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神経難病に対するリハビリテーションについて
総合南東北病院

脳神経内科科長　加藤 昌昭

〈写真：ロボットスーツHAL®（写真中央）とリハビリテーション科HAL®チーム〉
詳しくは1ページをご覧ください。

神経内科の病気の中には、神経変性疾患いわゆる
神経難病といわれる疾患や、筋疾患（筋ジストロ
フィーやミオパチーと言われる疾患）があります。
これらの疾患の多くは年余にわたる長い経過で 
緩徐に症状が進行していきます。現在の医療では 
まだ病気を治す、症状進行を止める治療がない 
疾患が多いのがこれら疾患の特徴です。

こういった病気では、疾患によって症状や経過に
違いはありますが、手足の動きにくさ、移動歩行の
障害、しゃべりにくさ（構音障害）、食事や水分の
飲み込み（嚥下障害）、認知機能の障害、心肺機能の
低下といった様々な症状が徐々に進行していき 
ます。更に症状の進行により日常生活のなかで体を
動かすことが出来なくなることによって「廃用」と
言われる症状も出現してきます。病気の症状と廃用の
症状を区別することはなかなか難しいのですが、 
廃用による症状としてよくみられるものは手足 
関節の拘縮（固まっていくこと）や痛みがあります。

リハビリテーションというと、脳卒中（脳梗塞や
脳出血など）や骨折などのあとに機能回復を目的と
して行われる機能回復訓練を思い浮かべることが 
多いと思います。障害をうけた機能を回復させたり、
回復困難な場合残存する機能で生活を補えるように
訓練、練習をすることで生活をよりよくすることが
リハビリテーションの目標といえます。神経疾患 

（神経難病）の場合、リハビリテーションによって
病気自体が治るわけではないこと、著しい改善効果は
期待できないことから、その有効性を示すことは 
なかなか難しい部分であります。しかし、廃用に 
よる身体能力の低下を防ぐこと、動作方法の工夫、
機能補助具などを用いて能力の維持、生活の維持を
行うことは、疾患をもちながら生活を送るうえで 
重要であり、生活の質の維持のために必要であると
考えています。

リハビリテーションを受ける方法として大きく 
分けて①在宅、訪問で行う、②入院して行う、場合が
あります。それぞれに特色があるのですが、徐々に
症状は進行、変化する神経難病に対する場合には、
日常的に①在宅での訪問リハビリを行いながら、 
ときどき②入院してのリハビリ、状態評価、を行う
ことが良いと考えています。入院の頻度や入院期間は
症状進行にあわせて数ヶ月に1回や年1回、数週間
から1ヶ月程度を主治医と相談しながら決めて 
います。

今はまだ困っていないから、大丈夫。と考えずに
将来的に症状が進んだらどのように生活すれば 
良いかのアドバイスをもらうことも重要なので、 
ぜひ主治医にリハビリテーションについて相談して
みてはいかがでしょうか。
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このコーナーでは、総合南東北病院の「自慢の一品」を紹介しています。
今回は、当院リハビリテーション科で導入しているサイバーダイン社のロボットスーツHAL®（Hybrid 

Assistive Limb®）をご紹介します。
“ロボットスーツ”と聞くと、マジンガー Zやガンダムなどを連想する方もいらっしゃるのではないで 

しょうか。
複数のバージョンがある中で、当院では脳・神経・筋系の機能低下で身体を思うように動かせなくなった

方の運動支援を目的とした＜医療用下肢タイプ＞を導入しています。この＜医療用下肢タイプ＞は、 
宮城県内では当院含め3ヶ所でのみ導入されています。（2022年2月8日時点）

