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すべては患者さんのために

おしっこのモレ（尿失禁）を
自分で改善するには

副院長　人見浩
おしっこの問題（障害）は、色々とありますが今回は、

おしっこのもれ（尿失禁）についてのお話です。基本的には、

泌尿器科医を受診して相談なさるのが一番なのですが、

中々、恥ずかしくて受診出来ない方もおられると思います

ので、ご自分で出来る運動を数多くある中から、有効だと

思われる方法を今回は紹介することにしました。

尿もれの原因は、骨盤底筋の衰えで起こります。骨盤

底筋とは、恥骨尾骨筋や恥骨腸骨筋、尾骨筋などで構成

される骨盤の底部（下部）に広がるひし形をした筋肉群で、

尿道や膣、肛門を取り巻くようにあり、子宮や膀胱など

骨盤の上にある内臓を下から支えるとともに排尿、排便を

コントロールしています。

従来の骨盤底筋体操で効果が出る人も居ますが、効果を

実感できない人も多く居るようです。

骨盤底筋の衰えの原因の一つに、足の弱体化があると

思います。足の指の筋肉は、全身の筋肉と深くかかわり

合っています。小指を踏みしめるとお尻の側面にある

中臀筋、親指を踏みしめると太ももの内側にある内転筋、

全部の指を曲げると骨盤底筋に力が入ります。つまり、

足指を曲げる力が弱くなると骨盤底筋も弱くなるのです。

それでは、具体的にその方法を御紹介します。「骨盤

リズム弾み」（図）という方法ですが、両足を肩幅に開いて

立ち、つま先立ちの状態から、膝を使って腰を上下に

弾ませるように動かす筋力トレーニングです。

不安定なつま先立ちになるので、運動中に体がふらついて

しまう人は、壁に手をついたり、イスに手をかけたりして

安全に行って下さい。また、膝が痛む人や骨盤臓器胱と診断

されている人は、この方法は残念ながら勧められません。
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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4月の件数

ゴールデンウィークに岩手県の平泉へ行ってきました。この写真は、平泉駅から中尊寺へ

向かう途中で撮影した無量光院跡です。ポカポカとした陽気に包まれ解放的な空間で、

その場にいるだけでとてもリフレッシュできました。

これから梅雨の時期になりますが、どうしても雨が続くと気持ちが沈みがちになります。

日々の生活の中で上手に気分転換をして、はつらつと元気に過ごしていきたいですね。
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乳和食で
減塩！
乳和食で
減塩！

かぼちゃと茄子のミルク味噌汁

6月1日は国連食糧農業機関が定めた「世界牛乳の日」です。
日本酪農乳業協会では、世界牛乳の日以外に6月を「牛乳月間」と
定めています。

さて、皆さんは「乳和食」をご存知でしょうか？乳和食とは、味噌や
醤油などの和食でよく使用する調味料に牛乳のコクや旨味を組み
合わせることで減塩の効果が得られる調理法とされています。
また、和食に不足しがちなカルシウムを摂ることも出来ます。
今回は味噌と牛乳を合わせ少し早めの旬を感じる食材で味噌汁に
しました。カルシウムを補給しながら美味しく減塩をしていき
ましょう。
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[材料 ２人分]
かぼちゃ………………………
茄子……………………………
だし汁…………………………
味噌……………………………
牛乳……………………………

作り方作り方

栄養価（1人分）

エネルギー：73kcal   塩分：1.3ｇ

栄養管理課　管理栄養士　曵地望

医科歯科連携に関する協定を締結しました。詳しくは1ページをご覧ください。
医科歯科連携に関する協定を締結しました。詳しくは1ページをご覧ください。

①かぼちゃは厚さ1㎝程度で2㎝くらいの幅に
切る。

②茄子は1㎝程度の幅の輪切りにし、大きい
部分は半月切りにする。

③味噌と牛乳をしっかり混ぜ合わせる。
④鍋にだし汁とかぼちゃを入れ、火にかける。
⑤沸騰したら、茄子を加え中火で3分程度煮る。
⑥鍋に③を加え、しっかり溶かして火を止める。
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VoiceVoice 患者さんからの声

