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動脈硬化症と生活習慣病の関係について   
総合南東北病院

脳神経外科医長　窪田 圭一

動脈硬化症という言葉を耳にされた事がない方は
少ないと思います。血管内腔にコレステロールが沈着
する事で内腔が狭くなり血流が悪くなってしまう、 
血管壁のしなやかさが失われ脆くなる事で破綻 
しやすくなってしまうというのが動脈硬化症の正体 
です。血管の老化現象と考えていただければ良いの 
ですが、私たちも歳を重ねるにつれ、皮膚の皺が 
目立ち白髪が増えるなどの老化による変化が見られて
きますが、血管にも同様の老化に伴った変化が 
生じます。日本人の死亡原因で常に上位を占めている
脳卒中、虚血性心疾患の発症と動脈硬化症は密接な 
因果関係がある事が指摘されております。年齢と共に
ある程度の動脈硬化性変化が生じてきてしまう事は 
仕方のない事ではあるのですが、年齢以外にも動脈 
硬化症を進行させる危険因子がいくつか指摘されて 
おり注意が必要です。

生活習慣病とは、偏った食生活、運動不足、嗜好品、
生活習慣が原因で発症する疾患の事で、代表的な 
ものとしましては、高血圧症、脂質異常症、糖尿病 
などが上げられますが、これらの生活習慣病は動脈 
硬化症の危険因子とされており、動脈硬化症を早めて
しまう詳細なメカニズムも解明されております。生活
習慣病をしっかり管理する事は、脳卒中、虚血性 
心疾患などの動脈硬化症を背景として発症する疾病 
予防に直結します。

私の外来に通院されている方々は過去に脳卒中で
内科、外科治療の介入が必要になった方が多く、上記に
上げた生活習慣病を複数持つ方が少なくありません。
薬物療法以外に食事、運動などの生活習慣を改める 

事でかなりの成果を上げている方もおられますが、 
努力が結果にあまり反映されていない方も少なからず
見受けられます。特に高血圧症、脂質異常症、糖尿病は
生活習慣を改めることでかなりの改善が期待出来ます
ので、正しい知識・方法を身につけ日々の生活に取り
入れる事がとても大切です。
“青魚を食べる”、“野菜・果物を多く摂取する”、 

“オリーブ油は体に良い”、“塩分・糖分を控える”、 
“適度に体を動かす”などは誰もが一度は耳にした 
事がある健康を維持する為のキーワードですが、どの
ように日常生活に反映させれば効果が期待できるのか
という事について説明できる方は非常に少ないのでは
ないでしょうか。断片的に正しい知識が得られて 
いても、正しい方法で日々の生活に生かす事が出来て
いなければ効果は薄いものとなります。

そこで動脈硬化症の危険因子とされる生活習慣病を
お持ちの方に是非お勧めしたいのが、書店などで一般の
方向けに販売されている生活習慣病に関する書籍を 
購入していただき、個人で積極的に知識を深めて 
いただく事です。内容はとても分かりやすく、殆どが
1000円前後で購入でき、効果が期待できる具体的な
方法などが詳しく記載されております。短期間で効果は
得られませんが、日々の努力の結果が健康診断や 
外来での定期的な血液検査、人間ドックで確認出来れば
更なる動機付けに繋がりますし、内服薬の減量や中止が
可能となれば経済的な負担の軽減も実現され、何より
脳卒中や虚血性心疾患発症などの動脈硬化症を背景 
として発症する疾患の危険性を軽減させることが可能
となります。

〈写真：雛人形〉



1みな・みな・ねっと3月号

リハビリ
ワンポイント 肩こり予防　～姿勢編～

リハビリテーション科　作業療法士　鈴木 雄大

　上記のような姿勢は首回りや肩甲骨付近の緊張がほぐれ、血流や筋肉の硬さを改善させる効果が期待 
できます。日常生活で意識することで肩こりを感じにくくなったり、楽だなぁと感じることが増えてくると
思います。無理のない範囲でぜひ良い姿勢を続けてみましょう。何かありましたらリハビリスタッフまで 
お声がけください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※5月号に～運動編～を掲載予定です。

　日本人で多いのが猫背や巻き肩の方です。
　この姿勢は骨盤が後方へ引かれ、肩甲骨が外側に引っ張られ、さらに首の筋肉も引っ張られます。この 
ような姿勢で長時間作業を行うと肩周りの筋肉の血流が阻害され、硬くなり、神経が引き延ばされます。 
これらが原因となり筋肉が本来の正しい働きができず肩こりに繋がります。