ロボットスーツHAL®とは一体何者か、リハビリテーション科課長の安孫子 洋さんに話を聞いてみました。

―HAL®とはどのような機械ですか？
まず、当院にありますHAL®は2015年11月に薬事承認された治療用ロボットで＜医療用下肢タイプ＞と

なっており、当院では2016年より導入しました。
患者さんが身体を動かそうとした時に、脳から神経を通じて筋肉に信号が伝わります。HAL®はその 

微弱な信号が体の表面に漏れ出して来るのを、皮膚に貼ったセンサーで検出して体の一部のように動く 
という機械になります。

―HAL®を使用する目的は？
HAL®は常に使用するものではありません。治療の際に腰から足に

かけて装着し、本人の意思に従って下肢の動きを助けます。さらに、
転倒予防の歩行器を使用して歩行運動を繰り返すことで、歩行機能を
改善することを目的としています。つまり、歩きにくくなってきた 
患者さんをHAL®がうまくサポートしながら歩く機会を増やしていく
ということになります。

当院のHAL®は保険診療の範囲内で実施しており、対象の範囲は 
あらかじめ決められています。

HAL®による治療を行う方は3週間入院し、その期間中に9回実施
するというプロトコールに沿って行っています。専門の研修を修了 
し た ス タ ッ フ（ 総 勢19名 ） が、 対 象 の 方 に 合 わ せ てHAL®の 
サポート力を調整します。その際、皮膚にセンサーを貼るので、時に
皮膚炎が起こること、普段より運動量が多くなるので筋肉痛や疲労を
感じるなど軽微な有害事象が発生することはあります。

初めて使用される際には不安や緊張がありますが、
数回実施することでほとんどの方は不安無く実施 
されています。また、現在は月に1～2人程度の患者
さんにこちらの治療が提供されており、治療後には
歩行距離が延びるなどの効果が表れています。

当院リハビリテーション科では、実は東日本 
大震災の1 ヶ月前に県内初のHAL®＜福祉用＞を 
導入し、10年以上の使用実績があります。このような
最先端機器も導入しながら、個々の患者さんに合った
リハビリテーションを提供することで、住み慣れた
地域で安心して暮らしていただけるよう取り組んで
います。

南東北探検隊 第2回
（不定期出没）

HAL®を使用した歩行治療の様子

リハビリテーション科 HAL®チーム
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　生活習慣病の予防で運動を継続することは大切です。運動を継続することでエネルギー代謝の改善に 
よる体重減少やより良い血糖コントロールが期待できるからです。今回は、手軽に始めることができる 
運動療法としてインターバルウォーキングを紹介します。

　コロナ禍において活動自粛が呼びかけられたことで、立ち姿勢での活動時間が減少し、座り姿勢での 
活動時間の増加が報告されています2）。また、座り姿勢での活動時間の増加により2型糖尿病にかかり 
やすくなることが報告されています2）。立ち姿勢での活動を増やすことや筋力トレーニングに積極的に 
取り組んでいきましょう。

インターバルウォーキングとは「早歩き」と「ゆっくり歩き」を数分間ずつ交互に繰り返す方法
です。

1．背筋を伸ばします。
2．できるだけ大股を意識して踏み出し、かかとから着地。
　　ひじは90度にまげて腕を前後に大きく振ります。
3．早歩きのスピードは「ややきつい」と感じる速さ。
4．3分間の早歩きと3分間のゆっくり歩きを1セットとし、 
　　1日5セット以上、週4日以上を目標にします。

（注意点）前後にストレッチを実施し怪我や疲労を予防しましょう。早歩きは転びやすいため、足元に十分
注意し、足がもつれない程度の速さで行いましょう。心臓や肺に病気がある人はかかりつけ医に相談して
から行いましょう。

低負荷の運動は持久力に優れた遅筋繊維（タイプⅠ繊維）が
優先的に動員されるため、持久力の向上につながります1）

普段から積極的に歩く
・そうじや洗濯などの家事で身体を動かす
・歩くときは歩幅を大きくして早歩きする
・家事や仕事の合間にストレッチや筋力トレーニングする
・仲間とスポーツを楽しむことなどを意識する
・今よりもプラス10分、活動的な生活を送る

さらに効果を出すために毎日の生活の中でできること

【引用・参考文献】
1）理学療法ジャーナル　2020年8月号　パフォーマンス向上のための筋力トレーニング
2）総合リハビリテーション2021年12月号介護予防に今こそ必要なリハビリテーション
3）健康長寿ネット　公益財団法人長寿科学振興財団　インターバル速歩の効果より

