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第 11 回南東北夏まつり

今月号は夏まつりの案内を掲載しましたが、今年も楽しそうなイベントが盛り
だくさんですね。私はカメラ係として参加する予定ですが、今からとても楽し
みです。当日の賑やかで楽しい雰囲気が伝わる写真が撮れるよう、撮影に励も
うと思います。写真は広報誌やホームページでも紹介する予定ですが、ぜひ会
場で私たちと一緒に夏まつりを楽しみましょう。
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すべては患者さんのために

心筋梗塞を発症する前に
　　　～心臓ドックをご存知ですか？～

循環器科医長　武蔵美保
総合南東北病院

日本人の死因の第1位はご存知のとおり悪性腫瘍

ですが、第2位は何かをご存知ですか？答えは、心疾患

です。心疾患による死亡率は年々増加傾向にありま

す。心疾患といってもいろいろな病気がありますが、

そのなかで「急性心筋梗塞」、「その他の虚血性心疾

患」が死因の多くを占めています。これらは、心臓の栄

養血管である冠動脈が動脈硬化で狭くなったり、完全

に詰まったりしてしまう病気です。動脈硬化の病気で

すから、高齢の方がかかりやすい病気と思われていま

すが、食生活の欧米化やライフスタイルの変化などに

より、特に男性では30歳代、40歳代で発症することも

それほど珍しくありません。

心筋梗塞になり、冠動脈が突然詰まってしまうと、心

臓の筋肉の壊死はどんどん進んでいきます。突然危険

な不整脈で心臓が停止してしまうこともありますの

で、1秒でも早く病院を受診し、カテーテルなどによる

治療をうけることが大切です。ただし、無事に治療を

うけることができても、心筋梗塞が原因で将来危険な

不整脈を発症したり、心不全を発症したりしてしまう

ことなどもあります。つまり、一度心筋梗塞を起こして

しまうと、その後一生つき合っていかなければいけな

い病気なのです。

心筋梗塞は、胸の圧迫感、しめつけなどの症状が何

時間も継続します。その前に数分から30分程度でお

さまる同様の症状を前兆として感じることがあり、そ

の段階で病院を受診し治療をうけることができれば

いいのですが、全ての人に前兆があるわけではありま

せん。特に糖尿病患者さんは、神経障害のために、前

兆症状がなく大きな心筋梗塞発作で初めて病院を受

診されるケースが多くみられます。更にやっかいなこ

とには、通常健診などで行っている心電図では心筋梗

塞の予知を行うことはかなり困難です。心筋梗塞の前

段階にある場合でも、胸のしめつけなどの症状がない

ときの心電図は異常がでないことが多いのです。

当院では健診で心臓ドックを行っており、冠動脈CT

検査をうけることができます。胸が苦しいなどの自覚

症状がなくても、CTという比較的体に負担が少ない

検査で狭心症、心筋梗塞の検査ができます。高血圧、

コレステロールが高い、糖尿病などをお持ちの方は、

明らかな胸の症状がなくても一度健診で冠動脈CT検

査をうけてみてはいかがでしょうか。心筋梗塞の前段

階で治療を行うことができるかもしれません。詳しく

は当院の健診センターにお問い合わせください。

社会医療法人 将道会
〒989-2483 宮城県岩沼市里の杜1丁目2番5号
TEL：0223-23-3151　FAX：0223-23-3150
http://www.minamitohoku.jp/

総合南東北病院

検索岩沼　総合南東北病院

右記のQRコードから当院の
ホームページにアクセスできます。
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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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夏野菜が
      美味しい！夏野菜が
      美味しい！

大分県の郷土料理 こねり

「こねり」とは、大分県の郷土料理です。夏野菜を炒め、味付けした
後に小麦粉を加えて仕上げる料理です。それぞれの家庭によって、味
付けや使用する具材が変わるそうです。

暑い夏の農作業を行う時、腹持ちが良く、畑でたくさん収穫できる
野菜を手軽に食べるために伝えられてきた郷土料理と言うことです。

にがうりを入れて作る料理が正式ですが、お好きな方は、にがうり
を加えて本場の味を楽しんでみてはいかがでしょうか。にがうりの苦
味と小麦粉のこってりとした粘りが後を引くおいしさです。

ナスの紫色は、ナスニンと呼ばれる色素で、ポリフェノールの一種
です。ナスニンには抗酸化作用があり、コレステロールを下げ、動脈
硬化を防ぐ働きがあります。

２本
1個
10g
適量
大さじ1/2
大さじ1/2
小さじ1
大さじ１
大さじ１

●
●
●
●

[材料（2人分）]
ナス……………………………
ピーマン………………………
いりこ（ちりめ んじゃこでも可 ）
油………………………………
☆味噌…………………………
☆酒……………………………
☆砂糖…………………………
☆小麦粉………………………
☆水……………………………

