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新型コロナワクチン接種と
アナフィラキシー反応 総合南東北病院

副院長・救急センター所長　赤間洋一

わが国においても新型コロナワクチンの接種が
徐々に広まりつつあります。それに伴いさまざまな
副作用の報告がなされてきていますが、中でも 
アナフィラキシー反応の出現が大きな問題となって
おります。

それではアナフィラキシー反応とはどのような 
状態・病態を言うのでしょうか。アナフィラキシー
とはアレルギー反応の一種で、急激に症状が出現 
する即時型とも言われています。多くは5分から
30分以内に症状が出現します。

体内に異物＝アレルゲン（抗原）が侵入すると
IgE抗体が作られます。これが臓器の肥満細胞や 
血液中の好塩基球の表面に付着します。これを感作と
呼んでいます。

その後、同一のアレルゲンが再び体内に侵入すると
そのアレルゲンが肥満細胞や好塩基球のIgE抗体と
反応し、これらの細胞からヒスタミンやトリプターゼ
などのケミカルメディエータが放出されます。その
結果、血管性浮腫、粘膜浮腫、皮膚の紅斑、気管支
収縮など様々な臓器に障害を及ぼし生命を脅かす 
ことになります。

アレルゲンとしては抗生剤、造影剤、局所麻酔薬
などの医薬品、ハチ毒、卵、乳製品など私たちの 

身の回りには数多く存在します。また、アナフィラ
キシーでは年間60例前後の死亡例が発生して 
います。医薬品が約30例、ハチ毒が約20例、食べ物・
その他が10例ほどです。

それでは新型コロナワクチンの場合はどうで 
しょうか。ファイザー社製やモデルナ社製ワクチン
にはポリエチレングリコールが含まれております。
このポリエチレングリコール（PEG）がアレルゲンと
なっている可能性があります。PEGは化粧品、 
保湿剤、歯磨き粉、軟膏の基材などに広く使用されて
おります。

実際に新型コロナワクチン接種でのアナフィラ 
キシーの発生数は、アメリカでは994万件に対し
50件（約20万に１件）との報告があります。わが国
では4月4日までに109万6698回接種され79件 
発生したとの報告があります。

岩沼市では新型コロナワクチン接種会場内に 
アナフィラキシーなど様々な副作用に対応出来る 
処置室を設けております。また、救急隊や病院とも
連携し万全の体制をとっております。

皆さん安心して新型コロナワクチンを接種して 
下さい。
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感染管理認定看護師
熊谷亜希

食事中に食べ物が変なところに入って、むせたり咳が止まらなくなったこと、皆さん一度は経験したことが
あると思います。実はあの“変なところ”というのは肺の入り口で、「食べ物が肺（の入り口）に入ること」を

「誤
ご

嚥
えん

」と言います。誤嚥は脳梗塞などの脳の病気にかかると起きやすくなりますが、近年は加齢に伴う 
色々な原因があることがわかってきました。食事のたびに誤嚥していたり、多量になると入院治療が必要な

「誤嚥性肺炎」を引き起こします。今回は、むせることが増えてきたらまず出来る対処法を紹介します。

食事でむせる!?まず出来る対処法

言語療法室　言語聴覚士　佐々木浩児

【参考】嚥下調整食分類2013、訓練法のまとめ2014、摂食嚥下障害の評価2019（日本摂食嚥下リハビリテーション学会）、
　　　 サルコペニアの摂食・嚥下障害（若林秀隆、藤本篤士 編著）　

※ 令和3年3月時点の情報を掲載しております。なお、この時点で当院での新型コロナウイルスワクチン接種の受付は行っておりません。

リハビリ
ワンポイント

①  食べ物をきちんと噛めるか　しっかりと噛み切れないくらい歯が欠けていたり、緩い 
入れ歯をそのままつけたりしていると誤嚥を引き起こしやすくなります。すぐに歯医者 
さんに相談しましょう。

②  飲み込む姿勢　ペットボトルを口にくわえて飲むような“上を向いて飲み込む姿勢”は誤嚥
しやすいです。首を丸めて顔を少し下に向ける（あごの下に自分の拳がちょうど収まる 
ような）姿勢がおすすめです。

