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脳ドックのおすすめ
総合南東北病院

脳神経外科医長　奥山 澄人

〈写真：竹村脳卒中センター長（左）と西村院長〉

2019年12月中国の武漢で1例目の新型コロナ 
ウイルス感染者が報告されて以来、私たちの生活 
様式は一変し、この2年半の間、自宅中心の生活を
余儀なくされてきました。屋外で運動する機会が 
減り、ストレスから自宅で間食、アルコール、喫煙の
機会が増え、生活習慣病のリスクが高まっている 
印象です。特に高血圧、糖尿病、高脂血症など指摘
されたことのある方、喫煙、過度の飲酒習慣のある
方で、脳検査を実施したことがない場合、脳ドックの
受診をおすすめします。

脳ドックは何のために受けるのでしょうか？ 
手術が必要な疾患を早めに見つけて治療を受ける 
というのが、多くの方のイメージではないかと 
思います。しかし、異常が見つかると怖い！知らない
方が良い！という意見もあります。それでは実際、
脳ドックではどんな異常がどの位の頻度で見つかって
いるのでしょうか？

2021年に当院の脳ドックを受診した方を調べると
12.9％の方に何らかの異常が指摘されました。 
異常があった方の内、最も多いのは脳血管の狭窄 
病変で38％、引き続き、脳動脈瘤32％、陳旧性 
脳梗塞15％、脳出血9％の頻度でありました。 
ほぼ全例で症状が出ていないため、6割の方は 

そのまま経過観察となります。しかし、その一方で、
4割の方に改善すべき、生活習慣病（高血圧、糖尿病、
高脂血症、喫煙、過度の飲酒等）を認めています。
これらの生活習慣病はそのほとんどが改善可能で、
脳ドックを契機にこれらとしっかり向き合うことで、
脳卒中の予防が可能となります。脳ドックの意義は
生活習慣病が深刻であることを認識し、それに対応
していくことにあると思うのです。一方で、実際に
手術治療が必要であった方は脳ドックを受診した方の
0.2％（1000人に2人）とわずかな頻度でありました。
これらの方々も治療をすることで安心した生活を 
送ることができます。

コロナ禍でストレスの多い生活を感じている方は
是非一度、脳ドックを受けてみてはいかがでしょうか？異常なし

異常あり
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当院脳神経外科に青森市民病院より竹
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村
むら

 篤
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人
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医師が着任致しました。
竹村医師は一般脳神経外科手術はもちろん、カテーテルを使った＜頭を切らない動脈瘤手術：脳血管内 

治療＞のスペシャリストでもあります。当院では、これまでも竹村医師指導の下、脳血管内治療を行って 
いましたが、今回の着任により～教えに来てくれていた名人が仲間に加わった～という事になりました。

脳血管内治療とは：かつて脳動脈瘤の治療法と言えば、 
頭蓋骨に穴を開け、外から動脈瘤を見つけ、その根元に特殊な
クリップをかけて破裂を予防する開頭手術しかありません 
でした。しかし、欧米に続いて日本でも1980年代からカテーテル

（血管に挿入する細い管）を使って動脈の中から瘤を塞ぐ 
＜頭を切らない＞血管内治療が行われる様になりました。当初は
非常に適応が限られていましたが、技術の進歩により適応と 
なる患者さんは増加傾向にあります。開頭手術／血管内治療 
それぞれにメリット／デメリットがあるため、専門医の知識と
経験に基づく高度な判断が必要になります。

　
もし、あなたが、あなたの大切な人が脳動脈瘤と言われたら、

当院脳神経外科にご相談下さい。医学的観点等から開頭手術／
脳血管内治療どちらが最善かをアドバイスし、どちらの選択肢
でも皆様と共に闘える体制が当院にはあります。

脳神経外科診療体制が強化されました

脳神経外科
脳卒中センター長　竹
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【出身地】
北海道 札幌市（極寒）
【座右の銘】
「虹を見たかったら、雨も我慢しなくちゃね」
The way I see it,if you want the rainbow,you gotta put up with 
the rain ！
【医師になったきっかけ】
小学3年生の時に路上で自転車競争中に交通事故に遭いました。これが
初の救急車に乗った体験でした。脳神経外科専門病院に搬送され、その後
札幌の大きな病院へ転院し開頭術を受けています。この時担当だった 
医師2人に憧れて脳外科医を目指すことになりました。この2人の医師
とはそれ以降お会いすることはありませんでしたが、私が脳外科医師に
なったことを驚いていたと聞いております。
【生まれ変わったら何になりたい？】
シェフ
【休日の過ごし方】
コロナ禍前は、家族で旅行に行き、訪問した都道府県に色を塗って日本
地図の塗り絵制覇に挑戦中でした。今後感染状況が落ち着くことに期待
しています。
もう一つが料理。よくYouTubeの「Taste made Japan」という 
ものを見て真似て作っています。子供たちからの受けがよく、妻からも
別の意味で受けがいいので一石二鳥です。
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リハビリ
ワンポイント 生活習慣病について

