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急性腹症について
総合南東北病院

外科医長　木村 卓也

おなかの痛み（腹痛）は、胃や腸、肝臓などの�
消化器疾患、腎臓や尿管、膀胱といった泌尿器疾患、
卵巣や子宮などの婦人科疾患、腹部大動脈瘤の�
破裂や心筋梗塞などの循環器疾患等、様々な原因で
起こります。このなかでも、急激に発症し、激しい
腹痛を伴う病態を急性腹症と言い、速やかな診断・
治療を必要とします。現在では、血液検査などの�
検査やCTを含む画像診断の進歩により、その�
ほとんどは原因検索が可能となっています。
急性腹症と判断される際には、痛みだけではなく、
ショック症状（血圧低下などの循環障害、呼吸障害、
意識障害など）を伴うより重症の場合もあります。
生命に関わることもあるため、早急に検査および�
手術を含めた治療を行わなければなりません。
急性腹症をきたす病気・病態には、穿孔性腹膜炎

（胃や腸などの管腔臓器に穴が開いて胃液や腸液が
漏れて腹膜炎に至る）、ひどい急性虫垂炎、急性�
胆嚢炎・胆管炎、急性膵炎、腸捻転による腸閉塞、
ヘルニアで飛び出た腸（脱腸）が数時間以上戻らない
場合の腸閉塞、また、腹部大動脈瘤の破裂、腸の血管
（動脈・静脈）の急激な閉塞などがあり、緊急手術・

処置を必要とする場合がほとんどです。他に、尿路
結石、卵巣の捻転などの泌尿器科・婦人科の病気も
あります。
おなかの痛みが、いつから・どこが・どのように
痛むのか、また、おなかの手術を含め、これまでの
病気の有無、現在飲んでいる薬などは、病気の診断を
するうえで重要なことです。
いずれにしても、普段感じたことのないような�

強い痛みや治まらないような腹痛の場合は、早めに
医療機関を受診されて下さい。

婦 卵

消化器疾患
胃や腸、肝臓など

循環器疾患
腹部大動脈瘤の破裂、
心筋梗塞など

泌尿器疾患
腎臓や尿管、膀胱

泌婦人科疾患
卵巣や子宮など

腹痛の起こる様々な原因
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薬剤科
  だより

高齢者や乳幼児、運動習慣がない人、太っている人、体調を崩している人、
暑さに慣れていない人などが挙げられます。特に高齢者や乳幼児は、体内に�
熱がこもりやすく、暑さを自覚しにくいこともあり注意が必要です。また、�
子どもは大人よりも身長が低く地面に近い分、アスファルトの照り返しの�
影響を受けやすくなることも要因のひとつになります。

熱中症になりやすい人

人間のからだには体温調節機能が備わっているため、体温が上がり過ぎると
皮ふを通して熱をからだの外に逃がしたり、汗をかくことで上がった体温を
下げようとします。その機能の1つに「呼吸」がありますが、マスクをすると
通常に比べ呼吸が妨げられ、体内の熱が放散しにくくなります。特に子どもは
その影響が顕著に見られるため要注意です。また、マスクをしていると口の
渇きを感じにくくなり、水分補給が疎かになりがちです。こまめな水分補給を
意識するようにしましょう。

「マスク熱中症」に注意

「おかしい」と感じることがあったらまずは体温を測ることをおすすめ�
します。普段より1度以上高い場合は要注意です。涼しいところで横になる
などして、熱が下がるまでからだを休めるようにしましょう。

最後に

熱中症になりやすい人とは？

薬剤科　薬剤師　妻神 菜奈子

　熱中症とは、めまいや頭痛・けいれん・意識障害など、様々なからだの不調のことをいいます。暑さに�
よって体温調節がうまくできなくなったり、体内の水分や塩分が失われたりすることが原因です。

【参考】第一三共ヘルスケア　くすりと健康の情報局

熱中症予防のための水分補給のポイント
①　1回にコップ1杯（200ml）程度
②　通常は1時間おき、運動時は10～20分おき
③　冷たすぎない水を（38℃以上の高熱時は除く）
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外来看護師長　がん化学療法看護認定看護師　佐藤 あや