作り方作り方

栄養価（1人分）

エネルギー：40kcal   塩分：0.6ｇ

管理栄養士　戸田友里

看護の日を記念したイベントが行わ
れました。詳しくは3ページをご覧く

ださい。
看護の日を記念したイベントが行わ

れました。詳しくは3ページをご覧く
ださい。

①ナスは5㎜幅の半月切りにし、水にさらしておく。
ピーマンは細切りにする。

②器に☆をあわせてこねておく。
③フライパンに油を熱し、いりこと水を切ったナス

を入れて炒める。
④さらにピーマンも入れ、しんなりするまで炒める。
⑤野菜に火が通ったら、弱火にして、２で練った☆を

入れる。
⑥粉に火が通り、ペースト状になったら出来上がり。

南東北夏まつりで使える クーポン券付き！
詳しくは５ページをご覧ください。

日 時：７月22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 ※雨天時は一部プログラムが変更となる場合がございます。

● 岩沼さくら幼稚園 園児の皆さんのお遊戯披露 　　　　 ● 「潮騒太鼓」による和太鼓ステージ
● Duoグループ「Feather(フェザー)」のライブイベント
● 豪華賞品が当たる？！「じゃんけん大会」　  　　　　　 ● 佐藤登喜雄さんの歌謡ショー♪
● 岩沼市の社会人を中心とした吹奏楽団「ウィンドアンサンブル ブレーメン」の演奏
● 毎年恒例の「よさこい踊り」 阿武隈沿線のよさこいグループと、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。）
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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。

お得情報
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がん治療中の補完代替え療法のこと
がん化学療法看護認定看護師　佐藤あや

認 定
看 護 師コラムコラム

成人用の薬
半分なら子供に使っても大丈夫？

薬局 薬剤師　後藤　良

第54回健康医学セミナーが開催されました

献血バスによる献血が行われました

子供が風邪を引いた時や診療所が休みの時などには市販薬で対応することもあるかと思いま
す。小児用の薬は市販されていますが、普段は家に置いていない方のほうが多いのではないで
しょうか。もし家に無い場合には小児に対し成人用の薬を半分にして使用したりはしていません
か？実はそれはとても危険なことなのです。成人用の薬は単純に小児よりただ体格が大きいから、
量が多く含有されているとは限りません。たとえば、その薬の成分自体が小児に対し相性が悪い
場合、どんなに量を少なくしても、思わぬ副作用が出現してしまう可能性があります。

人によっては大人並みの体格を持っているお子さんもいるかと思います。しかし、見た目は大人
に見えても、小児は内臓や脳の構造などは未発達のため、成人よりも薬の吸収量が多くなってし
まったり、逆に薬の分解や排泄がしにくかったり、成人であれば脳にまで到達しない薬が脳に届い
てしまい、悪影響を与えたりする場合もあります。

成人用の薬は小児に対しては必ずしも安全性が確認されているわけではありません。正しい知
識を持ち合わせておらず、自己判断で使用した際には取り返しのつかない事になる場合もありま
すので注意してください。小児には小児用の薬を使用し、用法の欄に成人などの記載がある薬は
小児の使用は控えるようにしましょう。

　米国の国立補完代替え医療センターでは、補完代替え療法について「一般的に従来の通常医療
とみなされていない、さまざまな医療ヘルスケアシステム、施術、生成物などの総称」と定義され、
健康食品やサプリメントのほかに灸やマッサージ療法、運動療法、心理療法なども含まれています。
がん治療をされている患者さんのなかには、長い療養生活や進行状況によって、手術や薬物療法、
放射線治療といった標準的治療のほかに「民間療法」等といわれる補完代替え療法に関心を持た
れる患者さんも少なくありません。
　厚生労働省がん研究班が行った調査では、がん患者さんの45%の方が何らかの補完代替え療
法を利用されているということが明らかになりました。補完代替え療法の利用にあたり平均して月
に約5万7千円を出費しており、利用している内容は健康食品、サプリメントが最も多いという結果
が出ました。また、利用したきっかけは家族や友人からの勧めが77.7%で、自らの意志23.3％を上
回っていました。
　補完代替え療法に関する情報は書籍やインターネットで簡単に手に入ります。しかし、始める前
にはそれらの情報源は信頼できるものなのかを確かめ、ぜひ医療者に相談されることをお勧めしま
す。補完代替え療法には、治療効果を高める効果が化学的に証明されているものはないといわれ
ています。そしてなかには抗がん剤へ与える影響を否定できないものもあるのです。