大きく
腕を振る

背
筋
を
伸
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す

かかと着地

リハビリ
ワンポイント 生活習慣病について  ～運動療法

インターバルウォーキング～

リハビリテーション科　理学療法士　関川 美江子
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【参考】薬と健康の情報局　https://www.daiichisankyo-hc.co.jp/health/qa/01.html　
　　　 飲み合わせの注意 | 日本調剤（お客さま向け情報https://www.nicho.co.jp/column/20441/

薬剤科
  だより

薬と食べ物の飲み合わせについて

薬剤科　薬剤師　緑山 莉枝

　ワーファリンは、ビタミンＫの働きを妨害して血液を固まりにくくする作用が
あり、血栓予防などに処方される薬です。つまり、ビタミンＫを豊富に含む食品を
摂るとワーファリンの効き目を弱めてしまうことになります。

納豆・緑黄色野菜（大量摂取）・青汁・クロレラ➡➡ワーファリン（ワルファリン）

　グレープフルーツには、高血圧や狭心症などの治療薬の一部に関し、薬の分解を阻害する成分が含まれて
います。グレープフルーツを食べた後に薬剤を服用したり、薬剤をグレープフルーツジュースと一緒に服用
したりすると、血圧が下がりすぎてしまったり、副作用があらわれたりする可能性があります。

グレープフルーツ➡➡降圧薬

　牛乳にはカルシウムなどのミネラルが多く含まれており、一部の抗生物質（ニュー
キノロン系、テトラサイクリン系）等と結合し、吸収されにくくなり、薬の効き目が
弱くなります。

ミネラル（カルシウム、マグネシウム等）含有食品（牛乳など）➡➡抗生物質

　お酒には血管を拡げる効果があるため、降圧薬と同時に飲むと作用が増強し血圧が下がりすぎて、 
立ちくらみや眩暈を起こすことがあります。またお酒と糖尿病治療はお互いの作用の高めあいによって、 
低血糖の症状があらわれることがあります。

お酒➡➡降圧薬、睡眠薬、安定剤、糖尿病治療薬

　中枢神経刺激作用が増強する可能性があります。

カフェイン含有食品➡➡テオフィリン等（気管支拡張薬の一部）

　ここで取り上げたものは、飲み合わせに注意する代表的な例です。他にも注意が必要なものがありますので、
一緒に飲んでいる薬（サプリメントも含みます）や特に偏って摂っている食べ物などがあれば、医師や 
薬剤師に相談してください。

　薬によっては､ 飲み合わせに注意が必要なものがあります。今回は代表的なものについて紹介したいと 
思います。
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　2022年も後半に入り、夏の気配が近づいてきたように感じます。4月に配属された新人も少しずつ 
成長しているのを感じます。私の所属している部署は手術室・中央材料室ですので、今回は患者様に安全な
手術を提供するために常日頃気を付けていることの一つである手術器具の質の保証についてお伝えしたいと
思います。
　手術に使用する器具は大きく分けてディスポーザブル品（1回使用で捨てるもの）とリユース品（複数回
使用できるもの）があります。ディスポーザブル品は常に新品での使用になるので安全が保障されている 
器具になります。ではリユース品の安全はどうやって保障されているのでしょう？
　そこで大きく関わってくるのが中央材料室という部署になります。手術室に併設されており、手術で使用
した器具をまた使用できるようにしてくれるのです。中央材料室には、看護アシスタントや委託業者の方が
配属され業務を行っております。どんなことが行われているかというと……

　以上の過程を経て手術器具は安全に使用できるようになるのですが、②～④を行っているのが中央材料室
です。もちろん適宜、器具に破損や不良箇所がないか点検も行っております。洗浄や滅菌に関しては 
インジケーターを用い質の保証を確認しており、手術室スタッフもこのような業務を一緒に行う場合も 
あります。
　手術は患者様に直接関わる医師や看護師以外にも中央材料室など様々な部署の力を集めて、安全に提供 
できております。手術で使用する機器は複数の部署が細心の注意を払っていますので、安心していただけ 
たらと思います。

