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• �心臓リハビリテーションのご案内
循環器内科医長　武蔵 美保

• 看護師コラム�
　　この症状が出た時は脳卒中の疑い�
　　～ACT-FAST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　

• ワンポイントリハビリ�
�【あなたの筋力が低下している!?】�
　筋力のセルフチェックをやってみよう！　

リハビリテーション科　理学療法士　板橋 慶宗

• 薬剤科だより　お薬の水での服用について
薬剤科　薬剤師　元木　綾　

• レシピ紹介　かぶのマリネ
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心臓リハビリテーションのご案内

総合南東北病院
循環器内科医長　武蔵 美保

「心臓が悪いから動いてはいけない。」という考えをお持ちの方は意外と多いのではないでしょうか。 

以前は、急性心筋梗塞後は6～8週間のベッド上安静が基本であった時代もありました。しかし、現在は

急性心筋梗塞に対して早期にカテーテル治療を行えるようになり、順調に経過した場合、治療の翌日には

立つことができ、その後歩行や運動をしても大丈夫か検査をしながら少しずつリハビリテーションを行い、

2週間程度で退院することが多くなっています。心臓の機能が悪くなり息切れやむくみが起きる心不全に

おいても、状態が落ち着いていれば早期にリハビリテーションを開始することが多いです。退院後に 

社会・職場復帰を果たし、質の良い生活を送る上で、早期からリハビリテーションを行うことは重要です。

また、リハビリテーションは、社会復帰後も、快適な生活維持のために生涯を通じて行うことが推奨 

されています。

では、どのくらいの強度で運動を行うのがよいのでしょうか。心臓リハビリテーションにおいては、 

「ややつらい」もしくはその一歩手前程度の強度で行うのがよいとされています。しかし、症状の感じ方は

人それぞれであり、ご自身で強度を設定するのは難しいと思われます。負荷が強い運動はかえって心事故を

招きかねません。そのため、当院では運動負荷心電図検査を用いて運動処方を行っています。これは、 

心電図検査や血圧測定を行いながら自転車を漕いだり早歩きで歩いたりする検査で、患者さんそれぞれに

あった運動処方を行うことができます。また、最近は新たに心肺運動負荷検査という、運動中の息の分析を

加えた検査を導入し、より安全に、より正確に運動処方を行うことが可能になりました。運動処方に 

基づき、理学療法士の指導のもと外来での心臓リハビリテーションも積極的に行っております。病院で 

運動習慣をつけることで、ご自宅での運動習慣にもつなげていくことができます。慢性心不全患者さんへの

運動療法は、心不全入院の減少や心死亡を含む心事故減少などが期待できます。狭心症や心筋梗塞、 

心不全で治療している方で、心臓リハビリテーションに興味がある方は、是非循環器内科外来にお声がけ

ください。
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【参考資料】
脳卒中看護実践マニュアル　田村　綾子ほか

今回の内容は以前にも掲載しましたが、皆様が最速で脳卒中治療を受けることができるよう再掲いたし 
ます。

脳卒中とは「突然中（あた）る」という意味で、脳梗塞、脳出血、くも膜下出血など脳血管障害の総称 
です。脳卒中の危険因子には動脈硬化、高血圧症、脂質異常症、糖尿病、肥満、不整脈などがあり、それらの 
危険因子につながる生活習慣には喫煙、過度の飲酒、ストレスの蓄積などがあげられます。さらに加齢や 
遺伝的要素も関係します。脳卒中になると、障害を受けた部位によりそれまでの生活が一変してしまうことも
あるので、脳卒中にならないような生活習慣を送ることが望ましいと言えます。

