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脳梗塞を疑ったときは
総合南東北病院

　脳神経外科　齋藤　真

〈写真：満開のソメイヨシノと残雪の蔵王連峰〉

ある日救急当番をしていると、1人の患者さんが
ご家族と共に来院されました（架空の人物です。 
実際の患者さんではありません）。お話を聞くと、
前日の朝に歯を磨いていたところ、突然右半身の 
脱力感と喋りづらさを自覚されたそうです。時間が
経てば良くなるかなと思い、その日は1日様子を 
見ていましたが、翌朝になっても良くならないため
病院受診を決意されたとの事でした。頭部MRI 
検査を行ったところ左大脳半球の脳梗塞が判明した
ため、即日入院となり、点滴による治療が開始され
ました。

この様な患者さんの場合、勿論入院治療が必要 
なのですが、あくまでその目的は脳梗塞再発予防や、
これ以上症状を悪くさせないための治療、という 
意味合いが強くなります。発症からの時間が経ち 
過ぎてしまうと、症状を取り除く事が難しいのが 
現実です。

脳梗塞は時間との戦いです。発症からの時間が 
短ければ短いほど、より積極的な治療を行う事が 
出来ます。発症時刻が明確に分かっており、かつ 
発症から4時間30分未満であれば、いくつか条件は

ありますが、脳の血管に詰まった血の塊（血栓）を
溶かす治療（血栓溶解療法）や、カテーテルを使って
血の塊を直接取り除く治療（血栓回収療法）があり
ます。またこれらは並行して行うことが可能であり、
実際にこの二つの治療を並行して行い、血栓を回収
できた患者さんを経験しています。

最初の患者さんのお話は、あくまで例として 
挙げたものですが、この様に脳梗塞が疑われるような
症状が出ても、暫く様子を見たり、病院受診を 
躊躇われたりする方は決して少なくありません 

（日本人特有の奥ゆかしさなのでしょうか）。我々 
治療を行う立場としては、「もっと早く来てくれて
いたら」と思ってしまう事もしばしばです。以前、
救急車をタクシー代わりに使ったり、明らかに軽症と
思われる風邪症状で救急車を呼ぶなど、安易な救急車
利用が取り沙汰された事がありますが、必要な時に
は遠慮せず利用して頂きたいと思っています。 
脳梗塞を疑って、でも救急車を呼ぶべきか否か、 
もし迷ってしまったのなら、その時は遠慮なく 
救急車を呼んで下さい。我々が皆さんの後遺症を 
少しでも減らせることが出来れば幸いです。
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リハビリ
ワンポイント リハビリテーション科の紹介

リハビリテーション科　作業療法士　佐々木 博之

　当法人のリハビリテーション科は、医師3名、理学療法士64名、作業療法士40名、言語聴覚士7名の 
計114名の体制となっております。リハビリテーション科のスタッフは、法人内の「一般病棟」「回復期 
リハビリテーション病棟」「地域包括ケア病棟」「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」など、様々な部署に配置されています。

介護老人保健施設サニーホーム　入所定員100名
　在宅復帰・在宅支援を担う在宅強化型の介護老人保健施設となっています。
入所中の方、通所リハビリテーションを利用している方に対して、医師の 
指示に基づき生活機能向上を目的としたリハビリテーションを実施して 
います。ご家族やヘルパーなど支援される方々へのアドバイスや生活環境の
調整も行っています。

在宅のリハビリテーション
通所リハビリテーション　定員100名
　在宅で過ごしている方々や、退院直後の方がよりスムーズに自宅での 
生活に移行できるよう様々な支援を行っています。リハビリテーション・ 
入浴・食事・レクリエーションなど、自分に合ったサービスで心身機能の 
維持・向上を図ります。

訪問リハビリテーション　対象地域：岩沼市、名取市、柴田町、亘理町
　ご自宅に訪問し、日常生活の自立を目的としたリハビリテーションを提供
します。また、住み慣れた地域社会で、自宅にて安心して日常生活を営む 
ことができるように支援しています。

回復期リハビリテーション病棟でのリハビリテーション
　入院後すぐに身体機能の回復を進めるとともに起きる、食べる、歩く、 
トイレに行く、お風呂に入るなど日常生活活動に対し積極的に働きかけ、 
改善を図っていきます。また在宅生活のサポートも随時行い、ご自宅の図面や
写真を基に環境調整についても相談していきます。患者さんによっては家事
などの練習にも取り組んでいきます。

一般病棟での急性期リハビリテーション
　脳血管疾患・整形外科疾患・心疾患・呼吸器疾患・神経難病等で入院された
患者さんに対しリハビリテーションを実施しています。医師を含めた多職種
とのカンファレンスや日々の情報共有を通し早期退院が図れるよう支援を
行っています。
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【参考】エスエス製薬　　日本呼吸器学会