病院からの回答

ご意見
外来患者さんより

大変失礼致しました。点検を実施し、便座のネジを締め直し致しました。
また、他のトイレも点検とネジの締め直しを実施致しました。

東棟１階の女性用トイレの便座がグラッと動き、落ちそうになりました。点検して下さい。

入院患者さんより

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。

手術のお陰で命拾いをしました。本当にありがとうございます。これも先生をはじめとする職員の
皆様のお陰とひとえに思っております。今は、症状も改善し、ホッとしております。お礼の言葉

入院患者 ご家族さんより
お礼の言葉

担当看護師さんは、面会に行くと、どんなに忙しくてもいつも笑顔で声を掛けてくれました。
お陰ですぐに面会することが出来ました。本当に感謝しております。

病院からの回答

《参考》一般社団法人　Jミルクホームページ

か か と を 床 か ら５～
10cm上げる。つらい
人は床につけてもいい。

両足を肩幅程度に広く開き、つま先
立ちになる。つま先立ちのまま、
ひざを曲 げ て 腰を落とす（ ① の
姿勢）。次に、ひざを伸ばして腰を
上げ、体をまっすぐに伸ばす（②の
姿勢）。この①と②の動作を５回繰り
返 し て から 、① の 姿 勢 に なり、
５秒間、同じ姿勢を保持する。

肩幅程度に
広く開く

ゆっくり
５回
くり返す

横

息
を
吸
う

息
を
吐
く

① ②

●骨盤リズム弾み

《参考》武田淳也　http://www.pilates-lab.com/
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医科歯科連携に関する協定を締結しました
4月17日（火）、総合南東北病院と一般社団法人 岩沼歯科医師会 

医科歯科連携に関する協定書調印式が当院2階講堂で行われました。
この協定は、周術期並びにがん治療においてさらなる安心・安全な

医療サービスを地域の皆様に提供することを目的に、医科・歯科が
協働して周術期口腔ケアを施行する為の協議を重ね、宮城県内では
初めて歯科診療科のない民間病院と地元の歯科医師会との間での
医療連携事業が実現したものです。

式は、遠藤裕三 岩沼歯科医師会会長と松島忠夫 院長が協定書に
署名し、次いでご臨席頂いた菊地啓夫 岩沼市長、櫻井雅浩 宮城県

塩釜保健所所長、細谷仁憲 一般社団法人宮城県歯科医師会会長よりご祝辞を頂きました。
なお、本格運用に向けて3月に双方参加の連携シミュレーションを経て、4月から一部歯科診療所の先生方と試行

運用を開始しております。今後実績を重ねて7月の本格稼働まで更なる調整を進めて参ります。

生活習慣病セミナーのご案内
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。

６月14日（木）

６月28日（木）

■糖尿病教室
・楽しく始める～糖尿病の運動療法～（リハビリテーション科）
＊軽い運動が出来る服装でお越しください。

■ミニ健康講話
・床ずれを予防する栄養とは？（栄養管理課）
・減塩について（キユーピー株式会社）

午後 14:00 ～ 15:00　　　　  当院 1 階売店前時間 場所

日　時 講座名（講座担当）

※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。 

（左から）遠藤会長、松島院長

（左から）菊地市長、櫻井所長、細谷会長

薬は水以外で
飲んでよいもの？

薬局　薬剤師　菅沼健人

薬局だより

「水以外で薬は飲んでも良いですか」と患者さんから聞かれる事があります。今回は、
薬と飲み物についてお話します。

薬を飲む時は原則、水または白湯で飲む事が推奨されています。それは、薬が水に
溶ける事で吸収が良くなり、効果を発揮しやすいように出来ているからです。

紅茶、コーラ、コーヒーにはカフェインが含まれており、それらと一緒に薬を飲むと薬の種類によっては
カフェインの作用が強まり頭痛や動悸を起こす事があります。

抗生物質や骨粗しょう症の多くの薬は、牛乳と一緒に飲むことで牛乳に含まれるカルシウムが薬の成分と
結合してしまい効果が弱まるおそれがあります。ジュースの中では、グレープフルーツジュースが一部の
血圧を下げる薬と一緒に飲むと薬の作用が強く出てしまうことや、アルコールは薬と一緒に飲むことで薬の
作用が強く出たり、効果が低下することもあります。