③  とろみをつける　人間の体は、水・お茶・味噌汁などのサラサラの液体を誤嚥しやすい 
構造になっており、“とろみ”をつけることで誤嚥を防げる場合があります。片栗粉では 
なかなかとろみがつきにくい、常温や冷たい液体（種類問わず）にも数十秒で簡単に 
とろみがつけられる商品が、最近はお近くの薬局でも多く取り扱われています。当院売店
にもございますので、是非お試しください。

新型コロナウイルス感染症の発症を予防し、死亡者や重症者の発生をできる限り減らし、
まん延の防止を図る事を目的としています。接種回数は2回で、1回目と2回目は同じ

ワクチンを使用します。岩沼市在住の方はクーポン券が送付されてきますので、接種予約の開始日や予約方法、 
接種可能日程の通知が来るまで大切に保管して下さい。また、新型コロナワクチン接種の前後2週間は、高齢者 
肺炎球菌ワクチンなどを含めた他の予防接種は受けることができませんので注意してください。

ワクチンの目的

一般的にワクチン接種では、副反応により病気になったり障害が残ったりすることは、
極めて稀ではあるもののゼロではありません。今回新たに承認されたワクチンの国内 

での治験では、2回接種した後に、接種部位の痛みが約8割、37.5℃以上の発熱が約3割、疲労・倦怠感が約6割の
方に認められています。ワクチンに含まれる成分に対する急性のアレルギー反応であるアナフィラキシーも報告 
されており、接種後に息苦しさなどの症状が見られた場合にすぐに対応できるよう、各接種会場で準備をしています。

副反応について

ワクチン接種が徐々に進んでいく段階では、すぐに多くの方が予防接種を受けられる
わけではなく、ワクチンを受けた方も受けていない方も共に社会生活を営んでいく

ことになります。このため、３密の回避、マスクの正しい着用、石けんによる手洗いや手指消毒用アルコールに 
よる消毒の励行などの感染予防対策を継続していただきますようお願いいたします。

引き続き感染対策を

新型コロナウイルスワクチン接種について
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【参考】周術期管理チームテキスト　第3版（日本麻酔科学会・周術期管理チーム委員会　編）

手術前の禁煙について

手術室看護主任　周術期管理チーム認定看護師　中野晋太郎

新年度がスタートして早くも1か月が経過しました。手術室でも新人の職員が慣れないなかで一生懸命 
業務にあたっており、部署全体が明るい雰囲気になっています。

当院手術室では「術前外来」を行っています。外来にて医師からの手術説明がある段階で、手術室看護師が
あいさつに伺っています。入院前の早い段階から患者様の情報を知る事ができるようになりました。手術室
での、より良い医療・看護の提供に役立てています。今は限られた症例でのみ 
実施している現状ですが、徐々に対象となる症例や診療科を拡大させていきたい
と考えております。

今回は術前外来を行う中で質問が多い、喫煙に関することをまとめました。
喫煙は身体に悪いものだということは皆さんご存じだとは思いますが、なかなか
止められない方が多いようです。

もちろん手術の時だけではなく、常に禁煙できることが望ましいです。なかなか禁煙できなかった方の 
中には、手術後に肺炎になったり入院が長引いてしまったりする方もおり、後悔の声がよく聞かれます。 
命にも関わってくるので、ご自身のためにすぐにでも禁煙をお願いしたいです。

南東北
看護師コラム

Column

Q. なぜ手術のときに喫煙してはいけないのか？

A. 術前の禁煙により、周術期呼吸器合併症の発生頻度の減少や、症状の軽減が期待
できます。禁煙ができない場合、合併症は増加・重症化し手術後の回復が遅く 
なってしまいます。また傷の治りにも影響してきます。

Q. 加熱式タバコだったら大丈夫？

A. 現状では非燃焼・加熱式タバコが従来のタバコよりも健康に与える影響が少ない
という科学的根拠はなく、従来のタバコ同様に禁煙して頂きたいです。

Q. いつから禁煙を始めればいいのでしょうか。

A. 手術前のいつの時点からでも、禁煙を開始することには意義があります。禁煙 
期間が長ければ長いほど、その後の合併症をより減少させます。2週間以上の 
禁煙が望まれますが、2～4週間程度の禁煙で症状の改善にはつながります。 
しかし肺合併症を減少させるには8週間以上の禁煙が必要です。
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薬局
  だより