第54回健康医学セミナーが4月22日（土）午後1時から当院2階講堂で開催され、210名の方
が参加しました。今回は松島忠夫 院長が「手足の『しびれ』『痛み』『麻痺』について」と題して、中高
年に多くみられる脊椎・脊髄の病態に関して実際の症例を交えながら話しました。

しびれや痛み、麻痺が生じる身体の部位や症状の起こり方、時間経過での変化等に分けて、そ
の原因となる疾患が挙げられました。特に、片側の腰・臀部痛、下肢痛があり、長い時間椅子に座
れない、仰向けになれない等の特徴的な症状が現れる仙腸関節障害について詳しく説明しまし
た。また、片側の顔面と手足が動かない、しびれる、片目が見えない、物が二重に見える、言葉が出
ない等の一過性脳虚血発作が起こった場合は、すぐに病院へ行くことが大切とのことです。これら
の症状が短時間（通常は10分以内）続いて自然に消失することは、脳梗塞の前兆となるそうです。

講演後は質問や
症状の相談が多数
寄せられ、松島院長
は講演で紹介したス
ライドを用いながら
丁寧に回答しました。

　これらのことを踏まえて検討してみることが必要です。
　患者さんの中には、補完代替え療法について医療者に相談しにくいと思われている方もいるか
もしれません。しかし「補完代替え療法は患者さんががんを克服するために自分でできることをや
りたいという気持ちをもとに選択されている」ことを私たちも理解しています。いま考えている補完
代替え療法について安全性に問題がないか、一緒に考えていきましょう。

5月15日（月）当院正面玄関入口で、岩沼市献血推進事
業の一環として献血バスによる献血が実施されました。

今回は一般の方と当院職員合わせて15名（400㎖献
血）の方の協力が得られました。皆さんの温かいご協力あ
りがとうございました。

《参考》ケータイ家庭の医学ホームページ、治療薬の飲み方・薬の使い方ホームページ

薬局だより
・この補完代替え医療はここち良いものか。
・この補完代替え療法の施行時間は、長すぎないか
・この補完代替え療法を行うのに、通院距離は遠くないか。
・この補完代替え療法を行うのに、お金はかかりすぎないか。
     　　　　　（「がん補完代替え医療ガイドブック」より）

補完代替え療法を考える際には
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代替え療法について安全性に問題がないか、一緒に考えていきましょう。
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補完代替え療法を考える際には
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糖尿病の運動療法について
リハビリテーション科　理学療法士　夏井優花

看護の日を記念したイベントが行われました

①  有酸素運動

②  レジスタンストレーニング

5月12日の「看護の日※」を記念したイベントが、5月8日（月）から12日（金）までの5日間、当院1
階売店前で行われ、のべ100名以上の方が参加しました。
売店前には、骨密度や血管年齢測定コーナーが設けられ、結果を見ながら参加者の方一人一人
に看護師がアドバイスしました。また、看護師長らが中心となり、外来患者さんにポケットティッ
シュを手渡しながら「看護の日」についてPRしました。正面玄関入口には、看護場面や認定看護
師、病棟や手術室など各部署紹介の写真を展示し、多くの方が足を止めて見入っていました。
初めて参加した女性は「普段通院しておらず検査も受けていないが、運動をしたり健康には気
を付けているためか、骨密度が平均よりも良い結果が出てよかった」と笑顔で話していました。
フローレンス・ナイチンゲールの誕生日の5月12日は、「看護の心をみんなの心に」をテーマに、全
国各地で看護にまつわる様々な行事が行われています。当院でも、地域の皆さんに看護の心を
知って頂くことを目的に毎年この時期にイベントを行っています。（※病院内掲示等で随時お知ら
せいたします。）

「看護の日」を記念した「ふれあい看護体験」が5月12日（金）に行われ5名の高校生が訪れました。
生徒さんは早速白衣に着替え、担当の看護師と共に患者さんの清拭や食事の配膳など様々な
看護体験をしました。看護師の指導に真剣に耳を傾け、緊張しながらも患者さんに優しく声をか
け、熱心に取り組んでいました。
今回の経験を通して看護の大変さと素晴らしさを実感したようで、体験後の皆さんは充実した
表情で「想像していたイメージと実際の現場は異なり、看護の大変さを実感した」「将来看護師に
なるかどうか迷っていたが、今回の体験を通して看護師になりたいと強く思った」等と感想を話し
ていました。

