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入浴関連死は全国で年間 17,000人も発生して
おり、この数字は交通事故死の年間件数 4,400
人と比べ大幅に上回ります。しかし、現在、市民
に対して注意喚起や予防策などのメッセージは
ほとんどなされておりません。
そこで今回、当地域（岩沼・名取・亘理・山

元）において過去 5年間に発生した入浴関連死
について調査分析し、その予防策について検討
しました。その結果、入浴中の死亡件数は 107件
で年間 20件以上発生しておりました。性別では
男性 60名、女性 47名で、年齢は 65歳以上の
高齢者が 92％を占めました。発生場所は浴槽内
（水没型）が 70％以上みられました。月別でみま
すと 12月および 1月に多く、次いで寒暖差が
大きい 3月に発生しておりました（図）。死亡例

の既往歴をみますと循環器系疾患が 28％と
多く、次いで脳疾患（12％）、糖尿病（11％）、
精神疾患（6％）などでした。また、飲酒での
入浴も少なからずみられました。
今回の調査結果より、入浴事故は冬期に集中

して発生しており、脱衣所と浴室の温度差が
大きいのが一因と思われました。したがって、
脱衣所に温風機を設置し、環境温の変動を少なく
するなどの工夫が必要と思われます。特に、循環器
系疾患や脳疾患を有する高齢者の居るご家庭
ではご注意ください。
また、浴槽内の水没型が多いことから、“肩まで
お湯に浸かる”日本特有の習慣の影響も考え
られます。肩まで浸かるのではなく、胸元以下の
半身浴が奨められます。半身浴でも血液は循環
しておりますので、十分温まります。その対策
として、浴槽の内側に目立つ色のテープで線を
引き、お湯の水位を従来の 3割程度減らしては
いかがでしょうか。これを全家庭で実施されれば、
入浴関連死の予防になると同時に、節水・省エネ
にもなると思います。
さらに、飲酒時の入浴は避け、『孫と一緒の

入浴』も奨められます。

入浴関連死を防止しよう！
総合南東北病院

副院長・救急センター所長　赤間洋一
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予防接種として、日本脳炎や BCGなどは子供の頃に受けていますが、
大人になってからもインフルエンザに代表される予防接種を受けている
方は多いと思います。最近では風疹が流行しているため、風疹のワクチン
について気になっている方も多いことでしょう。そこで、今月と来月は予防
接種について説明していきたいと思います。

●ワクチンの種類
………… 生きているウイルスや細菌の毒性を弱めて作ったワクチン

ウイルスや細菌が体内で増殖するので、接種後にその病気の症状が
出てくることがある。

…… 感染力や毒性をなくしたウイルスや細菌で作ったワクチン
１回接種しただけでは必要な免疫を獲得・維持できないため、数回の
接種が必要。

………… 細菌のもつ毒素を取り出し、毒性をなくしてワクチンができる
性質だけを残したもの

●次の予防接種までの間隔はどのくらいあければいいの？
次の予防接種までの間隔は、ワクチンの種類によって異なります。異なるワクチンを受ける場合は、
原則として生ワクチンを接種した後は 27日以上、不活化ワクチン、トキソイドを接種した後は
6日以上間隔をあける必要があります。
同一のワクチンを接種する場合は、ワクチンの種類によって回数や間隔が定められています。

例えば、インフルエンザワクチンは 13歳以上の任意接種の場合、1回でも十分な効果があると
されていますが、基礎疾患などがあって 2回接種が必要な場合は、1〜4週間は間隔をあけます。
可能であれば 4週間程度の間隔をあけた方が免疫の獲得はよいと言われています。

●病気にかかった後に予防接種を受けたいときは？
麻しん、風しん、水痘、おたふくかぜなどにかかった場合は、治ってから 4週間は

接種を避けます。その他のウイルス性疾患に関しては、治ってから 1〜2週間程度は
接種を避けましょう。

※当院で取り扱いのないワクチンもありますので、事前にお問合せください。
予防接種ご希望の方は、1週間前までにご予約ください。

生ワクチン

不活化ワクチン

トキソイド

だより 予防接種について①
薬局 薬剤師　梶原光太

みな・みな・ねっと 9月号

例：麻しん風しん混合（MR）、麻しん（はしか）、風しん、
おたふくかぜ、水痘、BCG、ロタウイルス、生ポリオなど

例：四種混合、三種混合、不活化ポリオ、日本脳炎、
インフルエンザ、B型肝炎、肺炎球菌など

例：ジフテリア、破傷風など
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①ひと口で飲む量に注意
むせやすい方が一度に多量の水分を飲むのは危険です。コップから飲むと上を向く姿勢と