このように、薬を水以外で服用すると思わぬ症状を引き起こす可能性もあるので、薬は水で飲むように
心がけましょう。粉薬が飲みにくいなどの場合はオブラートや服薬補助ゼリーの使用をお勧めします。

「虫刺され」にご注意‼
救急看護認定看護師　鎌田貴幸

認 定
看 護 師コラムコラム

梅雨の季節、6月になりました。もう少しで暑い夏がやってきます。この時期になると
屋外での活動が多くなり、いろいろな病気やけがのトラブルがあります。夏になると海水浴、
キャンプなどのレジャー・スポーツ中の事故やけが、高温多湿な場所での熱中症などが
あげられます。これらはいろいろな本や新聞・TVなどで多く取り上げられ、見ない日は
ないくらいです。この他にももっと身近なものに「虫刺され」があります。家の玄関から
ちょっと出ただけで虫刺されの危険にさらされ、屋内でもダニなどに刺される危険があり、一番身近な
ものではないかと思います。また、何に刺されたかにもよりますが、重症化すると命を落とすことにもなり
かねないことがあり、注意が必要です。

蚊やアブなどに刺されたときは患部が赤く腫れあがり、痛みや痒みがでます。対処方法は患部をよく
冷却し、強くかかないことが重要です。いつもより患部の腫れが強かったり、長引いたりするときは皮膚科
を受診しましょう。蚊やアブなどで重症化することは稀ですが、虫刺されで怖いのは蜂に刺された時です。
蜂に刺されると、稀にアナフィラキシーショックという非常に緊急性の高い重症な状態になることがあり
ます。アナフィラキシーの症状は、息苦しさや動悸、頭痛やめまい、全身の発疹などがあり、重症なものでは
意識を失うこともあります。刺されてすぐ症状が出ることもあれば数時間後に症状が出ることもあります。
何かに刺された時、いつもとおかしいなと感じたらすぐに医療機関に相談し、必要であれば受診する
ようにして重症化しないように気を付けましょう。
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第66回健康医学セミナーが開催されました
シリーズ 高齢者について

1．高齢者の歩行
リハビリテーション科　理学療法士　鈴木公二

ワンポイント

リハビリリハビリ
今回は高齢者の歩行についてお話していきたいと思います。まず始めに、高齢者の歩行には以下のような特徴が

あります。

高齢になると上記のような歩行の特徴がみられます。また、65歳以降から急速に歩く速度が遅くなります。
このような歩き方は、転倒しないように足の幅を大きくする事でバランスを保ちながら腰を曲げて歩き、一歩で進む
距離を短くしてエネルギー消費を最小限に抑える為とされています。

これは、足腰の筋力が衰え、脊柱や股関節・膝関節・足関節の動かせる範囲が狭く
なる事が1つの原因となります。また、加齢による呼吸機能・心肺機能の低下により
疲れやすい体となる事が挙げられます。脳梗塞やパーキンソン病・骨折や肺炎等の
疾患が原因になる事もあります。

これらの要因が重なる事で徐々に運動機会が減少し、歩くために必要な筋肉を
十分に動かす事が出来なくなり、姿勢不良にも陥ります。

歩行を安定させるには、姿勢を保つために必要な全身の筋肉をバランス
よく鍛える必要があります。そのような筋肉を『抗重力筋』（図）といいます。
また、足腰を中心とした全身の関節が硬くならないようにストレッチを行う
事も重要です。

むやみやたらに体を動かすのでなく、目的をもって効果的に体を鍛える
事が必要です。

第66回健康医学セミナーが４月21日（土）オークプラザ イベントホール
（角田市）で開催され、75名の方が参加しました。今回は西村真実 院長
代行・脳神経外科部長・脳卒中センター長が「脳外科手術で治る病気
―脳動脈瘤・脳腫瘍 その他の疾患―」と題して話しました。

