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慢性胃炎とピロリ菌
これまで内視鏡検査で「慢性胃炎」・「萎縮性

胃炎」といわれたことはありませんか？
かつて慢性胃炎は加齢性変化と考えられていた

ため、制酸剤や粘膜保護剤と呼ばれる内服薬で、
症状を軽減する治療が行われてきました。という
のも、慢性胃炎は治癒することがない不可逆的な
老化現象であり、症状のみ軽減する治療をする
しかないとされてきたからです。
しかし近年の研究結果から、胃粘膜の萎縮性

変化の大部分がピロリ菌の持続感染によりもたら
されることが明らかとなってきました。これまで
もピロリ菌は胃潰瘍・十二指腸潰瘍を引き起こす
原因の一つであることが明らかにされ、除菌治療
を行うとその再発率を大幅に減少させられること
が知られていましたが、慢性胃炎も除菌治療に
よりその活動性（炎症の強さ）が消失し、胃粘膜
萎縮を食い止めることがわかってきました。

ピロリ菌と胃癌
がん

最近の研究結果から、ピロリ菌が胃癌の発生に
深く関わっていることがわかってきました。ピロリ
菌に感染している人と感染していない人を 10年
間追跡した結果、ピロリ菌に感染していない人
には胃癌が発生しなかったのに対して、ピロリ菌
に感染している人の 2.9％に胃癌が発生したと
いう研究報告があります。さらに除菌の効果に
ついても検証され、ピロリ菌を除菌すると、除菌

しなかった人と比べ、胃癌の発生が 1/3程度に
減少したという報告もあります。2009年に日本
ヘリコバクター学会は、ピロリ菌感染は除菌すべき
と表明し、2013年 2月より、ピロリ菌感染のある
慢性胃炎に対しても、除菌治療が保険適応される
こととなりました。今後、ピロリ菌感染率の減少
により、胃癌の患者数がどの程度減少するのか
大変注目されています。

あわてずに検査・治療のご相談を
ピロリ菌と胃癌の関係についてお聞きになった

方は、ピロリ菌に感染するとすぐに胃癌が発生
するのではと心配される方もいらっしゃるのでは
ないかと思います。しかし、あわてる必要はありま
せん。ピロリ菌は日本人の約 30％にあたる約
3,500万人で、50歳以上の 7〜8割が感染している
と推定されておりますが、我が国で年間に胃癌を
発症する患者数は約 11万人ですから、感染して
いる人の総数から見ればごく一部なのです。
これまでに慢性胃炎・萎縮性胃炎といわれたこと
のある方や、ピロリ菌感染についてご不安な方に
対して、当院ではピロリ菌検査・除菌治療外来を
開設しております。どのような検査が必要か、保険
適応が受けられるか、治療期間・費用はどの程度
かかるか、その後の経過観察を
どのようにすればよいか等、ピ
ロリ菌・除菌治療に関するこ
とは何でもご相談ください。

ピロリ菌感染性慢性胃炎が
除菌治療の保険適応になりました

総合南東北病院
消化器センター長　名久井　実
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4月に入って徐々に暖かくなり、過ごしやすい季節になってきました。
今回は「めまい」のお薬についてお話したいと思います。

＊まず、めまいには大きく分けて 3つの種類があります。

【治療薬】
�脳血管拡張薬
内耳や脳の血流をよくすることでめまいを改善します。(メリスロン、セファドールなど)

�脳循環・代謝改善薬
脳の血流の流れをよくし、脳の働きを活発にし、頭痛・頭重感・めまい・しびれなどの症状を改善します。
(アデホスコーワ顆粒、セロクラール、ケタスなど)
�抗ヒスタミン薬
めまいや耳の障害による吐き気を改善します。(トラベルミンなど)

�抗不安薬
気持ちを落ち着かせたり、緊張や不安をやわらげて、心因性のめまいを改善します。(リーゼなど)

【日常生活で心がけること】
①ストレスの解消
ストレスがあるとめまいの発作が起こりやすくなることがあります。ストレスを上手く発散させる
ことが大切です。
②水分や塩分の取り過ぎに注意
水分や塩分を取り過ぎるとめまいの発作を起こしやすくなることがあります。規則
正しい食事をして、栄養の偏った食事は避けましょう。
③節酒
アルコールの飲み過ぎは、生活のリズムを崩しめまいを起こす恐れがあります。ただし、適度な飲酒
であれば、ストレスの発症を予防することができますので、飲み過ぎないようにしましょう。

④気圧の変化に注意
気圧が変化すると神経のバランスが乱れ、めまいの発作が起こり易くなる可能性が
あります。事前に主治医に相談しましょう。

＊めまいが続くと誰しも不安になります。また、めまいの裏に別の病気が潜んでいることも考えられます。
たかが“めまい”と考えずに、症状のある方は医師の診断を受けることをおすすめします。

