
今月の表紙写真は、竹駒神社どんと祭裸参りの様子を掲載しました。この日、最低気温は氷点下。
夜は一層寒かっただろうと思われます。しかし、参加した職員は誰も風邪を引いていませんでした。
御神火にあたっているときは、さぞかし暖かかったのだろうと思ったのですが、「暖かさで気が緩み、
逆に寒さをひしひしと感じた」と話すWさん。気合いも大切なのですね。

寒さに耐えて一心に今年の無病息災などを祈願する姿はとても素敵でした。見ているだけで、
気が引き締まります。主催の岩沼市商工会青年部の皆様をはじめ、総勢170名の参加者の皆様、
本当にお疲れ様でした。
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すべては患者さんのために

整形外科の中にはこんな病気もあります！

整形外科　金内洋一

肺がん、胃がん、大腸がんの発生率は年齢と共に

高くなるため、これらの病気についてご存知の方も

多いと思います。一方、整形外科の分野でも、骨や

筋肉、脂肪などから悪性のデキモノ（腫瘍）が発生す

ることがありますが、ご存知の方はどれくらい

いらっしゃるでしょうか。

骨からできた腫瘍は骨腫瘍、骨や歯以外の柔らかい

組織からできた腫瘍を軟部腫瘍といいます。世界

保健機関の2013年新分類によると、骨腫瘍は

50種類以上あり、そのうち約半分は悪性です。一方、
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（にくしゅ）」と呼ばれます。
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腫瘍から、10－20歳代の若者にできやすい腫瘍まで

あります。しかし、肉腫の発生数は非常に低く、人口
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ユーイング肉腫などがあり、悪性軟部腫瘍では、脂肪

肉腫、悪性線維性組織球腫、平滑筋肉腫などがあり

ます。これら肉腫の多くは痛みを伴わずに数か月単位で
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数か月の単位で、急に体の一部が腫れたり、何か
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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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春の
    彩り♪

春の
    彩り♪さやえんどうと玉ねぎの卵とじ

3月8日は、「さやえんどうの日」です。東北では6月頃から
収穫されますが、関東より南の地域では春から収穫が始まり
ます。さやえんどうは、えんどう豆を若いうちに収穫しさやの
まま食べる緑黄色野菜です。抗酸化作用のあるカロテンが
豊富で、生活習慣病予防や、皮膚・粘膜を丈夫にしてくれる
働きが期待できます。やさしい味と彩りで、春を感じてみては
いかがでしょうか？
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[材料 ３～４人分]
さやえんどう…………………
玉ねぎ…………………………
卵………………………………
☆水……………………………
☆麺つゆ（３倍希釈）…………
☆砂糖…………………………
☆みりん………………………

作り方作り方

栄養価（1人分）

エネルギー：75kcal   塩分：0.8ｇ

栄養管理課　管理栄養士　森屋香奈子

竹駒神社どんと祭裸参りの様子。詳しくは1ページをご覧ください。
竹駒神社どんと祭裸参りの様子。詳しくは1ページをご覧ください。

①玉ねぎを薄くスライスする。
②さやえんどうはへたとすじを取って食べやすい

大きさに切る。
③なべに☆の調味料を全て入れ、玉ねぎを中火で

煮る。この間に卵を溶いておく。
④玉ねぎがしんなりしてきたら、さやえんどうを

入れ少し煮る。
⑤溶き卵を入れて全体をざっくり混ぜる。
⑥卵に火が通ったらできあがり。
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中１個
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大さじ１と1/3
小さじ1/2
小さじ1/2強

生活習慣病セミナーのご案内

※演題名は変更になる場合がございますので、
　ご了承ください。

地域の皆さんが健康で楽しく生活するための「良い生活習慣」のヒントとなれるよう、セミナーを
開催しています。事前予約は不要です。お気軽にご参加ください。

日　時 講座名（講座担当）

３月８日（木）
■糖尿病教室
・糖尿病合併症について
（糖尿病代謝科　山田哲也先生）

14:00 ～ 15:00　　　　    当院２階講堂時間 場所

次年度もセミナーを開催予定です。
院内掲示版やホームページで随時お知らせいたします！
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糖尿病教室が行われました
糖尿病教室が1月11日（木）午後2時から行われ、17名の方が参加

しました。今回は、リハビリテーション科　佐々木美恵理学療法士が
「自宅でもできる糖尿病に対する運動療法」というテーマで話しました。

まず、糖尿病の病態や合併症、治療法、運動の効果について講義が
ありました。治療法は食事療法・運動療法・薬物療法の3つで、これらを
バランスよく実施することで血糖値が安定するとのことです。

