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胃癌はピロリ菌除菌と早期発見で
克服できる?! 総合南東北病院

副院長・外科科長　吉野泰啓

ご存じの通り、日本では癌で亡くなる方が年々 
増えており、2019年も死因の第1位で、約37.6万人

（27.3％）の方が癌で亡くなりました。癌で亡くなった
方をその部位で分けますと、多い順から、男性は 
①肺癌 ②胃癌 ③大腸癌 ④膵臓癌、女性は ①大腸癌 
②肺癌 ③膵臓癌 ④胃癌 となっております。

胃癌の発生原因は第一にヘリコバクター・ピロリ菌
（以下ピロリ菌と略します）、次が食塩で、以下喫煙、
アルコール、ストレス、暴飲暴食、刺激物なども 
因子と言われています。胃癌が日本人に大変多かった
ことは良く知られているのですが、以前その原因は
食生活、すなわち塩分摂取過多、焦げた魚を好んで
食べるなどにあると言われてきました。もちろん 
それも大きな原因なのですが、ピロリ菌が胃癌の 
大きなリスクであることが知られてきました。日本人の
高齢者はピロリ菌に感染している人が多く、50歳
以上の方は70％以上が感染していると言われて 
います。喫煙の胃癌発生リスクは非喫煙者の1.6倍と
言われていますが、ピロリ菌感染者の胃癌発生 
リスクは非感染者の約5倍とも言われ、タバコより
はるかに高いリスクです。また、これまで胃癌に 
なった方の99％はピロリ菌に感染していた、一方
ピロリ菌陰性の方の胃癌発生率は1％以下であった

とのデータもありますので、ピロリ菌を積極的に 
除菌することで、胃癌の発生をかなりの確率で抑える
ことができると考えられます。（逆に、ピロリ菌 
保菌者が、タバコを吸いながら、塩分たっぷりの 
焦げた魚をつまみに深酒していたら、胃癌になって
当然かもしれません。）ピロリ菌の早期発見のため
にも、積極的に健診を受けるようにしましょう。

また早期胃癌と言って、胃壁（粘膜）にうすく 
広がった癌は内視鏡（胃カメラ）による治療が可能
です。「内視鏡的粘膜下層剥離術」と言って、多くは
内視鏡室での治療が可能で、これで癌が取りきれれば
手術をせずに治ります。是非定期的に胃カメラを 
受けて無症状のうちに早期胃癌を見つけてもらい 
ましょう。

最後に、バリウムによる胃透視検査ではピロリ菌に
感染しているかどうかもちろん診断できませんし、
早期胃癌もなかなか発見できません。胃癌検診は 
透視ではなく、初めから胃カメラを受けていただくのが
確実で、検査も一度ですみますのでご相談ください。
以上のように胃癌は、ピロリ菌除菌などによる予防と
早期発見による内視鏡治療で、かなりの確率で克服
できる癌であると言えるでしょう。
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当法人のリハビリテーション部門では、常勤医2名、理学療法士66名、作業療法士42名、言語療法士 
8名の総勢118名にて日々業務にあたっています。それぞれの職員は、総合南東北病院の各病棟（急性期・
回復期・地域包括ケア）や介護老人保健施設サニーホーム（入所・通所リハビリテーション）、訪問看護 
ステーション・訪問リハビリテーション・通所リハビリテーションに配属されています。発症・受傷直後 

（急性期）から、集中的にリハビリが行われる時期（回復期）、退院後自宅や地域で生活を送る時期（生活期）
まで、患者さん・利用者さんのリハビリテーションが途切れることなく受けられる体制を整えています。

リハビリテーション部門の紹介

リハビリテーション科　理学療法士　髙橋善明リハビリ
ワンポイント

病気・けが・高齢・障害によって
運動機能が低下した状態にある
方々に対し、運動機能の維持・
改善を目的に運動療法や物理 
療法などを用いて支援します。

理学療法士
病気やけが、もしくは生まれ 
ながらに障害がある方など、 
年齢に関係なく、日常生活に 
支援を必要とするすべての人と
社会とのつながりを「作業」を
通じて支援します。