栄養管理課　管理栄養士
曵地　望

がんの治療は日々、目覚ましい進歩を遂げていますが、最近「遺伝子検査」や「ゲノム医療」という言葉を
耳にしたことはないでしょうか。少し難しい話にもなりますが、簡単に説明したいと思います。
まず遺伝子検査についてですが、肺がんや乳がん、大腸がんでは医師の判断のもと、既に行われている�
検査です。血液や腫瘍の細胞などを調べるのですが、この遺伝子検査の結果で①がんの診断や、②薬が�
効きそうかの判断、③副作用が出やすいかの判断が行われます。これは、化学療法に使用する抗がん剤を�
選択する上で重要な情報となります。
次にゲノム医療です。ゲノムとは身体をつくる設計図のようなもので、一人一人違います。ゲノム医療�
とは、多数の遺伝子を同時に調べて、一人一人の体質や病状に合わせて行う、個別的な治療になります。�
個別的な治療になりますね。この検査は一部のがん拠点病院で「がん遺伝子パネル検査」として行われて�
います。しかし、この検査が行えるのは標準治療がない等の様々な条件を満たしている場合です。検査の�
結果で効果が期待できる薬がある場合は臨床試験等も含め、その薬を検討します。しかし、自分に合う薬の
治療に結びつく可能性は10%程度と言われています。
化学療法を行う際には、その疾患別に使用できる複数の抗がん剤で作られている�

「レジメン」というものを選択します。少しでも効果があり、日常生活に影響が�
少ないようにと願いながら治療を行っていきます。

細菌増殖の3条件
細菌の増殖には、3つの条件が必要になります。
●水分……�細菌は水に溶けている栄養分を摂取するため、乾燥した食品では増えることが�

できません。
●栄養……食品だけでなく、食べ残しや食器の汚れなども細菌の栄養となります。
●温度……�細菌増殖の最も大きな要因です。細菌により差はありますが、一般に10℃～ 60℃、特に35℃

前後でよく増えます。
食中毒予防の3原則
厚生労働省では、食中毒菌を「付けない、増やさない、やっつける」を食中毒予防の3原則としています。
家庭での食事で発生することもあるので、以下を参考に予防を心がけましょう。

南東北
看護師コラム

Column がん遺伝子検査とがんゲノム医療

【参考】国立がん研究センター　がん情報サービス

付けない …… 清潔・洗浄・手洗い

増やさない …… 低温管理・乾燥

やっつける …… 加熱・消毒

夏に気を付けたい「食中毒」について
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糖尿病の治療は、運動療法・食事療法・薬物療法の3つが重要であるとされています。今回はその中の�
運動療法について紹介していきます。
○運動療法の目的
身体活動によって、血糖をコントロールする機能を改善させること、また合併症・高血圧症などの関連�
疾患のリスクを減少させることを目的としています。
○運動の時間・頻度の目安
運動は全力の約60％（ややきついと感じる程度）で20～60分を週3回以上行うのがよいとされています。
また、血糖上昇がピークとなる食後1～2時間に運動を行うとよいでしょう。
○運動の種類

1．有酸素運動
�　有酸素運動は十分な呼吸を続けながら行います。酸素を使って筋肉を動かすエネルギーである脂肪を�
燃焼させる全身運動です。有酸素運動にはウォーキング・ジョギング・水泳などがあります。
2．レジスタンストレーニング…各10回程を目安に（ややきついと感じる程度）　
�　筋肉に負荷をかけて筋力をつける事を目的とした運動です。筋量を増やすことで体脂肪や血中の中性�
脂肪を減少させるのが目的です。

①立ち座り練習…椅子に座った状態から、その場で「立つ⇔座る」を繰り返し行いましょう。
② スクワット…肩幅ほどに足を開いて膝の「曲げ⇔伸ばし」を繰り返し行います。呼吸を止めずに行い�
ましょう。

③ 踵上げ…背中を反らさずに真上に体を伸ばすように行いましょう。転倒防止に椅子や壁を支えにしても�
構いません。

④ 足開き…上半身はなるべく真っすぐで、足だけ横に開くように行いましょう。こちらの運動も、壁や椅子で
体を支えながらで構いません。

リハビリ
ワンポイント

【参考】理学療法ハンドブック改訂第3版�第3巻�疾患別・理学療法プログラム（細田多穂�他）p695-703
　　　 標準理学療法学・作業療法学�専門基礎分野�内科学�第3版（前田眞治�他）p239-244

糖尿病の運動方法について
〜part2〜

リハビリテーション科　理学療法士　川合 多朗

○最後に
今回は糖尿病の運動療法について紹介しました。いきなり負荷をかけすぎると体を痛める原因になります。
天気の良い日に散歩に行くなど無理のない範囲から行い、運動習慣をつけていきましょう。