漢方薬とは、様々な生薬を複合的に組み合わせた薬です。
・1剤でいろいろな症状を解消したり、和らげたりする効果があります。
・病態やその人の体質に合わせて、さまざまな漢方薬が用いられます。
・飲んですぐに効くタイプと、飲み続けることで効いていくタイプの漢方薬があります。
・同じ病気でも、発症してからの経過日数や症状によって用いられる漢方薬が異なります。

漢方薬の特徴

漢方薬は作用が穏やかなものが多いですが、副作用がないわけではありません。決められた量を守って 
内服してください。また、服用中に気になる症状が現れた際は放置せずに医療機関を受診したり、かかりつけ
薬局の薬剤師に相談するようにしましょう。

最後に

【参考】漢方のツムラ

漢方薬について

薬剤科　薬剤師　武田真由美

　前述の通り、漢方薬は様々な生薬が組み合わされています。複数の漢方薬を服用する場合は、含まれて 
いる生薬が重複し過量投与となっていないか注意する必要があります。
特に注意する生薬の例

生薬 主な副作用
甘草 「偽アルドステロン症」「低カリウム血症」「ミオパシー」
麻黄 動悸、多汗、不眠
附子 「アコニチン中毒」　唇や舌のしびれ、手足の麻痺・しびれ感、吐き気や嘔吐
地黄 胃もたれ、食欲不振、みぞおちの痛み
黄ごん （アレルギー反応として）「間質性肺炎」「肝機能障害」　発熱、乾いた咳

副作用

看護部長就任のご挨拶
4月1日より看護部長を拝命いたしました。伊東看護部長の後任として大役を引き継ぐこととなり、緊張の

日々を過ごしております。
長引く新型コロナウイルス感染拡大の影響の中、病院全体で感染防止の対応が続いております。通常業務に

加わる業務や、入院患者さんへの行動制限などストレスにつながることも少なくないと思います。そのような
中、看護の現場では面会できない患者さんとご家族のために日々 10件から20件に及ぶ荷物の受け渡しと
ともに患者さんの様子を伝え続けていて、今できる寄り添う看護を継続していることに感謝の気持ちで 
いっぱいです。コロナ禍においても安心していただける医療・看護・介護を提供するため、
また看護管理者として病院経営を支えるために各部門の方々と連携して取り組んでいき 
たいと思います。

新年度を迎え、看護部では22人の看護師と2人の看護アシスタントを迎えることができ
ました。それぞれに期待と不安が大きいと思いますが、この24人の仲間とともに、互いに
学びあい成長しあえる関係を築き、明るく、笑顔のある職場作りに努めてまいります。

看護部長　中野良子
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救急医療功労者厚生労働大臣表彰を受賞しました

令和３年度新入職員辞令交付式が行われました

社会医療法人 将道会 総合南東北病院は令和3年3月3日に令和2年度救急医療功労者厚生労働大臣 
表彰を受賞しました。

この表彰は厚生労働大臣が、都道府県知事の推薦のもと、長年にわたり地域の救急医療の確保、救急医療
対策の推進に貢献した個人や医療機関等の功績をたたえるものです。今年度は全国から15の団体と、個人
では23名が受賞者に選ばれました。

今回の表彰に寄せて、赤間洋一副院長 兼 救急センター所長からコメントを頂きましたのでご紹介します。

令和3年度新入職員辞令交付式が4月1日（木）、当院8階第一会議室で行われました。新型コロナウイルス
感染症の流行に伴い、昨年度に続き南東北グループ全体での合同入社式は中止し、法人ごとに規模を縮小 
しての開催となりました。今回も感染対策を徹底させた上で、式を執り行いました。