①器具の使用

②器具の洗浄
基本は洗浄機を使用し、常に均一な

洗浄ができる 

③滅菌
微生物を死滅させ害のない状態にする 

④払い出し

南東北
看護師コラム

Column 安全に手術を受けて頂くために
手術器具の質の保証

周術期管理チーム　中野 晋太郎
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レシピ紹介

栄養管理課　森屋 香奈子
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社会医療法人 将道会

総合南東北病院

　いよいよ夏がやってきます。暑い日が続くと、夏バテが心配 
ですね。そんな時こそ、お酢を使った料理を取り入れてみては 
どうでしょう。お酢のさっぱりとした酸味は、唾液や胃酸の分泌を
促し、食欲回復のお手伝いをしてくれます。それに加えて、夏は
そうめんなどあっさりした食事で済ませることが多くなりやすい
ので、肉や魚、卵、大豆製品などのたんぱく質の摂取が不足 
しがちです。体を作る材料のたんぱく質が不足すると、筋力、 
体力が低下し疲れやすくなりますから、夏バテ防止のためにも、
意識して摂りたいものです。今回のレシピは、さっぱりとした 
酢飯と一緒に卵やかにかまなどのたんぱく質を組み合わせて 
います。混ぜ込む具は、鮭や鯵を焼いてほぐしたもの、焼き豚や
シーチキン、うなぎなどに変えても楽しめますよ。

作り方
① きゅうりを薄くスライスし、塩少 （々分量外）をまぶして

5分ほど置いたら、水分をしっかり絞っておく。
②かにかまは1～2㎝角程度に切る。  
③ 卵は溶きほぐす。フライパンにサラダ油を熱し、卵を 

流し入れ、炒り卵を作る。
④ 大きめの容器にご飯を入れ、合わせておいた★の調味料を

回し入れよく混ぜる。★の調味料が馴染んだら、うちわで
あおいで水気を飛ばし冷ましておく。

⑤④のご飯に①、②、③を混ぜ合わせ、炒りごまをふる。

［材料　2人分］
温かいご飯…350g（米1合程度）
★酢…………大さじ2
★砂糖………大さじ1/2
★塩…………小さじ1/2
きゅうり……1本　
かにかま……4本（30g程度）

栄養価（1人分）
エネルギー：400kcal　塩分：1.7g

きゅうりの混ぜ寿司
ご飯がすすむ！

卵……………1個
サラダ油……少々
炒りごま……お好みで

患者さんからの声Voice

病院からの回答

南棟診察室のマイクのメンテナンスを 
実施致しました。アナウンス時の声量に
よる影響もある為、適宜確認しながら
ボリューム等、調節して参ります。

外来患者さんより（ご意見）
各診療科（南棟）の先生方にマイクで 
呼び出して貰えるのは有難いですが、 
なるべく統一した音声で呼び出して 
頂きたいと思います。私の様に耳が 
聞こえづらい人も多いと思います 
ので、よろしくお願い致します。 病院からの回答

現在の南棟1階車椅子トイレの案内
表示は、南棟1階入口から見た場合、
柱の陰に隠れてしまい、見えにくく
な っ て お り ま し た。 案 内 表 示 を 
新たに作成すると共に、表示箇所に
ついても検討して参ります。

外来患者さんより（ご意見）
南棟奥の車椅子用トイレの場所が
分かりづらくて慌 ててしまった。 
案内表示をもう少し見やすくして 
下さい。

病院からの回答

ご意見ありがとうございます。これから
も患者さん、ご家族の皆さんに満足 
頂ける医療が提供出来る様、スタッフ
一丸となって取り組んで参ります。

入院患者さんより（お礼の言葉）
担当の先生、南5 病棟のスタッフの 
皆様がとても優しい方々で感動しました。 
病気になると気分が落ち込んでしまう
ものですが、皆 様 の 笑 顔が患者の 
気持ちの支えになった様に思います。
ありがとうございました。