今回はもし脳卒中が疑われる場合はどんな症状か、そしてどう対処すればいいのかをわかりやすく説明 
したACT-FAST（アクト・ファスト：早く行動を）というアメリカ脳卒中協会提唱の標語をご紹介します。
ACTとは行動を意味します。FはFACE（顔）で顔面麻痺をさします。AはARM（腕）のことで、つまりは
麻痺の症状です。SはSPEECHで言葉がでない症状をさしています。これら3つの内、一つでも出現して
いれば脳卒中の可能性が高いです。そして、最後のTはTIMEとして発症した時間がわかれば記録しつつ、
救急車を速やかに要請しましょう。発症した時刻を明確にしたい理由は、脳梗塞であれば、時間的制約の 
ある血栓溶解療法や血栓回収療法を選択できる機会があるためです。ですから症状が出現した場合は様子見を
することなく、また安全に医療機関まで到達できるよう救急車を要請してください。

南東北
看護師コラム

Column この症状が出たときは脳卒中の疑い
～ACT-FAST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

ACT-FAST
3つの症状が1つでもでたら脳卒中のサインです　時間を記録して救急車を呼びましょう

Face（顔の麻痺） Speech（言葉の障害）Arm（腕の麻痺） Time（発症時刻）

顔の半分が
さがっている

呂律がまわらない
話せない腕に力が入らない 発症した時刻を

記録する
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皆さんは自分の体が衰えてきているのではないかと心配になったことはありませんか？
最近は健康に気をつける人が多くいらっしゃいますが、その一方で筋肉量が減少して 

筋力・身体機能の低下をきたす「サルコペニア」が超高齢化社会に突入する日本で問題と
なっています。

そこで今回は、自宅でできる「筋力のセルフチェック」をご紹介したいと思います。

＜指輪っかテスト＞
この「指輪っかテスト」はふくらはぎの筋肉の太さをチェックして、筋力低下の危険度を

測るテストです。

リハビリ
ワンポイント 【あなたの筋力が低下している!?】

筋力のセルフチェックをやってみよう!

リハビリテーション科　理学療法士　板橋 慶宗

【参考文献】　イチからわかる！サルコペニアQ&A　著：山田 実　医歯薬出版株式会社

　次に、日常生活で筋力低下の可能性を示唆する項目をチェックしてみましょう。

　特に1番・2番に該当する方は、かかりつけ医などに相談することをおすすめします。

筋肉量の減少は25～30歳頃から始まり、年齢とともに低下していきますが、生活・運動習慣によりその
程度は大きく変わってきます。また、年齢を重ねても日々の運動により筋力を向上させることは可能です。

日々の生活に運動を取り入れ、加齢を華麗に健康寿命を延ばしていきましょう。

［実施方法］
1）イスに座り、両足を床につけます。
2） 利き足でない方の「ふくらはぎの

一番太いところ」を、両手の親指と
人差し指で囲みます。

　　 利き足が分からない人は両足で 
行いましょう。

　　　　　　　［結果判定
　　　　　　　�（筋力低下の危険度）］

1． 1年間で4～5kg以上体重が減少した。
2．全身が疲れやすいと感じる。
3．手足が細くなった。
4． ペットボトルのフタが開けづらくなった。
5．重い荷物が持ちにくくなった。

6．椅子から立ち上がりにくい。
7． 日常生活でつまずくことが増えた。
8． 歩くのが遅くなった（横断歩道を青信号で渡りきれ

なくなった）。
9． 手すりにつかまらないと階段を上がれない。
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薬剤科
  だより

お薬の水での服用について

薬剤科　薬剤師　元木　綾

　お薬の説明で ｢水またはぬるま湯で服用してください｣ という記載を目にすることがよくあると思います。
今回はそんなお薬の飲み方の疑問についてお答えしたいと思います。

一般的にのみ薬は、コップ1杯程度（約200cc）の水、またはぬるま湯で飲むように作られている
為です。
ただし同じお水でも、消化酵素剤や消炎酵素剤などのタンパク質でできている薬の場合、あまり 
熱いお湯で飲むと分解してしまうおそれがあるので注意しましょう。
またお薬によってはコーラやグレープフルーツジュース、牛乳などで飲むと、お薬の効果が弱まる
ことがあるので注意しましょう。

