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今年もまた暑い夏がやって
きました。6月〜8月、脳神経外科
病棟では脳梗塞が増える時期
です。脳梗塞は脳血管が閉塞する

ことにより、脳細胞が壊死してしまう病態であり
ますが、これを予防するにはどのようなことに
気をつければよいでしょうか？最近の研究では
10 種類の改善可能な危険因子により脳卒中
（脳梗塞、脳出血）の 90％が説明されるそうです。
最も強く関連したものは ①高血圧です。2.5倍、
脳卒中になる確立が高くなり、特に 160／
90mmHgを超える場合はさらに危険であるよう
です。引き続き、②喫煙、③腹部肥満（ウエスト＞
ヒップ）、④不健康な食習慣、⑤運動不足と続き
ます。ここまでの 5つで脳卒中の 80％が説明
されます（脳梗塞の 80％、脳出血の 90％）。
さらに⑥糖尿病、⑦お酒、⑧心疾患（心房細動、
心筋梗塞、弁膜疾患の既往）、⑨高脂血症、
⑩心理的因子（ストレス、うつ）と続き、これらを
加えることにより 90％の脳卒中が説明される
そうです。
これらに思い当たる方は動脈硬化が進行して

いる可能性が高いです。特に夏場、汗をかくことで
水分を喪失して、血液が濃縮され簡単に脳梗塞
を招いてしまいます。ポスターは脳卒中協会の
ものですが、6月〜8月の脳梗塞の多い季節の
直前を脳卒中週間として水分摂取を呼びかけて
おります。この季節、水分摂取には特に注意を
お願いしたいです。

さらに心配な方には一度、
脳検診をお勧めします。脳検診は動脈瘤や脳腫瘍
のみならず、脳梗塞を引き起こす血管病変も
検出できます。車の車検は 2年に 1回、6〜10万円
を皆さん払われているのではないかと思います。
脳検診は 1 回 2〜6 万円の費用が
かかります。これは高い金額でしょう
か？当院での脳検診は 2万 1千円と
なっております。是非、一度受診される
ことをオススメします。

脳梗塞が増えています！ 総合南東北病院
脳神経外科　奥山澄人

脳卒中週間ポスター
（提供：公益社団法人日本脳卒中協会）

クーポン券付き！
詳しくは 5ページをご覧ください。

南東北夏まつりで使える
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この季節になると食べたくなるのが「うなぎ」ですね。また、夏バテを解消するには「梅干し」
を食べると良いとも言われています。しかし、昔から「うなぎと梅干し」は良くない食べ合わせと
言われていますが、それはなぜでしょう？諸説あるようですが、梅干しにはうなぎの油分の消化を
助ける働きもあり、一緒に食べても問題はないそうです。
薬の中にも、ある食べ物とは一緒に服用してはいけないとされているものがありますので

ご紹介します。

●ワーファリン ＋ 納豆

血液凝固因子の中にはビタミン Kを利用して作られるものがあり、ワーファリンは体内でビタ
ミン Kの邪魔をすることで凝固因子が作られるのを防ぎます。しかし、ワーファリンを服用中に
納豆のようなビタミンKを多く含む食品を食べてしまうと、ワーファリンの効果が弱まってしまい
ます。
納豆の他には、クロレラや青汁などもビタミンKを多く含んでいるため、ワーファリン服用中には
摂取しないようにしましょう。

●ある種の高血圧薬など ＋ グレープフルーツ（ジュース）
一般に服用した薬剤は、腸管から吸収される際に薬剤を分解する酵素が作用し、吸収される量が
減少します。グレープフルーツはその酵素を阻害するため、服用した薬剤は分解されずにそのまま
吸収されることになります。そのため、副作用が現れる可能性が増えますので注意が必要です。
この影響を受けやすい薬剤は数多くありますので、一例を載せておきます。

酵素を阻害する成分はグレープフルーツの果肉部分に多く含まれていることが分かっています
ので、上記のような薬剤を内服中の場合は果肉やジュースの摂取は控えましょう。
またグレープフルーツ以外にも上記のような薬剤に影響を与える柑橘類がありますので、下記を
参考にしてみてください。

だより 薬と食べ物①
薬局 薬剤師　梶原光太

ワーファリン…血栓が形成されるのを防ぐ薬。血液中の血液凝固因子と呼ばれる、血液を固める
ために必要な物質が体内で作られるのを防ぐ。

高血圧薬（カルシウム拮抗薬と呼ばれる高血圧薬）…アダラート、カルブロック  など
抗てんかん薬…テグレトール
抗血小板薬…プレタール
脂質異常症治療薬…リピトール  など

影響を与えるもの…スウィーティー、ザボン、ブンタン、バンペイユ、ダイダイ  など
影響を与えないもの…バレンシアオレンジ、レモン、かぼす、温州みかん、スイートオレンジ

ジュース  など

みな・みな・ねっと 7月号
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①骨盤運動
●骨盤周りの筋力が低下してしまうと、正しい姿勢を維持することが難しくなってきます。
骨盤の位置を修正することで、姿勢の改善だけでなく、楽に立ち座りすることができます。