リハビリテーション科　理学療法士　佐藤 眞理子

　新型コロナウイルスの流行で運動の機会が減り、コロナ太りという言葉が聞かれるようになりました。
生活習慣に変化を感じている方が多いのでは無いでしょうか？今回は生活習慣病についてご説明します。

　生活習慣病は肥満、糖尿病、高血圧、高脂血症など生活習慣が発症の要因となる疾患の総称です。 
具体的な生活習慣としては食事・運動・休養・喫煙・飲酒等が挙げられ、代表的な治療には大きく分けて
食事療法、薬物療法、運動療法の3つがあります。

⑴ 食事療法
お腹いっぱい（満腹）食べる習慣をやめ、よく噛み、腹七～八分目を 
意識しましょう。一日の総カロリーや塩分に注意して、三食をバランス
良く、規則正しく食べましょう。

⑵ 薬物療法
薬で血糖値や血圧をコントロールします。病気の種類や患者さんの状態に
応じて様々な薬剤が用いられます。自己判断で服用量を増減せず、用法
用量を守り、決められた時間に飲むようにして行きましょう。体調不良を
感じた際は、医師や薬剤師に確認しましょう。

⑶ 運動療法
筋力トレーニングや有酸素運動を行うことで、減量や血圧低下、血糖値
コントロールが期待できます。運動の時間がとりにくい方は、歩く速さや、
背すじを伸ばして座るなど普段の生活にちょっとした運動を取り入れて
いくのもいいかもしれませんね。

具体的な運動方法については、次回でご紹介しますので、次回もお楽しみに！

【参考】
日本生活習慣病予防学：https://seikatsusyukanbyo.com/main/yobou/02.php
中外医学社：生活習慣病の予防http://www.chugaiigaku.jp/upfile/browse/browse1874.pdf）
厚生労働省：https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/exercise/s-01-004.html
いらすとや：https://www.irasutoya.com
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放射線科主任　太田 運良

脳卒中を発症した約3人に1人が死亡し、3人に1人に障害が残るといわれています、脳の神経細胞を 
損傷すると完全に元の状態に戻る事は難しく、何らかの障害が残ります。以前と同じ仕事ができなくなる 
方も多く、家族に介護を頼る場合には周囲の方々にも大きな影響が及びます。

フリーアナウンサーの大橋未歩さんは2013年1月に脳梗塞で倒れました、夜、洗顔クリームに手を 
伸ばそうとしたところ掴み損ね、家族がすぐに異変に気付き救急車を呼びました。その時彼女の口から出た
言葉は「大丈夫」が「らいじょうぶ」になり、「保険証」が「ほけんひょう」になったといいます。首の 
動脈から剥がれた血栓が頭に飛んだ事が原因だったようですが、幸いにして現在は復帰しご活躍されて 
います。

音楽グループglobeのKEIKOさんは2011年10月にクモ膜下出血で倒れました。自宅で首の激痛に 
襲われた彼女は、救急搬送されて大手術を受けましたが、後遺症として高次機能障害が残りました。記憶 
障害があり、現在もリハビリを続けられています。

読売ジャイアンツの木村拓也コーチは2010年4月にくも膜下出血で倒れました。広島市民球場の 
グランド上で突然倒れ、すぐに救急搬送されましたが、治療の甲斐なく37歳の若さでお亡くなりになり 
ました。ここで挙げた有名人は皆さん若い方ばかりです。

脳検診は病気になる前の脳の状態を把握する事ができ、若い方々から高齢の方々、特に責任世代（働き 
盛り、子育て中の30代～ 50代）の方々には是非とも一度は受けて頂きたい検診です。

当院の脳検診は頭部MRI（MRA）で、月～土の午後に行っており、検査時間は約30分です。
結果は、異常なしまたは軽度の異常のため、様子を見て頂いて構わないものは検査後約10日前後で 

結果を郵送します。所見がある場合は、後日ご来院いただき※医師から直接結果のご説明と今後の対応を 
提案致します。　※病院指定の日時となりますので予めご了承くださいませ。

問い合わせ・申し込みは　健診センター：0223（23）3775（直通）月～土（9：00～16：30）

脳検診のすゝめ

コース 検査内容 料金（税込）

脳検診 頭部 MRI・MRA
頸部 MRA 22,000 円

・PET がん検診、人間ドック、健康診断などの組合せが可能です。

　当院医師、スタッフが健康法や病気の予防法、治療法について詳しくわかりやすく解説する番組です。
当院の診療科目や活動内容もご紹介します。院是でもある「すべては患者さんの為に」に沿って、地域の
皆さんのお役に立てる健康情報を発信していきます。

※インターネットからもラジオを楽しむことが出来ます。
エフエムいわぬまホームページのトップページにある 

「インターネット サイマルラジオ」バナーをクリックして、
「エフエムいわぬま」を選んで頂くと放送が流れます。また、
当院ホームページからも放送内容を確認出来ます。