なり、ひと口の量が多くなってしまいます。ストローやスプーンを使ってひと口の量を少なく
しましょう。

③自分のペースで飲む
自分のペースで飲むことが大切です。テレビを消す、飲み込みながら話さない、話しかけない
など、飲み込みに集中できる環境を作りましょう。

④水分にとろみをつける・ゼリー状の飲料を飲む
「とろみ剤」を使って水分にとろみをつけることで飲み込みやすくなり、むせを防ぐことが
できます。その他、ゼリー状の飲料を飲むことで水分を飲む時に比べてむせにくくなります。

参考文献：『むせやすい方の上手な水分摂取のポイント』
（監修 浜松リハビリテーション病院　藤島一郎）

ワンポイント
リハビリ
ワンポイント
リハビリ 水分での「むせ」について

言語療法室 言語聴覚士　松川　悠

水を飲むとむせる、水やみそ汁が飲みにくいことはありませんか？年齢を重ねることに
よって、歯の異常や飲み込みに関わる筋力の低下、口の中の感覚低下が起きます。これらの
低下が「むせ」につながります。飲み込みに障害のある方は、特に水分でむせることが
多くあります。今回は水分のむせない飲み方についてご紹介します。

②飲む時の姿勢に注意
椅子に座った姿勢で軽く下を向いて飲みます。椅子に座れない方や椅子に座った状態で

むせてしまう方は、ベッドを後ろに倒して頭を起こした状態で飲みます。また、ベッドの
角度が変えられない時は、首の後ろに枕を入れて頭を起こした状態にしましょう。

枕

30〜60°



3みな・みな・ねっと 9月号

第 18回健康医学セミナー ―腰痛と手足のしびれ―

8月 2日（金）午後 2時から、当院 2階講堂で第 18回
健康医学セミナーが開催されました。今回は、当院の水野
順一 低侵襲脊髄手術センター長が「腰痛と手足のしびれ」
と題して講演し、190人以上の方の参加がありました。
頚部痛や手足のしびれ、腰痛を引き起こす疾患の種類や

特徴を挙げながら、それぞれに有効な治療方法について
話がありました。また、ぎっくり腰とヘルニアの症状の違い
など、実際の症例や映像を交えながら説明がありました。
さらに、当院で積極的に行われている低侵襲手術のメリット
など詳しく話があり、参加者が熱心にメモを取りながら
聞く姿が見られました。
腰痛は、日頃から立位での正しい姿勢を保つよう意識

することが必要であり、定期的に無理のない範囲で運動する
ことも大切とのことです。水野低侵襲脊髄手術センター長
は、「腰痛やしびれによって歩行ができなくなると、身体能力や生活の質が低下していくことにも
つながるので、我慢せずに治療を受け、動かせるものは動かしていきましょう。また、心因性の
痛みもあるので、自分の症状とうまく付き合っていけるように、自分ができることを楽しみながら
生活することを心掛けましょう。」と呼びかけました。

発症すると後遺症が残る方や亡くなる方も多い「くも膜下出血」。その原因は脳の動脈にできた
コブ（脳動脈瘤）の破裂による出血で、働き盛りの 40〜50歳代に多く発症し、最近では高齢者の
発症も増加しています。脳動脈瘤はほとんどが無症状であり、脳検診で見つかることが多い病気
です。脳動脈瘤が破れる前に発見し、早期に治療することが大変重要です。そこで、当院の脳検診
で見つかった症例を交えながら、予防と治療についてわかりやすくお話します。

下記の日程で、健康医学セミナーを開催します。
予約不要ですのでお気軽にご参加ください。

第 19回健康医学セミナー  開催のお知らせ

［演　題］：知っていれば怖くない！「脳動脈瘤のはなし」
［日　時］：平成 25年 9月 28日（土）14時〜15時
［講　師］：総合南東北病院　脳神経外科部長

脳卒中センター長　西村真実

日本脳神経外科学会専門医
日本脳卒中学会専門医
日本脳神経血管内治療学会専門医
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団塊おとこ塾 〜自分の力を地域で活かそう！〜

［8月 22日（木）名取が丘公民館］「日常できる健康運動 〜姿勢について〜」
名取が丘公民館主催 いきいき健康 UP講座（市民向け講座）で、当院

リハビリテーション科の菊地祥行 理学療法士が講師を務めました。
菊地理学療法士は、姿勢が悪いことで、筋肉や関節に負担が大きい状況が
続くと様々な機能障害を生じる可能性があると説明しました。正しい
姿勢を心掛けることは老化予防にもつながるとし、実際に反っている
腰や曲がっている腰などの姿勢を再現して、歩行などの日常動作にも
影響が出ることを体験しました。さらに、正しい姿勢を保つための簡単な
運動の紹介があり、実際に参加者がイスなどを使いながら体を動かしました。菊地理学療法士は、「健康を
保つためには、自分の身体に対する“気づき”や“意識”が大切。この講話が皆さんの日常での“気づき”に
つながると嬉しいです。」と話しました。