［方法］ 基本姿勢：椅子に腰かけ、胸の前で腕を組む。上半身はまっすぐ保ちましょう。
前後・左右交互に各 5回×2〜3セット

②正しい姿勢でウォーキング
●歩く姿勢を少し意識することで体幹の筋を鍛え、股関節を柔軟に保つことができます。

［正しい姿勢］

ワンポイント
リハビリ
ワンポイント
リハビリ 正しい姿勢で簡単運動

リハビリテーション科 理学療法士　江井千妃呂

健康のために、自宅やジムなどで運動を行っている方は、老若男女問わず少なくは
ありません。運動は正しい姿勢・方法で行なうことで、より効果を得ることができます。
そこで、今回は自宅で簡単にできる運動方法についてご紹介します。

骨盤を前後に動かし、背筋を伸ばしたり、
丸めたりします。

上半身を左右にスライドさせ、体重を
片側のおしりへ移動させます。

①両腕をしっかりと振ることで、体が
ねじれ、足が前に出やすくなります。

②上半身が不安定にならないよう、腰の
高さを一定に保つことで、疲れにくく、
効率の良い歩き方ができます。

③足をまっすぐ前に出し、後ろに蹴る
ように歩きましょう。

正しい歩き方①

②

③
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健康診断で痛みやリスクの少ない検査と言えば、尿検査があります。手軽な健康チェックとして、
定期的に受けてみてはいかがでしょうか。

蛋白は健康であればほとんど尿の中に出てくることはありません。陽性だった場合は、
腎臓の機能に障害が起きている可能性があります。激しい運動の後・ストレス・妊娠
などでも陽性反応が出ることがあります。

血液中に含まれるブドウ糖のことを血糖といいます。血糖は膵臓から分泌されるインスリンという
物質の働きによってエネルギーに変わるので、通常は尿中に出てくることはありません。血糖値が
高くなりすぎると、尿の中に血糖値が出てくることがあります。

尿潜血とは、尿の中に血が混じっている状態、つまり血尿のことです。尿検査では、尿の中に赤血球
などの成分が含まれていないかを調べます。陽性と判定された場合は、尿の通り道である尿路や腎臓に、
炎症が起きている可能性があります。ただしビタミン Cを大量に摂取した場合も陽性と出ることが
あります。

＊陽性となった場合は、血液検査などの詳しい検査が必要となる場合もあります。自覚症状がない
場合でも、早めに受診しておくことをお勧めします。

尿蛋白

尿　糖

尿潜血

尿検査について
健診センター 保健師　佐藤史穂

健  診
ナ ビ

定期的に健康診断を受けご自身の健康状態を把握し、早期発見に役立てましょう。
�総合南東北病院 健診センター　8：30〜17：00（月〜金）　TEL：0223-23-3151
健康診断、人間ドック、予防接種などを受け付けております。

①検査前日に気をつけたいこと
ビタミン剤やビタミン Cが入っている風邪薬、ドリンク剤などをとらないように気をつけて
ください。尿の成分に影響が出て、結果が判定しにくくなります。

②尿の採り方
健康な人でも、出始めの尿には細菌が混じることがあります。正しい検査のためには、出始めの
尿ではなく、中間の尿を採るようにしてください。

③診察時には正確な返事を
尿検査結果を正しく判断するためには、あなた自身の情報が必要です。熱や痛みなどの症状は
あるか、生理の時期、運動をしているか、どんな薬を飲んでいるかなど正しく伝えましょう。

【尿検査時の注意点】

正常値  陰性（−）

正常値  陰性（−）

正常値  陰性（−）
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玉浦公民館主催 暮らしのカレッジ（市民向け講座）の初回講座で、当院 リハ
ビリテーション科 主任心得の安孫子 洋 理学療法士と菊地祥行 理学療法士が
講師を務めました。まず、安孫子理学療法士は、加齢に伴って運動器の機能が
低下し、要介護になるリスクが高い状態のことを示す「ロコモティブシンド
ローム（運動器症候群、通称：ロコモ）」について、詳しく説明しました。ロコモ
状態をチェックする方法やロコモを予防するためのトレーニングについて
紹介しながら、介護予防と運動の関係について話がありました。また、姿勢が崩れてくると肩こりや腰痛に
なりやすくなるため、正しい姿勢を保つことが疼痛予防につながるとのことでした。
さらに、菊地理学療法士が身体の柔軟性を引き出し、足を鍛えるためのストレッチ体操を紹介し、参加者と
一緒に体を動かしました。筋肉や関節に硬さがあると、体を動かしたくても動けない状態になるおそれが
あるそうです。そのため、無理のない範囲で体操を生活に取り入れることが大切とのことで、両講師は歯磨きと
同じように、膝磨き・腰磨きを習慣にしましょうと呼びかけました。