ワンポイント

リハビリリハビリ
前回は糖尿病の病態についてお話ししました。今回は糖尿病の運動療法について紹介して

いきます。糖尿病の運動療法で、特に有効とされているのが、①有酸素運動②レジスタンスト
レーニングです。

有酸素運動とは十分な呼吸を確保しながらできる運動のことを言います。断続的に細胞に
酸素を供給することにより脂肪燃焼効果を上げる全身運動です。有酸素運動により血糖の下
降作用はおよそ24～48時間程度持続すると言われています。代表的な有酸素運動とはウォー
キングやジョギングです。ウォーキングは30分～１時間程度を目安として行うと効果的である
と言われています。みなさんも晴れた日に散歩をしたり、少し遠回りをして買い物に行ってみる
のはいかがでしょうか。

筋肉に負荷をかけ、重りや自分の体重を利用して行う運動のことを言います。筋肉量を増加
し、筋力を増強する効果を期待して行います。筋肉量が増えることによって、インスリン感受性
が良くなり、糖の利用が増え血糖コントロールがされやすくなります。簡単にできるレジスタン
ストレーニングを3つ紹介します。

このようなレジスタンストレーニングは、「楽～ややきつい」程度とし、具体的には「汗がでる
かでないか」「話しながら運動が続けられる」程度で、20～60分、週3回程度行うと良いとされ
ています。運動を行う時間は、食後30分から60分程度経過してから行うのが効果的と言われ
ています。運動習慣のない方は、無理をせず、10回を1セットから始め、徐々に回数・セット数を
増やして行きましょう。

・スクワット
肩幅程度に足を開いて膝を軽く曲げていきます。膝が
爪先より前にでないように気を付けましょう。

・頭上げ(腹筋)
仰向けに寝て、両膝を立てます。息を吐きながら、ゆっ
くり頭をあげておへそを見ます。

・立ち上がり運動
椅子に腰かけ、その場で「立ち上がる⇔座る」をゆっく
りと繰り返します。

《参考》 1）糖尿病治療の手びき 改訂第56版(p.16) 、編・著：日本糖尿病学会、出版：南江堂
          　厚生労働省ホームページ

※看護の日
21世紀の高齢社会を支えていくために
は、看護の心、ケアの心、助け合いの心
を、私たち一人一人が分かち合うことが
必要であり、こうした心を、老若男女を
問わずだれもが育むきっかけとなるよ
う、旧厚生省により1990年に制定され
ました。（公益社団法人 日本看護協会
ホームページより引用）

みな・みな・ねっと７月号 みな・みな・ねっと７月号
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第 11 回南東北夏まつり

今月号は夏まつりの案内を掲載しましたが、今年も楽しそうなイベントが盛り
だくさんですね。私はカメラ係として参加する予定ですが、今からとても楽し
みです。当日の賑やかで楽しい雰囲気が伝わる写真が撮れるよう、撮影に励も
うと思います。写真は広報誌やホームページでも紹介する予定ですが、ぜひ会
場で私たちと一緒に夏まつりを楽しみましょう。