出前ミニ健康講話 ―姿勢について講演―

岩沼市総合福祉センター（iプラザ）で、南東北地域包括支援センター主催
「団塊おとこ塾」を開きました。団塊おとこ塾は、押分・里の杜地区にお住いの
65歳以上の男性を対象とし、地域で自分の力を発揮して頂くためのきっかけ
作りを目的とした講座（全 5回コース）です。
第一回目は、7月 2日（火）にコーチングコーチの阿部侑生先生を招いて

「コミュニケーション術」について学びました。はじめは皆さん緊張した様子
でしたが、チーム対抗ジェスチャーゲームなどを通して徐々に笑顔が見られ
ました。先生から「コミュニケーションは、キャッチボールによく例えられます。
それはキャッチする人がいなければ始まらないからです。聞く人がいて、
コミュニケーションが成り立ちます。」と話があり、参加者は傾聴の大切さを
実感したようです。
第二回目は、8月 6日（火）に南東北地域包括支援センターの齋藤浩子主任
心得が「介護自宅しませんか〜これからの不安、解消しましょう〜」という
テーマで、住み慣れた地域でずっと暮らしていくために備えておくべきこと
等について話しました。参加者から「家族に頼ってばかりではなく、自立して
いかなければならない」等の力強い声も聞かれ、将来の自分の生活や地域の
ことについて考える良い機会になったようです。

＊南東北地域包括支援センターでは、地域の皆さんの力をお借りしながら、住んでいてよかったと思える
街づくりに取り組んでいきたいと考え、今後も様々な取り組みを計画しております。

［団塊おとこ塾 〜今後の予定〜］

酒の肴を作ろう 〜これからは男も厨房へ〜09月 3日（火）
10時〜13時第 3回

テーマ日　時

ボランティアをしてみよう 〜自由企画〜10月 1日（火）
10時〜11時半第 4回

日帰り温泉＆そば打ち体験 〜実際に外に出てみよう〜11月 5日（火）
時間未定第 5回
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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。
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岩沼駅から車で5分、徒歩15分

総合南東北病院
社会医療法人 将道会

※（　）内は平成 24年 7月の件数

岩　沼     66（58）台

名　取     56（63）台

亘　理     41（58）台

仙　南       13（  23）台

その他         8（ 5）台

合　計     184（207）台

7月の救急車搬入件数

秋の魚といえば、「秋刀魚」ですね。
さんまの脂肪含量は季節的な変動が大きく、旬のもの

では 20％を超えるものもあります。EPA（エイコサペンタ
エン酸）や DHA（ドコサヘキサエン酸）などの不飽和
脂肪酸がたっぷり含まれており、コレステロール低下や
動脈硬化予防などが期待できます。新米と組み合わせて、
さんまの脂を逃さず食べられる贅沢な炊き込みご飯です。

栄養管理課 管理栄養士　森屋香奈子

さんまの炊き込みご飯

旬の美味しさたっぷり♪

1人分栄養価
エネルギー：440kcal 塩分：1.4g

［材料（4人分）］

�さんま ……………………… 2尾

�米 …………………………… 2合

�生姜（千切り） …………… 1かけ

�万能ねぎ（小口切り） …… 適量

�酒 …………………………… 大さじ１

�塩 …………………………… 小さじ１

みな・みな・ねっと 9月号

❶米をといで浸水させて
おく。
❷さんまは頭と尾を落と
し、内臓を取り出し、流水でよく洗う。
塩（分量外）を振って 10 分ほどおき、
水分をふき取っておく。
❸炊飯器に米を入れ、塩、酒を加え、2合
の目盛通りに水を注ぎ、ひと混ぜする。
❹さんま、生姜をのせて普通に炊く。
❺炊き上がったら、さんまを取り出し、
骨を除いて粗くほぐす。ご飯を 10分ほど
蒸らした後、ほぐしたさんまを戻し、
さっくりと混ぜてねぎをちらす。

作り方作り方作り方

8月 4日、当法人の関連施設である総合南東北病院（福島県
郡山市）の病院まつりで「よさこいソーラン大競演会」があり
ました。各関連施設から 18チームが参加し、日頃の練習の
成果を競い合いました。当法人のチームは、躍動感あふれる
踊りで会場を魅了。見事に優勝を勝ち取り、なんと 3連覇を
達成しました！目標に向かって、汗を流しながら踊る姿に感動。
「私もがんばろう！」とパワーをもらえた瞬間でした。

編 集
後 記

平成 25年 7月 1日付で、当院に着任した医師を紹介します。

① 診 療 科 消化器科
② 専門分野 消化器内科、内視鏡診療 
③ ひとこと 7月から谷坂医師の後任として参りました。宜しく

お願いします。

医 師
紹 介

�櫻井 達也（さくらい たつや）