運動には「レジスタンス運動」（腕立て伏せ、スクワットなど）と「有酸素
運動」（歩行やジョギング、水泳など）の2種類あり、組み合わせて行うことで、より血糖コントロール状態が
改善されるため効果的とのことでした。

講義後は、入念にストレッチをしてから、スクワットや踵上げ、膝伸ばしなど10種類のレジスタンス運動を
行いました。腹筋に関しては、仰向けになり上体を起こすというイメージがありましたが、立ち姿勢や座った
ままでも鍛えられる運動があることに驚きました。ちょっとした空き時間で気軽に行えそうですね。

最後に、佐々木さんは「ご自身の血糖値やその日の体調を把握し、無理のない範囲で運動を行いましょう。
運動は継続が大事です。日常生活の中から工夫し、まずは軽い運動からはじめてみましょう」と呼びかけました。

VoiceVoice 患者さんからの声

病院からの回答

リハビリ職員が同室の患者さんと大きい声で話したり、笑ったりしています。
その患者の方は、手術も終わり、快方に向かっているようですが、
私の手術はこれからなのです。静かな声でお願い致します。

入院患者さんより
ご意見

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、ご家族の皆さんに
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。病院からの回答

看護師さんの親近感のある話し方・優しさ・心強さは、尊敬に値するプロの仕事だと
感じました。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

大変失礼致しました。難聴の方や意識レベルが低下された方にリハビリを実施する
際は、やむを得ず、大きな声で話すこともございますが、同室の方への配慮が欠けて
おりました。同室の患者さんへの配慮を徹底すると共に、病室でのリハビリの際は、
大きな声は必要最小限にすること・笑い声は控えることを職員へ周知致しました。

おくすり手帳を活用しよう
薬局　薬剤師　菅沼健人

薬局だより

おくすり手帳とは、自分が使っている薬の名前・量・日数・使用法などを記録できる手帳です。副作用歴、
アレルギーの有無、過去にかかった病気、体調の変化などについても記入できます。処方された薬を
もらったときに、おくすり手帳をもらった経験はあるでしょうか。人によっては、その都度新しいおくすり
手帳を渡されることもあるかもしれません。

おくすり手帳は、複数の医療機関を受診している場合に、くすりの相互作用、重複
投与、副作用を避けるために大切なものです。病院や薬局ごとに別々のおくすり
手帳を作らず1冊にまとめて、受診する際には必ず持参するようにしましょう。

おくすり手帳をつけていると、災害時や非常時にかかりつけ医や薬局と連絡が
とれないときや、救急のときなども飲んでいる薬を正確に伝えることができ、医師の
判断にも役立ちますので、常に携帯することをお勧めします。

初参加！竹駒神社どんと祭裸参り

竹駒神社どんと祭裸参り（主催 岩沼市商工会青年部）が1月14日（日）に行われ、当法人として初参加しました。
参加希望者を募って集まった20代～40代のやる気に満ち溢れた男性職員15名は、職員から活躍に期待を

込めた激励の言葉を送られて当日を迎えました。さらし姿となり口に含み紙をくわえ、寒さに耐えながら
１時間ほど市内の商店街などを練り歩いた後、竹駒神社へ到着。御神火にあたり今年一年の無病息災などを
祈願しました。

参加者の声　南東北相談支援センター　南部圭介さん
初めて参加しましたがとても寒かったです。無事に竹駒神社にたどり着き今年一年の無病息災を願いました。

一番寒い時期にこういった伝統行事に参加できたことはとても良い経験になりました。また来年も参加し、
職員との親睦を深めながら地域を盛り上げていきたいと思います。

御神火にしめ縄を投げ入れる様子 集合場所：岩沼市体育センター
各団体、スポーツ少年団などから
170名の方が参加したそうです

ストレッチ スクワット 腹筋運動
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肩の痛みについて
Part2

リハビリテーション科　作業療法士　岩谷知美

ワンポイント

リハビリリハビリ
前回は肩の構造や痛みの原因についてお話ししました。今回は40～60代の女性に多く見られる

肩関節周囲炎(五十肩)に対する、日常生活での注意事項や運動療法について紹介します。

【肩関節周囲炎(五十肩)と言われたら・・・(日常生活の注意事項)】
①夜間や寝るときなどは肩を冷やさないようにしましょう
②ぬるいお風呂にゆっくり入り、入浴中は肩の運動を行いましょう
③痛い肩は過剰に保護せず、生活の中で痛みに合わせ動かしましょう