作業療法士
言葉によるコミュニケーション

（ 言 語・ 聴 覚・ 発 声・ 発 音・ 
認知等）や摂食・嚥下に障害が
ある方に対し支援します。

言語聴覚士
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薬局
  だより

睡眠は心身の疲労回復をもたらすとともに、記憶を定着させる・免疫機能を強化するといった役割をもって
います。健やかな睡眠を保つことは、活力ある日常生活につながります。

夜間の不眠症状に加えて、日中への影響（眠気・倦怠・不安・抑うつなど）が伴う場合に不眠症と診断 
されます。

不眠症とは

超短時間型… 睡眠導入剤ともいわれ、寝つきの悪い入眠障害に用いられます。（ルネスタ、マイスリー、 
ハルシオンなど）

短時間型……  薬の作用が現れるまでの時間が比較的短く、作用時間も短いです。（レンドルミン、リスミー
など）入眠障害、熟眠障害がある場合に用いられます。 

中時間型…… 持続時間が比較的長いのが特徴で、早朝覚醒などに用いられます。（ユーロジン、サイレース
など）

長時間型……うつ病などに伴い不眠が現れる場合に用いられることがあります。（ドラールなど） 

不眠症の薬

不眠症について

薬局　薬剤師　武田真由美

その他にもメラトニンの分泌を促進し睡眠を促すロゼレムというお薬も
あり、作用がマイルドなので、比較的高齢の方にも使いやすいお薬です。
また、脳の覚醒にかかわるオレキシン受容体をブロックするベルソムラと
いうお薬もあります。持ち越し効果が少なく安全性が高いです。

お薬の中には、次の日もぼーっとする持ち越し効果や、薬が効いている
間に起こった出来事を覚えていない健忘などの副作用もありますので、 
医師や薬剤師の説明を良く聞き正しく飲むようにしてください。

入眠障害 入眠まで時間がかかる

中途覚醒 いったん眠っても、夜中に何度も目覚め、眠れない

早朝覚醒 朝早く目が覚めてしまい、その後眠れない

熟眠障害 睡眠時間は十分であるにもかかわらず、熟眠感がない

不眠の種類
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新型コロナウイルス感染症
（COVID-19）と糖尿病

看護師（宮城県糖尿病療養指導士）　小澤五月

世界中で新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の拡大が依然として止まらない状況です。
高齢者の持病として、高血圧・糖尿病・心血管疾患・慢性呼吸器疾患などがありますが、糖尿病は新型 

コロナウイルス感染症（COVID-19）の重症化を促すだけでなく、感染によりインスリンの抵抗性が強まり、
糖尿病を悪化させる可能性があるとされています。

糖尿病の方は感染症に備えるためにも、普段から良好な血糖コントロールを保つことが大切です。治療を
受けている人は、飲み薬やインスリン治療を中断しないようにしましょう。可能であれば血糖値のチェックも
行いましょう。

また、糖尿病の方が感染症（シックデイ）を発症すると血糖値が大きく乱れることがあります。発熱や食欲
不振により食事を十分に摂取できない時もあります。そういった場合の対処法である「シックデイルール」を
知っておきましょう。

上記のことを頭に入れておくとともに、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）にかからない為に、 
これからもマスクの着用や石鹸での手洗い・手指消毒用アルコールによる消毒を実践し、3密（密閉・密集・
密接）を避け、糖尿病の重症化を予防していきましょう。

南東北
看護師コラム

Column

①暖かくして安静にする
・暖かくして寝ていることが大切です。体力の消耗を防ぎ、抵抗力が高まります。
②食事・水分・電解質をとる
・発熱があり食事が摂れない状態では、身体に入る水分量より、出ていく水分量が多いため
　『脱水』状態になることがあります。脱水は症状悪化の第一歩です。
・発熱や嘔吐、下痢などの症状があるときは、身体の温まる、消化の良い、水分・電解質が
　補給できるものを摂取しましょう。
③症状のチェックをこまめにする
・血糖値、体温、食事量、自覚症状などをこまめにチェックしましょう。
④早めに主治医と連絡をとる
　以下のような症状がみられる場合は、早めにかかりつけの先生に相談しましょう。
・食事が摂れない、極端に少ない
・嘔吐や下痢が続く、腹痛が強い
・38.0度以上の高熱が続く
・高血糖が続く（350㎎ /dl以上）
・意識状態に変化がある