だより めまいについて
薬局 薬剤師　大塚　亮

目がグルグルとまわっているような状態。多くは耳の異常によって起こります。

体がフワフワした感じでふらつく状態。主に脳の異常が原因で起こります。

立ち上がるとクラッとする、時に目の前が暗くなる状態。血圧の変動による全身性の病気が
原因として考えられています。

回転性めまい

動揺性めまい

失神型めまい

みな・みな・ねっと 4月号



「特定健診（いわゆるメタボ健診）」は、40〜74歳の各種健康保険加入者を対象として、2008年 4月から実施が
義務付けられた健康診査のことです。メタボリックシンドローム（内臓脂肪型肥満）に着目し、糖尿病などの
生活習慣病を予防することが目的です。また、特定健診の結果をもとに、必要な情報提供や生活習慣改善のための
支援を受けることを「特定保健指導」と言います。

＊当院でも、特定健診・特定保健指導を行っております。予約制となっておりますので、ご希望の方は、健診
センターへご相談ください。

参考資料：協会けんぽ 宮城支部 リーフレット（特定保健指導を利用しましょう！）

特定健診・特定保健指導を
ご存知ですか？

健診センター 保健師　菅野君枝
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1
ステップ

2
ステップ

3
ステップ

AA
男性：85㎝ 以上
女性：90㎝ 以上

腹 囲 BB Aには該当しないが、

BMI が 25以上

❶ 血　糖 …… 空腹時血糖 100mg／ dl 以上 または HbA1c5.6％以上
❷ 脂　質 …… 中性脂肪 150mg／ dl 以上 または HDLコレステロール 40mg／ dl 未満
❸ 血　圧 …… 収縮期血圧 130㎜Hg以上 または 拡張期血圧 85㎜Hg以上
❹ 喫煙歴 …… ❶～❸までのリスクが 1つでもある場合にリスクとして追加

リスク

●内臓脂肪型肥満Aでリスクが 1つ
　　　　　　　　または
●内臓脂肪型肥満Bでリスクが 1～ 2つ

動機づけ支援

原則 1回の支援

●内臓脂肪型肥満Aでリスクが 2つ以上
　　　　　　　　または
●内臓脂肪型肥満Bでリスクが 3つ以上

積極的支援

３～６か月の継続的な支援

Ｑ．特定保健指導は誰が利用できるの？

Ａ．特定保健指導は、健診結果のリスクの程度に応じて分類されます。その中で「動機づけ支援」
と「積極的支援」に該当された方が対象となります。ただし、高血圧症、脂質異常症または
糖尿病の治療で服薬中の方は対象とはなりません。

または

特定保健指導の分類

健  診
ナ ビ
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今回は、当院のリハビリテーション科を紹介します。

早期リハビリから回復期リハビリ、家庭復帰・在宅生活までサポートできる体制を整えて
おります。また、リハビリテーションのさらなる充実を目指して、毎週勉強会を開催する等、
職員も日々研鑽しております。
リハビリに関して質問や疑問等ございましたら、リハビリスタッフまで気軽にお声掛け

ください。

ワンポイント
リハビリ
ワンポイント
リハビリ リハビリテーション科紹介

リハビリテーション科 理学療法士　富樫貴寿

当法人では、「急性期病棟」「亜急性期病床」「回復期病棟」「通所リハビリテーション」「介護老人保健施設
サニーホーム」「南東北訪問看護ステーション」等、法人内各部署にスタッフを配置しています。4月から
新入職員も増え、理学療法士 49名・作業療法士 29名・言語聴覚士 7名、計 85名のセラピストが日々
業務にあたっています。

多くのセラピストが活動しています！

従来のリハビリ治療に加え、その方に合わせて上記のような様々な機器を使用したリハビリも行っています。

院内のみならず、地域支援事業
や老人会等の運動教室・出前ミニ
健康講話等でも、運動の支援・
指導を行っています。

地域の皆さんとともに！

リハビリ機器も充実しています！

リリハビリテーション科リハビリテーション科

みな・みな・ねっと 4月号
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3月 13日（水）午後 1時 30分から、名取が丘公民館で出前ミニ健康講話を行いました。
今回は名取が丘地区福祉委員会の皆さんからの依頼で「最近の医療・介護事情」と題して、医療福祉

相談室の菊地知憲 主任心得が講師を務め、医療・介護の動向を始め、各病院の機能や介護施設について講話
しました。入院費はどの位かかるのか、また、急性期・回復期等、病院によって役割が異なること等、
詳しく話がありました。さらに、退院後の在宅サービスや施設の種類等についてもクイズや事例を交え
ながら説明がありました。病気や怪我は突然に起きる場合が多いので、健康な時に、家族と将来の介護や
お金の管理について相談しておくことが大切とのことです。そして、誰に相談
したら良いか分からないときは、「各病院の医療福祉相談員や地域包括支援
センターに気軽に相談してください」とアドバイスがありました。
日頃から福祉委員を務めている皆さんだけに、介護について非常に関心が