2017

月号７

発行：社会医療法人 将道会 総合南東北病院

すべては患者さんのために

心筋梗塞を発症する前に
　　　～心臓ドックをご存知ですか？～

循環器科医長　武蔵美保
総合南東北病院

日本人の死因の第1位はご存知のとおり悪性腫瘍

ですが、第2位は何かをご存知ですか？答えは、心疾患

です。心疾患による死亡率は年々増加傾向にありま

す。心疾患といってもいろいろな病気がありますが、

そのなかで「急性心筋梗塞」、「その他の虚血性心疾

患」が死因の多くを占めています。これらは、心臓の栄

養血管である冠動脈が動脈硬化で狭くなったり、完全

に詰まったりしてしまう病気です。動脈硬化の病気で

すから、高齢の方がかかりやすい病気と思われていま

すが、食生活の欧米化やライフスタイルの変化などに

より、特に男性では30歳代、40歳代で発症することも

それほど珍しくありません。

心筋梗塞になり、冠動脈が突然詰まってしまうと、心

臓の筋肉の壊死はどんどん進んでいきます。突然危険

な不整脈で心臓が停止してしまうこともありますの

で、1秒でも早く病院を受診し、カテーテルなどによる

治療をうけることが大切です。ただし、無事に治療を

うけることができても、心筋梗塞が原因で将来危険な

不整脈を発症したり、心不全を発症したりしてしまう

ことなどもあります。つまり、一度心筋梗塞を起こして

しまうと、その後一生つき合っていかなければいけな

い病気なのです。

心筋梗塞は、胸の圧迫感、しめつけなどの症状が何

時間も継続します。その前に数分から30分程度でお

さまる同様の症状を前兆として感じることがあり、そ

の段階で病院を受診し治療をうけることができれば

いいのですが、全ての人に前兆があるわけではありま

せん。特に糖尿病患者さんは、神経障害のために、前

兆症状がなく大きな心筋梗塞発作で初めて病院を受

診されるケースが多くみられます。更にやっかいなこ

とには、通常健診などで行っている心電図では心筋梗

塞の予知を行うことはかなり困難です。心筋梗塞の前

段階にある場合でも、胸のしめつけなどの症状がない

ときの心電図は異常がでないことが多いのです。

当院では健診で心臓ドックを行っており、冠動脈CT

検査をうけることができます。胸が苦しいなどの自覚

症状がなくても、CTという比較的体に負担が少ない

検査で狭心症、心筋梗塞の検査ができます。高血圧、

コレステロールが高い、糖尿病などをお持ちの方は、

明らかな胸の症状がなくても一度健診で冠動脈CT検

査をうけてみてはいかがでしょうか。心筋梗塞の前段

階で治療を行うことができるかもしれません。詳しく

は当院の健診センターにお問い合わせください。

社会医療法人 将道会
〒989-2483 宮城県岩沼市里の杜1丁目2番5号
TEL：0223-23-3151　FAX：0223-23-3150
http://www.minamitohoku.jp/

総合南東北病院

検索岩沼　総合南東北病院

右記のQRコードから当院の
ホームページにアクセスできます。
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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。

※（　）内は平成28年５月の件数

編 集

後 記

５月の救急車搬入件数

岩　沼

名　取

亘　理

76（62）台

63（61）台

69（52）台

  11（  20）台

   ２  （ ５）台

221（200）台

仙　南

その他

合　計

夏野菜が
      美味しい！夏野菜が
      美味しい！

大分県の郷土料理 こねり

「こねり」とは、大分県の郷土料理です。夏野菜を炒め、味付けした
後に小麦粉を加えて仕上げる料理です。それぞれの家庭によって、味
付けや使用する具材が変わるそうです。

暑い夏の農作業を行う時、腹持ちが良く、畑でたくさん収穫できる
野菜を手軽に食べるために伝えられてきた郷土料理と言うことです。

にがうりを入れて作る料理が正式ですが、お好きな方は、にがうり
を加えて本場の味を楽しんでみてはいかがでしょうか。にがうりの苦
味と小麦粉のこってりとした粘りが後を引くおいしさです。

ナスの紫色は、ナスニンと呼ばれる色素で、ポリフェノールの一種
です。ナスニンには抗酸化作用があり、コレステロールを下げ、動脈
硬化を防ぐ働きがあります。

２本
1個
10g
適量
大さじ1/2
大さじ1/2
小さじ1
大さじ１
大さじ１

●
●
●
●

[材料（2人分）]
ナス……………………………
ピーマン………………………
いりこ（ちりめ んじゃこでも可 ）
油………………………………
☆味噌…………………………
☆酒……………………………
☆砂糖…………………………
☆小麦粉………………………
☆水……………………………

作り方作り方

栄養価（1人分）

エネルギー：40kcal   塩分：0.6ｇ

管理栄養士　戸田友里

看護の日を記念したイベントが行わ
れました。詳しくは3ページをご覧く

ださい。
看護の日を記念したイベントが行わ

れました。詳しくは3ページをご覧く
ださい。

①ナスは5㎜幅の半月切りにし、水にさらしておく。
ピーマンは細切りにする。

②器に☆をあわせてこねておく。
③フライパンに油を熱し、いりこと水を切ったナス

を入れて炒める。
④さらにピーマンも入れ、しんなりするまで炒める。
⑤野菜に火が通ったら、弱火にして、２で練った☆を

入れる。
⑥粉に火が通り、ペースト状になったら出来上がり。

南東北夏まつりで使える クーポン券付き！
詳しくは５ページをご覧ください。

日 時：７月22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 ※雨天時は一部プログラムが変更となる場合がございます。

● 岩沼さくら幼稚園 園児の皆さんのお遊戯披露 　　　　 ● 「潮騒太鼓」による和太鼓ステージ
● Duoグループ「Feather(フェザー)」のライブイベント
● 豪華賞品が当たる？！「じゃんけん大会」　  　　　　　 ● 佐藤登喜雄さんの歌謡ショー♪
● 岩沼市の社会人を中心とした吹奏楽団「ウィンドアンサンブル ブレーメン」の演奏
● 毎年恒例の「よさこい踊り」 阿武隈沿線のよさこいグループと、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。）

キ
リ

ト
リ

線

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。

お得情報
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