辞令交付式では入職した職員に向けて、松島忠夫院長が「これから社会人として、医療人として皆さんの
新たな人生がスタートします。医療人とは何か、どうすべきかを常に考えながら向上心を持って仕事に 
あたって頂きたいと思います。くれぐれも体には気を付けて頑張ってください」と激励の言葉を述べました。
人見浩施設長は「これから皆さんは多くの悩みや障害を持つ人たちと関わることになります。院是に 

『すべては患者さんの為に』とあるように、患者さんの目線と立場で、思いやりの心を持って接してほしいと
思います」と歓迎の挨拶を述べました。最後に阿部常務理事より、新入職員代表者へ辞令が交付されました。

当法人は今回43名の職員を迎え、新たな体制で新年度をスタートしました。

「この度当院は救急医療功労者厚生労働大臣表彰を受賞致し
ました。この表彰は病院スタッフが日夜救急医療に取り組んで
きたことや病院を挙げて救急隊員の教育や指導を行ってきた 
ことが評価されたものと思っております。

今後とも院是である「すべては患者さんの為に」をモットーに
病院スタッフ一丸となって救急医療に取り組んでゆく所存で 
おります。」
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レシピ紹介

栄養管理課　管理栄養士　曵地　望

端午の節句に♪

かしわバーグ

※（　）内は令和2年3月の件数

3月の救急車搬入件数
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岩沼駅から車で5分、徒歩15分

仙台空港

消防署

市役所

社会医療法人 将道会

総合南東北病院

鶏肉に「かしわ」という別の呼び方があるのをご存知
でしょうか。

端午の節句に食べられることの多い「柏餅」を包んで
いる柏の葉は、時期によっては茶色のこともあります。
日本古来の鶏は茶色の羽をしており、柏の茶色の葉と 
似ていることから鶏肉を「かしわ」と呼ぶようになったと
言われています。

今回は、鶏肉のハンバーグを大葉で包み、柏餅に 
見立てた料理です。味付けに味噌を入れ、味噌餡を 
イメージしています。お餅を食べることに不安のある 
小さいお子さまや、ご高齢の方でも安心して召し上がれる
料理です。

栄養価（1人分）
エネルギー：299kcal　塩分：2.0g

作り方
① 長ネギと人参はみじん切りにする。
②  ①と鶏ひき肉、絹ごし豆腐、★の材料をボウルに入れ、

まとまるまでよく混ぜる。
③   ②を人数分に分け（写真は1人2つ）、空気を抜きながら

楕円形に整える。
④   ③に大葉を巻き、サラダ油をひいて熱したフライパンで

両面に焼き色が付く程度に焼く。
⑤  ④を耐熱容器に移し、電子レンジで火を通す（500wで

2分程度※）。
　※ ④での焼き加減やハンバーグの厚みにより加熱時間は

異なります。

［材料　2人分］
・鶏ひき肉………100g
・長ネギ…………40g
・人参……………20g
・絹ごし豆腐……50g
★マヨネーズ……大さじ1
★砂糖……………大さじ1
★味噌……………大さじ1

★塩……………小さじ1/4
★パン粉………カップ1/2
★みりん………大さじ1/2
★すりゴマ……大さじ1
・大葉…………4枚
・サラダ油……適量

介
紹
師
医 令和3年4月1日付で、当院に着任した医師を紹介します。

齋藤 早紀
（さいとう　さき）
診療科…脳神経内科
ひとこと…患者様および
その御家族様に満足して
頂ける医療を提供できます
様、精進致します。

齋藤　真
（さいとう　まこと）
診療科…脳神経外科
ひとこと…10年振りに宮城県
に戻って参りました。よろしく
お願い致します。

野口 泰秀
（のぐち　やすひで）
初期研修医
ひとこと…患者さんのことを
心から支えていける医師を
目指していきたいです。よろしく
お願いします。

長島 隆文
（ながしま　たかふみ）
初期研修医
ひとこと…初期研修2年目
になります。しっかりと
した医師としての基礎
を作っていきたいです。