出前ミニ健康講話 −当院の職員が講演−

［6月 7日（金）岩沼市玉浦公民館］「膝・腰いきいき体操 〜撃退ロコモ〜」

名取が丘公民館主催 いきいき健康 UP講座（市民向け講座）の初回講座で、
当院 南 6病棟の山下明子 保健師が講師を務めました。山下保健師は、梅雨時に
体調を崩しやすくなる原因や元気に生活するコツについて話しました。体調
管理の基本として、バランスのとれた食事、適度な運動、体温調節、良質な
睡眠の 4つを挙げ、生活上の注意点について詳しく説明がありました。また、
これからの季節は、ダニやカビが繁殖しやすい季節であり、こまめな掃除や
換気をする等、生活環境を見直すことが大切とのことです。
さらに、腸内環境を整えることも重要であると話があり、参加者はチェックシートを使いながら、自分の
腸内環境を確認しました。日本では、近年、大腸がんが増加傾向にあり、食生活が大きく関わっているそう
です。山下保健師は、腸の健康を保つためには、善玉菌を増やし便秘を予防することが大切であると説明し、
参加者は自分の生活を振り返る良い機会になったようです。

［6月 13日（木）名取市名取が丘公民館］「梅雨時の健康管理について」

これまでのツアーの様子

当院では、小学生の皆さんに病院の仕事を知ってもらうことを目的として、
年に２回病院探検ツアーを開催しております。病院には、医師・看護師の
他に、どのような仕事があるのでしょうか。一緒に見学してみましょう♪

＊事前予約制です。お気軽にお申込みください。

※10名の定員になり次第、申込み受付を終了させて頂きますので、ご了承ください。

お子様向けミニ健康講話

病院探検ツアーのご案内病院探検ツアーのご案内病院探検ツアーのご案内

日　時：7月 25日（木）14時〜15時
対　象：小学校 3年生から 6年生まで（先着 10名）
申込み／問合せ：電話にてお申込みください。

TEL：0223-23-3151 総務課まで
（月〜土曜日 8時半〜17時）
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※1枚につき1本まで
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汗かきで暑さが苦手な私は、夏を乗り切るために毎年様々なグッズを試して
います。今年は、首元に巻く冷感ベルトを購入しました。日焼け防止に、最近は
アームカバーをつけている女性も増えましたよね。紫外線対策に日焼け止め
クリームもかかせません。最近はスプレータイプや頭髪にも使えるタイプの日焼け
止めも人気があるようです。

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。

編 集
後 記

※（　）内は平成 24年 5月の件数

岩　沼     52（40）台

名　取     53（44）台

亘　理     50（41）台

仙　南       10（ 14）台

その他         7（ 1）台

合　計     172（140）台

5月の救急車搬入件数

オクラといえば、ネバネバを思い出しますよね。ネバネバ
の正体は、ペクチンなどの食物繊維です。整腸作用を
促し、便秘の予防やコレステロールを排出する作用が
期待できます。また、緑黄色野菜であるオクラには、
ナトリウム（塩分）を排出してくれるカリウムなどのミネ
ラルや、βカロテンなどのビタミンも豊富です。

栄養管理課 管理栄養士　吉田あずさ

オクラとみょうがの和え物

ネバネバのパワー♪

❶オクラは茹でて斜め
切りにする。みょうがは
縦半分に切り、斜め切り
にする。鶏肉は茹でてさいておく。
❷すべての材料と麺つゆを混ぜ合わせ、
器に盛る。

1人分栄養価
エネルギー：39kcal 塩分：0.4g

作り方作り方作り方

［材料（2人分）］

�オクラ …………………8本

�みょうが ………………1個

�鶏ささみ ………………1本

�麺つゆ
（3倍濃縮タイプ）……小さじ 1.5杯

●「さくら幼稚園」園児の皆さんのお遊戯披露 ●当院職員有志で結成された「MTB51→52」のダンス
●「ベガルタチアリーダーズ」の華麗な演技 ●豪華賞品が当たる！？「じゃんけん大会」
●ゆるキャラ集合！県南のキャラクター達が登場 ●「レイナ・アラ フラスタジオ」の皆さんによる優雅なフラダンス
●佐藤登喜雄さんの歌謡ショー♪
●毎年恒例の「よさこい踊り」阿武隈沿線の7グループと、当院のよさこいチーム「team踊踊」が登場

＊この他、屋台・産直コーナーや毎年好評の「松島院長 写真展」もあります！楽しいイベントを企画していますので、皆さんの
ご来場をお待ちしております。（詳細につきましては、院内ポスター・チラシ・ホームページ等をご覧ください。）

日 時：7月27日（土）午前10時30分～午後3時
会 場：総合南東北病院 北側駐車場 ※小雨決行／雨天の場合は岩沼市民会館中ホールで開催します

お得情報
こちらの広報誌に掲載されている「引換券」を持参

された方には、飲み物屋台でドリンク１本を無料で
プレゼントします！飲み物屋台にて、スタッフに引換券
をお渡しください。

※１枚につき、ドリンク１本をお渡しします。
お一人様１本までとなります。