① ② ④③
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これって認知症ですか？

看護主任　認知症看護認定看護師　山田 愛実

認知症は大きく4つのタイプに分類できます。そして、それぞれに特徴があり症状も様々です。

①アルツハイマー型認知症：物忘れや日付の感覚がなくなる、物事の手順が分からなくなる。
②レビー小体型認知症：子供や虫が見える。夜に夢を見て、その内容に沿って行動を起こす。
③前頭側頭葉変性症：こだわりが強い、思い立ったらすぐ行動する。決まった日時に決まったことをしようと
する。
④脳血管性認知症：感情のコントロールが出来ず、怒ったり泣いたりする。

といった特徴があります。
その他にも認知症の症状が出る病気はたくさんあり、中には慢性硬膜下血腫のように治療が可能な病気も
含まれます。重要なのは、“年取ったから”で済ませずに、きちんと
専門医の判断を仰ぐことが大事です。早期に診断し、生活環境を�
整えて対応を開始すれば、進行に備えた対策を講じることが�
できます。どうか皆さん、『認知症は年を取れば誰もがなるもの』と
心得て、異変を感じたら相談してみてください。
すぐに病院を受診するのはちょっと…という方には、下記にて�
紹介している「岩沼市認知症初期集中支援チーム」が相談を承って
おります。ぜひご利用ください。

認知症
たすけあいコラム

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、地域で生活する認知症の方・ご家族の�
方を対象に、電話相談・対面相談・メール相談を行うほか、
状況に応じて自宅訪問も行います。利用は無料です。お気軽に
ご相談ください。

岩沼市認知症初期集中支援チームのご案内

【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：syoki-iwanuma125@minamitohoku.jp
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レシピ紹介
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レシピ紹介

栄養管理課　管理栄養士　尾形 のぞ美

暑さに負けない！

夏野菜の
トマト煮込み

※（　）内は令和2年5月の件数

5月の救急車搬入件数
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市役所

社会医療法人 将道会

総合南東北病院

トマトは低カロリーでさまざまな栄養素が豊富な健康
野菜です。その栄養素の豊富さから、ヨーロッパでは 

「トマトのある家に胃腸病なし」「トマトが赤くなると 
医者が青くなる」などのことわざがあるほど、健康増進を
助ける野菜として有名です。  

トマトに多く含まれている栄養素で注目したいのが 
リコピンです。老化や動脈硬化、がんなどを予防・抑制
する『抗酸化作用』があります。このリコピンは、 
オリーブオイルにも含まれているビタミンEを一緒に 
摂ることで吸収がよくなります。

今回ご紹介したレシピは、単品ではもちろん、パスタや
そうめんと和えたり、ソースにして白身魚やチキンに 
かけたりと、色々なアレンジができます。
じめじめした梅雨の時期や夏の暑さで 
食欲が落ちた時におすすめの
レシピです。 

栄養価（1人分）
エネルギー：168kcal　塩分：1.7g

作り方
① なすとズッキーニは厚さ2cm程度の半月切り、玉ねぎと

パプリカは一口大の大きさに切る。 
② にんにくはみじん切り、トマト缶は汁ごと粗くつぶして

おく。    
③ 鍋にオリーブオイルをひき、弱火でにんにくを軽く 

炒める。①を加えてややしんなりするまで中火で炒める。
④ トマト缶とコンソメを加えてサッと混ぜ、蓋をして 

弱火で20分程度煮込む。時々底の方から全体を混ぜる。 
（野菜から水分が出るため水は加えなくてもOK）

　煮詰まったら塩コショウで味をととのえて完成。
※ 酸味が強い時は砂糖やトマトケチャップを加えると緩和

されます。

［材料　2人分］
なす……………2本 
ズッキーニ……1本 
玉ねぎ…………半分
パプリカ（赤・黄どちらでも可）
　　　　………1個 
にんにく………1かけ
　（チューブのものでも可） 

トマト缶…………1缶
固形コンソメ……1個
塩コショウ………適量
オリーブオイル（サラダ油も可）
　　　　　………大さじ2
砂糖、トマトケチャップ
　　　　　………お好みで

令和3年6月1日付で、当院に着任した医師を紹介します。

介
紹
師
医

井上　洋 （いのうえ ひろし）
診療科……麻酔科
ひとこと…当院で手術を受けて良かった、と思って頂けるよう
　　　　　精進します。


