170g
・油揚げ………1枚
・豚薄切り肉…60g
・油……………小さじ1

●酒…………大さじ1
●しょうゆ…大さじ1
●みりん……大さじ1
●水…………100ml