番組名 南東北病院 健康と医療のひろば

放送局 エフエムいわぬま　FM77.9MHz

放送日時 月～金曜日　12:15 ～ 12:25

ラジオ番組「南東北病院 健康と医療のひろば」
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頼れるクリニック
わたしの まちの

板橋眼科医院
板橋 俊隆
岩沼市桜4-6-16
0223-22-2611
眼科

院 長
住 所
電話番号
診療科目

　曽祖父が当地に眼科医院を開院したのは明治 
時代。時代は変われど眼科ひとすじに診療して 
きました。とは言っても、目も全身の臓器の一つ
であり他科と連携しての診療の機会も多く、特に
南東北病院の脳神経外科・神経内科・糖尿病代謝科
などの先生方とは頻繁に情報共有を行っています。見づらい・ダブって見えるなどの症状時には、眼科を 
先に受診されても必要時には他科に紹介しますので安心して受診して下さい。
　また最近は、加齢とその他のストレス要因による変化・病気（フレイル）について盛んに言われており、
当院でも「アイフレイル」として白内障・緑内障・ドライアイ・黄斑変性などの早期発見・早期治療に 
努めていますので、症状が軽くてもどうぞ気軽にお越しください。

Q  
特に力を入れている診療分野

A 白内障手術です。ほとんど痛みなく短時間で終わります。目の手術ですので「まったく怖くない」とは
言いませんが、「少し怖かったけど…」くらいで済むと思います。

Q  
休日の過ごし方

A 自宅の隣が公園ですので、息子と公園で遊ぶ事が多いです。他には、コロナ禍になってめっきり回数は
少なくなりましたが、たまにゴルフに出かけます。40歳を超えてから始めましたが、友人や先輩と

他愛もない話をしながらラウンドするのはとても楽しいです。

岩沼駅
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） 総合南東北病院

警察署

消防署

仙台銀行

診療時間 月 火 水 木 金 土

8：30 ～ 12：30 ○ 手術 ○ ○ ○ ○

14：00 ～ 18：00 ○ 手術 ○ 休診 ○ 休診

＜登録医紹介＞
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レシピ紹介

栄養管理課　管理栄養士　吉田 あずさ

※（　）内は令和3年4月の件数
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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

　豆は、味や保存性の良さ、高い栄養価もあり、古代から世界中で
食べられてきました。大豆と小豆などでは、含まれる成分が大きく
異なります。その中でも大豆は「畑の肉」と呼ばれるように 
タンパク質や脂質を多く含んでいます。
　それに対して小豆やいんげんには糖質が多く、脂質が少ないのが
特徴です。いずれの豆にも食物繊維やカルシウムやビタミンB1, 
B2が豊富に含まれます。
　チリコンカンはチリペッパーをきかせた中南米の料理です。 
タコスの代わりにサラダ菜やレタスで包んでも合います。色々な
豆で作ってもおいしいです。

作り方
①�鍋にオリーブオイルを熱し、みじん切りにしたニンニク、
玉葱を炒め、挽肉をほぐしながら炒め合わせます
②�①に酒をふり入れ、★を加え、水分が少なくなるまで�
煮込み、味を見て塩こしょうで調える

［材料　作りやすい分量  6人分程度］
合い挽き肉……200g
ニンニク………1かけ
玉葱大…………1/2個
オリーブオイル
　………………大さじ2
酒………………大さじ2
塩こしょう……適量

栄養価（1人分）
エネルギー：190kcal　塩分：0.6g

チリコンカン

患者さんからの声Voice

病院からの回答

トイレを使用する方に気持ちよく使用して頂ける様、 
「いつも綺麗に使用して頂き、ありがとうございます」
の文言を各トイレに掲示することと致しました。また、
現在の清掃回数は1箇所につき1日4回になっていますが、
施設職員で巡回した際、汚れが確認出来れば、その都度、
清掃して参ります。

病院からの回答

励みとなる言葉を頂き、ありがとうございます。これからも
患者さん、ご家族の方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。

外来患者さんより（ご意見）
1階の男性トイレを利用しましたが、便器の足元が尿で 
汚れておりました。使用する方も掃除する方も清潔で
あった方が良いかと思いますので、何か掲示等なさって
みてはいかがでしょうか。

外来患者さんより（お礼の言葉）
主治医の先生はじめ外来看護師、リハビリ、事務員の皆さん、
とても親切で心から感謝しております。本当にありがとう 
ございました。

入院患者さんより（お礼の言葉）
主治医の先生、ナースステーションの皆様、短い間でしたが、
お世話になりました。皆様の丁寧な看護のお陰で無事退院 
することが出来ました。朝早くから夜遅くまで対応して頂き、
本当にありがとうございました。

★トマトの水煮缶……400g
★水……………………50ml
★固形スープの素……1個
★チリペッパー………小さじ1
★パプリカ……………小さじ1
★水煮の豆……………200g
　（今回は大豆、ひよこまめ、
　レッドキドニー、青えんどう
　を使用）　