薬剤科
  だより

かぜについて

薬剤科　薬剤師　緑山 莉枝

　「かぜ」とは風邪症候群と呼ばれ、喉・鼻といった上気道に起こる急性炎症性疾患の総称です。基本的に
は安静にしていれば自然治癒する病気です。原因はウイルスです。
　ウイルスが鼻やのどの粘膜に感染し増殖すると、免疫が活発になり、その働きが組織の炎症を起こして 
風邪の症状が現れるようになります。

かぜとは

　かぜはウイルスへの感染であるため、基本的には自然治癒が見込める疾患です。ウイルスには特効薬が 
ないこと、ウイルスには抗生物質が効かないということから、かぜで受診しても対処療法として解熱剤などが
処方される場合がほとんどです。市販の風邪薬の成分には以下の様なものがあります。
●発熱、頭痛などの痛みに効果を発揮する
　例）イブプロフェン、サリチルアミド、
 　　  アセトアミノフェン
●くしゃみや鼻水を抑える
　例）クロルフェニラミン、ジフェンヒドラミン

かぜの治療

　かぜを引いてしまった場合には外出を控え、栄養と睡眠を十分にとる様にしましょう。かぜは誰でも経験
する疾患ですが、喘息など呼吸器疾患を患っている場合には、症状が悪化する恐れがあります。また、ただの
かぜだと思っていたら細菌感染が原因で症状が出ている場合もあります。OTC（薬局・薬店・ドラッグ 
ストアなどで処方せん無しに購入できる医薬品）は誰でも手軽に購入できるというメリットがありますが、
自己診断で長期間使用してしまうデメリットもあります。症状が長く続いたりするようであれば受診する 
ようにしましょう。

最後に

　季節の変わり目には体調を崩す人も多いのではないでしょうか。今回は「かぜ」についてお伝えしたいと
思います。

●咳に作用する
　例）ジヒドロコデイン、メチルエフェドリン
●痰の排出を促進する
　例）アンブロキソール

総合南東北病院　通所リハビリテーション　☎ 0223-23-3360（直通）

短時間（1～2 時間）リハビリテーション『歩行機能改善コース』を新設しました。
従来行われていたマシントレーニングを取り入れたコースとは別の、歩行機能や生活動作の
改善を目的とした新たなコースとなります。お気軽にお問い合わせください。

 
 

 

総合南東北病院
通所リハビリテーションよりお知らせ
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1．骨に必要な栄養素とはなんですか？

　「丈夫な骨といえばカルシウム」 とすぐ思い浮かぶほど、カルシウムは骨にとって大切な
栄養素ですが、カルシウムさえ補給しておけば安心というわけではなく、健康な骨づくりの 
ためには「カルシウム」「ビタミンD」「ビタミンK」の3つの栄養素をバランス良く 
摂ってカルシウムをきちんと吸収し、 骨への沈着を促すことが大切です。

2．「カルシウム」「ビタミンD」「ビタミンK」の3つの栄養素の働きについて

①カルシウム
　骨や歯の材料になります。骨に欠かせない栄養素であると同時に、あらゆる細胞の機能や神経の伝達に 
不可欠な物質なので、常に血中に一定の濃度が保たれている必要があります。食事からのカルシウム摂取が
不足した時には、骨を溶かしてカルシウムを取り出して使います。従って、 
カルシウムが不足すると骨や歯がもろくなりやすくなります。骨粗鬆症や骨折 
予防のための推奨摂取量は、1日700～800mgとされていますが、60歳以上の 
カ ル シ ウ ム 摂 取 量 は500～600mgで、 あ と200mg程 度 足 り な い 様 で す。 
カルシウムは、乳製品や骨まで食べられる小魚、青菜に多く含まれています。

②ビタミンＤ
　カルシウムの吸収や利用に関わるビタミンで、1日15～20μgの摂取が勧められています。ビタミンＤは、
主に魚類やきのこに含まれていますが、紫外線を浴びることで体内でもつくられますので、適度な日光浴は
骨の健康維持にも役立ちます。冬は30分～1時間程度、夏は30分程度過ごすだけで十分です。屋内で 
過ごす時間が長い高齢者や、美容のために過度な紫外線対策を行っている人では、ビタミンＤ不足が心配 
されます。運動をかねて積極的に外出する機会をつくって、上手に紫外線と付き合い、ビタミンＤを作って
いきましょう。

③ビタミンＫ
　骨の代謝に不可欠な、たんぱく質の合成を促進して骨の質を維持してくれます。
1日250～300μgの摂取が勧められています。ビタミンKは、主に納豆や緑葉の
野菜に多く含まれます。納豆は1パック食べるだけでも350μg以上摂取する 
ことができます。ただし、血液をサラサラにするお薬（ワーファリン）を服用 
している方は、薬の効果が弱くなってしまうためビタミンＫの摂取には十分注意
してください。

3．手軽にカルシウムをとれる食べ方

　「サンマの味付け缶詰」、「サバの缶詰などの缶詰」は骨ごと食べられるので 
カルシウムが豊富に含まれ、ビタミンＤも一緒に摂取することができます。また、
調理せず手軽に食べることができるのでおススメですよ。今日のご飯の一品に 
いかがでしょうか？