【運動療法】背中や肩の凝り、筋肉をほぐす効果がある4つの運動を紹介します。

●両手を頭の後ろで組み、後頭部に
　あてがった腕を可能な範囲で前後に
　開閉させます。

●腰の後ろで痛みがある方の手を
　つかみ、(痛みがない方の手で)腕を
　上下させます。

●机などに手をかけ、痛みのある方の
　手で重りを持ち(2kg程度)、
　ゆっくりと円を書くように回します。

●タオルを両手に持ちます。
　背筋はまっすぐ伸ばした状態で行いましょう。

①顔の高さから頭の上まであげ、その位置から頭の後方へ持っていく

②横(左右)に倒す

①1つの運動を1～2分、1日に数回行いましょう
②入浴後に行うとより効果的です
③痛みがひどいときは運動を行わないようにしましょう

参考：どこでもできる五十肩の運動療法（監修 東京都リハビリテーション病院、著者 林泰史）

ポイント

病院探検ツアーが開催されました

病院探検ツアーが12月27日（水）に開催され、小学校3年生から6年生までの合計5名が参加しました。
今回は放射線科を探検しました。まず初めに太田運良主任が当院で使用しているMRIなどの機器に

ついて説明しました。次に、撮影画像を見ながら、体のどこの部分かを当てるクイズを行いました。子ども
たちは普段見ることのない体内部の写真を見て驚いていました。最後に、PETセンターに移動し特殊な
検査薬を使用してがんを発見するPET-CT装置を見学しました。

皆さんは普段見ることのない機器に触れることで、病院における放射線科の重要性について学ぶことが
できたようです。

帯状疱疹について
感染制御実践看護師　佐々木 みゆき

認 定
看 護 師 コラムコラム

今回は新しい話題をお知らせしたいと思います。
皆さんは帯状疱疹をご存知ですか？昔は「つづらご」といった方もいたようですが…。
身体の左右どちらか一方にチクチク・ピリピリとした痛みを感じた後に赤い斑点と水ぶくれが帯状に

現れる病気です。帯状に出現するため「帯状疱疹」と言われています。
発症しやすい年齢は50歳から70歳代とされ、原因は身体の中に潜んでいた水痘・帯状疱疹ウイルスに

よって発症します。ですから幼少期に水痘（みずぼうそう）にかかったことのある方はだれでも発症する
可能性があります。また、ふつうは赤い斑点と水ぶくれが治れば痛みもなくなりますが、一部の方にピリピリ
とした痛みが残る場合があります。それを「帯状疱疹後神経痛」といい、ウイルスによる神経線維の
ダメージによって引き起こされ神経痛に悩ませられます。神経線維の修復には2から3年かかるといわれて
います。

このような痛みに悩ませられないよう2016年3月から、この帯状疱疹の発症を予防するため予防接種を
受けられるようになりました。（現在当院では予防接種は行っておりません。）

現時点では肺炎球菌ワクチンのように高齢者の定期接種とはなっていません。しかし、希望すれば受け
られる施設もあるようです。適応は50歳以上で費用は保険が適応しませんので約1万円程度かかるよう
です。アメリカでは60歳以上の成人に接種した効果を判定したところ帯状疱疹発症予防が39.6％、帯状
疱疹後神経痛予防については60.1％予防効果があったと報告されています（接種後5年以内の結果）。
日本でもこのような報告を受けて、厚生労働省は現在、高齢者の定期接種を検討し始めました。
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肩の痛みについて
Part2

リハビリテーション科　作業療法士　岩谷知美
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すべては患者さんのために