　頑固な肩こりの原因の一つとして姿勢があります。その中でも猫背や巻き肩といった姿勢は意識
しないと、ついついとってしまう姿勢の一つだと思います。そこで今回は肩こりの原因と予防に 
ついて姿勢に焦点を当て説明させて頂きます。

巻き肩猫背

作業時

立位

立位

① 骨盤を真っ直ぐに起こす。
② 首を前に出さず、顎を引く。（首、肩の筋肉が引き伸ばされにくくなる）
③  脇をしめ、肩が外側に拡がらないようにする。（肩甲骨が外側に引っ張られなくなり、巻き肩の改善に繋がる）
④ 立位では膝を真っ直ぐに伸ばす。

肩こり予防の姿勢とは？
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【参考】花粉症ナビ　花粉症ナビ (kyowakirin.co.jp)

薬剤科
  だより

花粉症について

薬剤科　薬剤師　緑山 莉枝

　鼻腔内に入ってきたスギ等の花粉やハウスダスト等を原因として鼻水等の症状が引き起こされる 
アレルギー症です。花粉症の原因となる植物は2月下旬から始まるスギだけでなくヒノキ、シラカバ、ブナ、
ブタクサ、ヨモギなどがあり、何かしらの花粉が1年中みられます。

花粉症について

　花粉が飛び始める前から内服薬を飲んだり、目薬を使用し始めると良いでしょう。花粉症などの 
アレルギーは、症状が悪化すると薬が効きづらくなることがあります。内服薬では1日1回の薬と2回の 
薬があります。処方薬だけでなく一般用医薬品としても販売されている薬もあります。症状やご自身の生活
リズムを考えながら内服薬や点眼薬を選んでみましょう。

●抗ヒスタミン薬　
　くしゃみ、鼻水、目のかゆみなどを引き起こすヒスタミンの作用をブロックします。第一世代と第二世代が
あり、第二世代の方が眠気の副作用は少ないです。
　薬品例：アレグラ®（フェキソフェナジン）、アレジオン®（エピナスチン）、パタノール®（オロパタジン）等

●ケミカルメディエーター遊離抑制薬
　花粉が体内に入ったとき、アレルギー症状を引き起こす体内物質が出るのを抑えます。
　薬品例：ケタスカプセル®（イブジラスト）

●ロイコトリエン拮抗薬
　鼻づまりの原因となるロイコトリエンが、免疫細胞から放出されるのを抑制します。
　薬品例：オノンカプセル®（プランルカスト）、シングレア®（モンテルカスト）等

花粉症の治療薬について

　早めに花粉症の対策をして、過ごしやすい春をむかえましょう。

最後に

　春になり暖かくなるにつれ花粉症になる方は多いのではないでしょうか。今回は花粉症についてお話し 
します。
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南東北
看護師コラム

Column

　今回は認知症初期集中支援チームについてお伝えします。
　認知症初期集中支援チームは、全ての市町村に設置が義務付けられており、認知症の方やそのご家族に 
早期から関わり、適切な診断や対応が出来る
よう支援を行います。
　対象となるのは基本的に自宅で過ごされて
い る40歳 以 上 の 方 と そ の ご 家 族 で す。 
認知症と診断されたが、その症状とどう付き
合って行けば良いのか、これからどのように
生活していけば良いのか等々の悩みに向き 
合い、医療と介護の各専門職が一丸となって、
初期の支援を集中的に行い、自立生活を 
サポートします。
　岩沼市の認知症初期集中支援チームは 
当院に設置されておりますので、下記連絡先
までお気軽にご相談ください。岩沼市外の 
方はお住まいの地域にある〈地域包括支援 
センター〉へお問い合わせください。

認知症初期集中支援チームを
ご存じですか？

認知症看護認定看護師　山田 愛実

利用は無料です。お気軽にご相談ください
【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　　メール：syoki-iwanuma125@minamitohoku.jp
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　総合南東北病院「自慢の一品」を紹介する新コーナーです。
　第一回目は脳神経外科医の眼とも言える手術用顕微鏡をご紹介します。
　成人の脳は約1.4キロと決して大きくはありません。しかし、その中にさまざまな思考／感情／記憶等 
人間としての理性、はたまた動物の一種としての運動を担う中枢が詰まっています。その脳にメスを入れる
脳神経外科医は病変を取り除きつつ、健常な部分は残す様極力努力します。病変と健常部位の境目、触れる
事も許されない大事な構造物等ジャングルを進むが如く。時には髪の毛より細い直径2/100ミリ程度の 
糸で縫合もします。
　そんな繊細な作業に欠かせないのが、手術用顕微鏡です。
　当院ではドイツ、カールツァイス社製の最新機器 (KINEVO 900：キネボ900)を導入しています。
　カールツァイス社は1846年ドイツ、イエナにて顕微鏡工房として創業し、現在50カ国に展開。顕微鏡
だけではなく、身近なところではキヤノン、ニコン、ライカ等のカメラレンズ、ソニーのスマートフォン 
レンズ、何とプラネタリウムまで制作しています。
 