骨粗鬆症マネージャー　藤井　純

骨を強くする骨粗鬆症予防の
食事とは？

南東北
看護師コラム

Column
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　全身麻酔での手術が必要、と言われたら自分の身体は元よりご家族やお仕事の事等々色々考え、準備する
事があると思います。唐突ですが、全身麻酔を担当する麻酔科医からのお願いです、全身麻酔の前にはぜひ
歯科受診をして下さい。なぜ？主な理由を説明します。

1）気管挿管に伴う歯牙損傷防止
　全身麻酔ではほぼ皆さんに気管チューブという太さ１センチくらいの管を口から気管まで挿入します 

（麻酔をかけた後に行うので、ご本人は分かりません）。これを気管挿管と言い、その不成功は生命の危険を
招きかねないので、我々麻酔科医は細心の注意を払います。その気管挿管の時、まれに歯が折れてしまう 
事があり、特に歯がグラグラしている方の気管挿管は否が応でも緊張感が増します。
　もちろん、全身麻酔中は意識がありません。そのため最悪の場合、折れた歯が食道や気管に入ってしまい
肺炎を起こす、食道が裂けてしまう、歯から腸閉塞になるといった命に関わる事態を招く事があります。 
何より歯が欠けるのは大変不便です。歯には失って初めてわかるしみじみとした有難みがあります。

2）歯周病の治療
　日本歯周病学会によると何と日本人の2/3が歯周病を抱えているそうです。
　歯周病は心筋梗塞や脳梗塞を引き起こす動脈硬化症、糖尿病、早産、アルツハイマー型認知症等様々な 
疾患に関連し、その中で全身麻酔に関連するものとして誤嚥性肺炎があります。麻酔の進歩により術後 
誤嚥性肺炎の頻度は減少傾向ではありますが、折角手術がうまく行ったのに、まさか歯が原因で肺炎に 
なって不幸な結果になるのは何ともやりきれないものがありますし、絶対に避けたい事態です。
　他にもまだまだありますが、簡単に術前歯科受診の大切さを述べました。
　普段から歯科受診し口腔内のケアを続けていらっしゃる方は今一度かかりつけの歯科医師に、そうでない
方は外来でご相談下さい。
　当院は岩沼歯科医師会（名取市、岩沼市、亘理郡）に周術期口腔ケアに関してご協力頂いていますので、
ご相談頂ければお近くで協力して頂ける歯科医院をご紹介も可能です。もちろん岩沼歯科医師会に直接 
ご相談も可能です。
　皆様に安全快適な周術期を送って頂くために、麻酔科医からのお願いでした。

岩沼歯科医師会
☎ 0223-29-4835（10：00～15：00）※土・日祝を除く

全身麻酔の前には歯科受診を
〜周術期口腔ケアについて〜

麻酔科科長　井上　洋
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レシピ紹介

栄養管理課　管理栄養士　北澤 珠里
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社会医療法人 将道会

総合南東北病院

　レタス＝食物繊維のイメージがあると思いますが、 
他にも栄養が含まれているのでご紹介します。
　レタスに含まれるサポニンは体内のコレステロール 
除去や、血栓（脳梗塞などの原因）生成を抑制する働きが
あります。
　血栓は誰でもできるので、レタスを食べて血栓生成 
予防をしましょう。
　サポニンはレタスの芯部分に多く含まれるので、 
捨てずに芯まで食べることをおすすめします。

作り方
①えのきは石づきを切り落とし、食べやすい大きさにほぐす。
②レタスを水で洗い、一口大にちぎる。
③ 鍋に水・鶏がらスープの素を加え、沸騰するまで中火で

加熱する。
④ ③が沸騰したら①のえのきを加え加熱し、火が通ったら

ボウルで卵を溶き鍋に円を描くように回し入れる。
⑤④にレタス・こしょうを加える
⑥レタスが柔らかくなったら、火を止めて皿に盛り付ける。

［材料　2人分］
レタス…………2～3枚
えのき…………1/2袋
卵………………1個

鶏がらスープの素…小さじ1
しょうゆ……………小さじ1
こしょう……………少々
水……………………300ml

栄養価（1人分）
エネルギー：56kcal　塩分：1.1g

レタスのスープ
シャキシャキ♪

＜問い合わせ・申し込み＞
月～土／ 8：30～17：00　TEL：0223-23-7543

1 介護保険（制度）について 8 地域包括支援センターについて
15 その他　※ご要望に応じ可能な限り

対応いたします。2 介護保険（施設）について 9 成年後見制度について
3 介護保険（サービス）について 10 消費者被害について
4 介護技術について 11 地域づくりについて
5 脳トレ・筋トレ 12 感染症について
6 認知症について 13 熱中症について
7 認知症サポーター養成講座 14 口腔ケアについて

•南東北地域包括支援センターの職員が、岩沼南小学校区の町内会・長寿会・サロンなどに伺います。
•所要時間は30分～60分で、講座の内容に関しましては下記からお選び頂けます。
•講話は無料です。お気軽にお問い合わせください。

南東北地域包括支援センターでは、出前講座を行っています