薬を水なしで飲むと溶けにくいため、吸収が遅れて薬の効果が現れにくくなったり、低下することが
あります。場合によっては溶けずに便として出てしまうこともある為です。
また錠剤やカプセル剤を水なしで飲むと、食道に引っかかったり、くっついたりすることがあります。
そうすると、その場で溶けてしまい、食道潰瘍を起こしてしまう場合もあります。粉薬などでは、
気管から肺に入ってしまい、肺炎を起こした例もあります。

※ 口腔内崩壊錠＝OD錠と言われるお薬は、唾液や少量の水で速やかに崩壊するように作られて 
いるので、水が無くても服用可能なお薬です。

　ただし口腔内からは吸収されず、胃の中へ落とし込む必要があるため、注意しましょう。
※水分制限の指示がある方は医師の指示に従って服用してください。

【引用文献】
①中外製薬　くすりの正しい飲み方
　くすりの正しい飲み方｜からだとくすりのはなし｜中外製薬 (chugai-pharm.co.jp)
②Sumitomo Pharma 健康情報サイト　Q.01どのくらいの水で、くすりを飲むとよいの？
　Q.01 どのくらいの水で、くすりを飲むとよいの？｜住友ファーマ 健康情報サイト (healthcare-sumitomo-pharma.jp)
③日医工株式会社　薬の正しい使い方
　薬の正しい使い方　薬はどれぐらいの量の水で飲めばよいのでしょう | 日医工株式会社 (nichiiko.co.jp)

お薬はなぜ水で飲むように言われるのか？Q

A

どうしてコップ1杯（約200cc）のお水で飲む必要があるのか？Q

A
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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
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レシピ紹介

※（　）内は令和4年1月の件数

1月の救急車搬入件数
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岩沼市民会館

作り方
①�かぶはいちょう切り・パプリカは細切り・きゅうりは�
斜め切りにする。
②�ボウルに①と、オリーブオイル・酢・砂糖・塩こしょうを
加え混ぜる。
③全体に調味料が馴染んだら冷蔵庫で
　20分程度漬ける。

［材料　4人分］
かぶ（白い部分）…2株
パプリカ……………1/2個
きゅうり……………1本
オリーブオイル……大さじ2（サラダ油でも可）
酢……………………大さじ2
砂糖…………………小さじ2
塩こしょう…………適量

患者さんからの声Voice
外来患者（ご家族）様より【ご意見】

車椅子トイレを使用していた際、清掃員にノックを
せずに開けられ、更には謝ることなく立ち去られ�
ました。家族の介助の為、扉の鍵を掛けずに使用
しておりましたが、ノックはするべきだと思います。

病院からの回答

担当部署へ確認したところ、トイレに入る際の 
ノックが徹底しておらず、その際の謝罪も出来て 
おりませんでした。清掃担当職員には厳重注意とし、
関係職員にもトイレを清掃する際は必ずノックを 
行う様、指導すると共に、接遇・マナーについて 
徹底して参ります。

栄養管理課

かぶのマリネ

　かぶは、葉と根の部分で異なる栄養を持ち合わせて�
います。
　かぶの葉は緑黄色野菜に分類され、β-カロテンや�
ビタミンCを多く含みます。β-カロテンには癌を予防する
働きがあり、ビタミンCには老化防止を助ける働きが�
あるので、かぶの葉も捨てずに食べることをお勧めします。
かぶの葉はアクが強いため、加熱調理をして食べるように
しましょう。
　かぶの根に含まれるデンプン分解酵素は、胃腸の消化を
助ける働きがあるので便秘・下痢の予防にも繋がります。
デンプン分解酵素は熱に弱いため、今回は効率よく栄養が
摂れる生のかぶを使用したマリネをご紹介しました。

栄養価（1人分）
エネルギー：76kcal　塩分相当量：0.3g

　当院医師、スタッフが健康法や病気の予防法、
治療法などについて発信しているラジオ番組�
「南東北病院�健康と医療のひろば」が2023年3月
をもって放送を終了することとなりました。�
平成27年10月の放送開始から約7年間、ご聴取
いただき誠にありがとうございました。
　最終放送日は3月31日（金）となります。

エフエムいわぬま「南東北病院
健康と医療のひろば」

放送終了のお知らせ