整形外科の中にはこんな病気もあります！

整形外科　金内洋一

肺がん、胃がん、大腸がんの発生率は年齢と共に

高くなるため、これらの病気についてご存知の方も

多いと思います。一方、整形外科の分野でも、骨や

筋肉、脂肪などから悪性のデキモノ（腫瘍）が発生す

ることがありますが、ご存知の方はどれくらい

いらっしゃるでしょうか。

骨からできた腫瘍は骨腫瘍、骨や歯以外の柔らかい

組織からできた腫瘍を軟部腫瘍といいます。世界

保健機関の2013年新分類によると、骨腫瘍は

50種類以上あり、そのうち約半分は悪性です。一方、

軟部腫瘍は骨腫瘍より種類が多く、120種類以上

あり、そのうち30種類以上が悪性です。肺や消化管

などから発生した悪性腫瘍は「がん」と呼ばれますが、

骨や筋肉、脂肪などからできた悪性腫瘍は「肉腫

（にくしゅ）」と呼ばれます。

がんの発生率は、高齢になるほど上昇します。

しかし、肉腫は種類によって高齢者にできやすい

腫瘍から、10－20歳代の若者にできやすい腫瘍まで

あります。しかし、肉腫の発生数は非常に低く、人口

100万人あたり6人未満であり、「希少がん」とよばれ

ます。発生頻度は非常に低いですが、すべての年代の

方々に発症する可能性があるので注意が必要です。

代表的な悪性骨腫瘍では、骨肉腫、軟骨肉腫、

ユーイング肉腫などがあり、悪性軟部腫瘍では、脂肪

肉腫、悪性線維性組織球腫、平滑筋肉腫などがあり

ます。これら肉腫の多くは痛みを伴わずに数か月単位で

徐々に体の一部が腫れてきたり、膨らんできたりという

症状が多く、病院受診が遅れ、診断が遅れたために

発見時には肺に転移していることがしばしばあります。

これまでの生活の中で、「小さい腫瘍は良性で

ある」、「痛くない腫瘍は悪性ではない」という話を

聞いたことがあるかもしれません。しかし、小さい

腫瘍や痛みを伴わない腫瘍でも悪性のものがあり、

安易に大丈夫だと放置すると生命を脅かす場合が

あります。

数か月の単位で、急に体の一部が腫れたり、何か

デキモノが急に大きくなったりした場合は、ごく

まれにですが、「肉腫」の可能性があります。

その際は、MRI検査やCT検査を行い診断をして

いき、適切な施設での手術が必要になります。

数か月単位で大きくなるデキモノができた場合は、

まずは病院を受診し、ご相談ください。

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29年１月の件数

今月の表紙写真には、竹駒神社どんと祭裸参りの様子を掲載しました。この日、最低気温は氷点下。
御神火にあたっているときは、さぞかし暖かかったのだろうと思ったのですが、「暖かさで気が緩み、
逆に寒さをひしひしと感じた」と話すWさん。気合も大切なのですね。

私はどんと祭には参加できなかったのですが、寒さに耐え一心に今年の無病息災を祈願する姿を
写真で見るだけでも、気が引き締まりました。

編 集

後 記

１月の救急車搬入件数

岩　沼

名　取

亘　理

63（73）台

66（48）台

64（59）台

　　24（  12）台

　　4（    2）台

　221（194）台

仙　南

その他

合　計

春の
    彩り♪

春の
    彩り♪さやえんどうと玉ねぎの卵とじ

3月8日は、「さやえんどうの日」です。東北では6月頃から
収穫されますが、関東より南の地域では春から収穫が始まり
ます。さやえんどうは、えんどう豆を若いうちに収穫しさやの
まま食べる緑黄色野菜です。抗酸化作用のあるカロテンが
豊富で、生活習慣病予防や、皮膚・粘膜を丈夫にしてくれる
働きが期待できます。やさしい味と彩りで、春を感じてみては
いかがでしょうか？

●
●
●
●

[材料 ３～４人分]
さやえんどう…………………
玉ねぎ…………………………
卵………………………………
☆水……………………………
☆麺つゆ（３倍希釈）…………
☆砂糖…………………………
☆みりん………………………

作り方作り方

栄養価（1人分）

エネルギー：75kcal   塩分：0.8ｇ

栄養管理課　管理栄養士　森屋香奈子

竹駒神社どんと祭裸参りの様子。詳しくは1ページをご覧ください。
竹駒神社どんと祭裸参りの様子。詳しくは1ページをご覧ください。

①玉ねぎを薄くスライスする。
②さやえんどうはへたとすじを取って食べやすい

大きさに切る。
③なべに☆の調味料を全て入れ、玉ねぎを中火で

煮る。この間に卵を溶いておく。
④玉ねぎがしんなりしてきたら、さやえんどうを

入れ少し煮る。
⑤溶き卵を入れて全体をざっくり混ぜる。
⑥卵に火が通ったらできあがり。
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警察署

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

み な・み な・ねっと３月 号

総合南東北病院

20さやくらい
中１個
２個
100cc
大さじ１と1/3
小さじ1/2
小さじ1/2強

生活習慣病セミナーのご案内

※演題名は変更になる場合がございますので、
　ご了承ください。

地域の皆さんが健康で楽しく生活するための「良い生活習慣」のヒントとなれるよう、セミナーを
開催しています。事前予約は不要です。お気軽にご参加ください。

日　時 講座名（講座担当）

３月８日（木） ■糖尿病教室
・糖尿病合併症について（糖尿病代謝科　山田哲也先生）

14:00 ～ 15:00　　　　    当院２階講堂時間 場所

次年度もセミナーを開催予定です。
院内掲示版やホームページで随時お知らせいたします！