　KINEVO900について当院院長である西村真実脳神経外科部長に聞いてみました。
―KINEVO900はどのような顕微鏡ですか？
　 　KINEVO900はロボット工学を駆使した最新鋭機器であり、ナビゲーションシステムと連動することで

なかなか到達できない脳の深い病変での手術も可能です。また、裸眼ではとても見えない微細な構造物 
等を執刀医に明らかにすると同時に、手術の最中に色素を使用して脳血管を鮮明に写し出す事もでき、 
血管損傷のリスクを軽減できます。さらに当院では顕微鏡画像を大型4Kモニターに3Dで写し、手術に
関わる全てのスタッフが外科医の眼を共有し共に闘っており、かつ教育面でも役立っています。
―写真にはKINEVO本体、大型モニター、その他に椅子が映っていますが…。
　 　この椅子は特注品で、我々脳神経外科医が時に長時間に及ぶ手術に集中できる姿勢を保持するだけで 

なく、足元のスイッチで顕微鏡や椅子を操作できます。そして実は顕微鏡にも口で位置を操作する 
レバーがついています。我々脳神経外科医は手術中、両手は勿論、両足、さらに時には口まで駆使して 
手術を実践しています。安全で確実な手術をするためには使えるものは何でも使うという事です。

　
　以上南東北探検隊（不定期出没）第一回目は脳神経外科の最新鋭手術用顕微鏡のご紹介でした。当院には
まだまだ普段は皆様の目に触れないけども、魅力的なものがいっぱいあります。そんな自慢の一品を 
不定期に紹介していきますので、続編をお楽しみに。

南東北探検隊
新企画

第1回
（不定期出没）
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レシピ紹介

みな・みな・ねっと9月号みな・みな・ねっと3月号

レシピ紹介

栄養管理課　管理栄養士　丹野 瑞穂

※（　）内は令和3年1月の件数
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社会医療法人 将道会

総合南東北病院

　濃厚な風味が人気のアボカドは、サラダやソテー、 
巻き寿司など幅広い料理に活用されています。野菜として
食べられることが多いアボカドですが、野菜ではなく 
果物に分類されます。抗酸化作用の高いビタミンEが 
豊富で、カリウムや良質な脂質も豊富です。
　ビタミンEは、肌や血管の老化の原因となる活性酸素の
働きを抑えてくれる働きがあります。脂溶性ビタミン 
であるビタミンEは、油と一緒にとることで効率よく 
吸収されます。
　今回は、簡単で手軽に作れるレシピです。油を含む 
マヨネーズを使用し、ビタミンEの吸収も高まります。
パンや野菜ステックにつけてお楽しみください。

作り方
① アボカドは半分に切って種を取り除き、皮をむく。 

フォークでペースト状になるまでつぶす。
②①にマヨネーズとカレー粉を加えて混ぜる。
※マヨネーズ・カレー粉はお好みで加減してください。

［材料　2人分］
アボカド…………1/2個
マヨネーズ………大さじ2弱
カレー粉…………適量

栄養価（1人分）
エネルギー：126kcal

アボカドディップ
簡単♪

患者さんからの声Voice
病院からの回答

ご不便をお掛けし、誠に申し訳ございませんでした。
乾燥機内部のフィルターが目詰まりしており、速やかに
清掃を実施致しました。また、管理業者へご意見を 
周知し、清掃と点検をより徹底する様、指示致しました。

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、 
職員一丸となって取り組んで参ります。

入院患者さん（東 2病棟）より（ご意見）

入院患者さん（東 3病棟）より（お礼の言葉）

洗濯乾燥機の渇きが悪かったので後ろを見ると、綿埃がたくさん
溜まっていました、看護師さんに掃除して貰いましたが、奥の
方にはまだまだ溜まっている様でした。綿埃が溜まっていると
渇きが悪くなり、不便です。改善して下さい。

手術は不安でしたが、密岡先生、阿部先生の温かい励ましの
お言葉に安心して手術に望むことが出来、無事成功しました。
また、看護師さん、アシスタントの方の対応も優しく素晴らしい
もので、細心の心遣いには感謝しかありません。皆様、本当に
ありがとうございました。