高く、ご自分の経験談等を話す方や講師に質問する姿も多く見られました。

出前ミニ健康講話を行いました

3月 26日（火）午後 2時から、防災訓練を実施しました。今回は、夜間に
震度 6強の宮城県沖地震が発生したことを想定した訓練でした。地震発生を
知らせる合図とともに、全館に緊急放送が流れ、ただちに各部署の職員が
患者さんや施設の安全確認を行いました。また、各職員間で連携し、速やかに
災害対策本部が設置され、各部門の被害状況等が報告されました。さらに、
各病棟では職員が患者役となり、実際に避難場所へ搬送する訓練も行われ
ました。患者さんが座ったまま階段を降りることができる器具を使って、複数の
職員が声を掛け合い、慎重に搬送する様子が見られました。
参加した職員は災害時の任務分担を確認しながら、安全かつ迅速に対応

することの大切さを再認識する良い機会となったようです。当院では年２回、
火災や地震を想定した防災訓練を実施しており、日頃から防災意識を高め、
災害に備えるよう努力しております。

―地震想定― 防災訓練を行いました

ミニ健康講話開催のご案内
当院の２階講堂でミニ健康講話を開催いたします。事前予約は不要です。

①日　時：5月 14日（火）14時〜15時
テーマ：「訪問看護を活用しよう」

「介護にまつわるエトセトラ」

②日　時：5月 30日（木）14時〜15時
テーマ：「認知症サポーター養成講座」

「筋力トレーニング」

お気軽に
ご参加ください

６月以降の年間予定は、
院内掲示ポスターや当院
のホームページ等でご覧
ください。

みな・みな・ねっと 4月号
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新年度がスタートしました。当法人も多くの新入職員を迎え、新しい若い力でさらにパワーアップ
できるのではないかと思います。「初心忘るべからず」とはよく言ったものですね。常に新鮮な気持ち
と緊張感を持ち続けるのは大変なことですが、新入職員のひたむきな姿を見ながら、私も初心に返って
仕事に臨みたいと思います。

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。
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岩沼駅から車で5分、徒歩15分

総合南東北病院
社会医療法人 将道会

※（　）内は平成 24年 2月の件数

岩　沼     55（55）台

名　取     58（52）台

亘　理     50（48）台

仙　南         18（11）台

その他            8（3）台

合　計     189（169）台

2月の救急車搬入件数

栄養とうまみがたっぷりの露地栽培が旬を迎えます。
皆さんは、栄養ドリンクなどで「アスパラギン酸」という
成分を聞いたことはありませんか？このアスパラギン酸
は、アスパラが名前の由来となったアミノ酸の一種です。
アスパラギン酸は新陳代謝を活発にしたり、疲労回復効果が
高いので、身体を元気にしてくれます。他にも、免疫力を
高めるカロチン、穂先には血管を丈夫にし、高血圧や動脈硬化
を予防するルチンが含まれています。
選ぶときには、緑色が濃く鮮やかで、茎が太く真っ直ぐ、
穂先のしまりがいいものがお勧めです。アスパラはとても
鮮度が落ちやすいので、買ってきたらすぐに食べてくだ
さいね。　　　　　　 栄養管理課 管理栄養士　森屋香奈子

グリーンアスパラの即席漬け

アスパラギン酸で元気に♪

❶グリーンアスパラは、根元
の方の皮をピーラー等で
むき、4 等分くらいに
する。
❷鷹の爪は種を除き、輪切りにする。
❸ビニール袋に★を入れて混ぜておく。
❹グリーンアスパラは、熱湯で 20秒ほど
さっと茹で、水気を切る。
❺温かいうちに❸の袋に入れて浸し、粗熱が
取れたら冷蔵庫で冷やしてできあがり。

1人分栄養価
エネルギー：17kcal 塩分：0.5g

作り方作り方作り方

［材料（2〜3人分）］

�グリーンアスパラ ……… 5〜6本

�めんつゆ（3倍濃縮） 大さじ 1

�砂糖 ………………… 大さじ 1／2

★ �酢 …………………… 大さじ 1／2

�おろし生姜 ………… 少々

�鷹の爪 ……………… 少々

現在、日本人の約 15％に胆石があると言われています。胆石発作や胆のう炎などの症状を呈した場合は胆のう
摘出が必要です。最近では、創（きず）がごく小さくてすむ腹腔鏡下胆のう摘出術が主流です。当院で行っている
手術のビデオを交えながら胆石についてわかりやすくお話します。

［演　題］：胆石とは？〜おなかに穴をあけて治せるの？〜
［日　時］：4月 30日（火）午後 2時〜3時
［講　師］：総合南東北病院 副院長・外科科長　吉野泰啓
［場　所］：総合南東北病院 ２階 講堂

第 15回健康医学セミナー 健康医学セミナーを開催します。
事前予約不要ですので、お気軽にご参加ください。

みな・みな・ねっと 4月号