🌼シックデイルール🌼
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一般社団法人 日本腹部救急医学会
腹部救急認定医・教育医制度認定施設に認定されました

社会医療法人 将道会 総合南東北病院は令和3年1月1日付で一般 
社団法人 日本腹部救急医学会 腹部救急認定医・教育医制度認定施設に
認定されました。

腹部救急教育医または腹部救急暫定教育医が1名以上常勤として在籍
することや、組織的に腹部救急疾患の診察を行っているなどの要件を 
満たしたとして、同学会より認定を受けました。

今後も専門医の育成及び、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。

災害拠点病院について

災害拠点病院とは
当院は平成28年7月6日付公告で宮城県災害拠点病院指定要領に基づく地域災害拠点病院に指定され 

ました。県内や近県で災害が発生し、通常の医療体制では被災者に対する適切な医療を確保することが困難な
状況となった場合に、宮城県知事の要請により傷病者の受け入れや医療救護班の派遣等を行います。

災害拠点病院の指定要件
・ 24時間緊急対応し、災害発生時に被災地内の傷病者等の受け入れ及び搬出を行うことが可能な体制を
　有すること
・災害派遣医療チーム（DMAT）を保有し、その派遣体制があること
・通常時の6割程度の発電容量のある自家発電機等を保有し、3日分程度の備蓄燃料を確保しておくこと
・食料、飲料水、医薬品等について、3日分程度を備蓄しておくこと　

上記の指定要件以外にも、運営や施設及び設備についての様々な要件があります。

当院の取り組み
・発電装置の設置　　　　　  　　  ・備蓄倉庫　　　　　　　　　　・災害派遣医療チーム（DMAT）

令和 3 年 3 月に、より容量が大きく、
長時間発電できる装置が新設されました。

食料や水、医薬品の他に消毒剤やマスク、
グローブやガウン等も備蓄しています。

災害発生時に備え、迅速に対応できるよう
訓練を行っています。
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レシピ紹介

栄養管理課　管理栄養士　森屋香奈子

春を味わう♪

コールスローサラダ
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市役所

社会医療法人 将道会

総合南東北病院

患者さんからの声Voice
外来患者さんより【お礼の言葉】

昨年末に救急外来を受診した際、先生をはじめとする職員の皆様に
とても親切に対応して頂きました。お薬のみならず、CTも撮って
頂き、安心することが出来ました。年末年始も関係なく働いて	
下さっている皆様に、感謝の気持ちでいっぱいです。

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。

　コールスローサラダは、オランダ語でキャベツサラダを
意味する言葉が由来だそうです。カット野菜でも	
おなじみのキャベツですが、秋に種をまき3～5月頃に
収穫する春キャベツは、葉の巻きがふっくらしていて	
柔らかいのでサラダなど生食に最適です。	
　今回のレシピでは、たくさん食べても罪悪感が少ない
ようにマヨネーズの量を少なめにしていますが、お好みで
調節してください。少し時間を置いて、調味料がよく	
馴染んでから食べるのがおすすめです。

栄養価（1人分）
エネルギー：69kcal　塩分：0.3g

作り方
① 	キャベツと人参は千切り、玉ねぎはみじん切りに
する。	

② 	①のキャベツに塩をふり、しんなりするまでしばらく
置いておく。	

③②のキャベツの水気をしっかり切る。	
④★の調味料と具材を全て合わせる。	

［材料　約6人分］
春キャベツ………1/2玉
（冬キャベツの時は1/4玉程度）	

塩……ひとつまみくらい
玉ねぎ…1/2個
人参……1/2本

とうもろこし…お好みで
★酢……………大さじ2
★砂糖…………大さじ1
★マヨネーズ…大さじ2

　南東北地域包括支援センター	
では地域で暮らす高齢者の皆さん
の介護、福祉、健康、医療など様々
な面での情報を動画配信して	
いきます。心身の健康や地域での
交流にお役立て下さい。

ホームページ
更新情報

当院ホームページ　南東北地域包括支援センターのページからご覧いただけます。