西村先生は、脳動脈瘤や顔面けいれん・三叉神経痛などの病態や検査、
治療について、実際の症例を交えながら解説しました。破裂脳動脈瘤による
くも膜下出血に関しては、突然死の原因にもなり死亡率は30～40%に
上ると示し、「未破裂脳動脈瘤を発見して治療を施し、未然にくも膜下出血を

防ぐことが大切です」と話しました。
講演後には、セミナーで説明された治療法などに関する質問が寄せられ、今回のテーマに対する関心の高さが

うかがえました。

出前ミニ健康講話が行われました
栄養管理課　管理栄養士　曵地望
5月9日（水）岩沼市の二木西集会所で、

「認知症を予防する食事」というテーマで
出前ミニ健康講話が行われ、約20名の方が
参加されました。今回は、「竹駒長寿会」の
皆さんからの依頼で栄養管理課 管理
栄養士 曵地望が講師を務めました。

認知症を予防する食事はバランス良く
食べて頂くことが基本であり、主食+主菜+副菜をそろえる大切さを伝えました。また、和食は認知症予防に効果的
ですが、たんぱく質や脂質が不足してしまうと低栄養となり、認知機能の低下を早める恐れがあると言われています。
講話の中では低栄養チェックと題し、痩せすぎていないかを確認するために体格指数の計算や指輪っかテスト（※1）
などを行いました。さらに、10の食品群の頭文字をとった「さあ にぎやか（に）いただく」（※2）を合言葉に、食事の
バランスがとれているかの確認を実践しました。

参加者の皆さんは、実際に指輪っかテストや食事バランス
チェックをしたり、話し合いながら確認をしたりと楽しみながら
聞いていらっしゃいました。

※1．指輪っかテスト：ふくらはぎの最も太い部分を両手の
親指と人差し指で囲んで筋肉量の低下がないか確認する方法。

※2．さあ にぎやか（に）いただく：ロコモチャレンジ ！推進
協議会が考案した低栄養防止のための合言葉。

講師の西村真実院長代行 講演前に行われた医療相談会の様子 司会を務めた菊地修事務長

●高齢者の歩行の主な特徴

●なぜこのような歩行になるのか…

●歩行能力を向上させるには

増加するもの 減少・低下するもの
歩隔（歩行中の両足の幅）
立脚期（歩行中の足が地面に着いている時間）
体幹動揺（歩行中に体が左右に揺れる）

歩行速度
歩幅（一歩で進む距離）
歩行率（一定時間に何歩進んだか）
股関節、膝関節、足関節の運動範囲

※今後は高齢者が転倒しやすい理由や、高齢者に合わせた運動方法についてご紹介しますので、ぜひご覧ください。

《参考》大内尉義：標準理学療法学・作業療法学　老年学　第3版：92̶93，2010
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すべては患者さんのために

おしっこのモレ（尿失禁）を
自分で改善するには

副院長　人見浩
おしっこの問題（障害）は、色々とありますが今回は、

おしっこのもれ（尿失禁）についてのお話です。基本的には、

泌尿器科医を受診して相談なさるのが一番なのですが、

中々、恥ずかしくて受診出来ない方もおられると思います

ので、ご自分で出来る運動を数多くある中から、有効だと

思われる方法を今回は紹介することにしました。

尿もれの原因は、骨盤底筋の衰えで起こります。骨盤

底筋とは、恥骨尾骨筋や恥骨腸骨筋、尾骨筋などで構成

される骨盤の底部（下部）に広がるひし形をした筋肉群で、

尿道や膣、肛門を取り巻くようにあり、子宮や膀胱など

骨盤の上にある内臓を下から支えるとともに排尿、排便を

コントロールしています。

従来の骨盤底筋体操で効果が出る人も居ますが、効果を

実感できない人も多く居るようです。

骨盤底筋の衰えの原因の一つに、足の弱体化があると

思います。足の指の筋肉は、全身の筋肉と深くかかわり

合っています。小指を踏みしめるとお尻の側面にある

中臀筋、親指を踏みしめると太ももの内側にある内転筋、

全部の指を曲げると骨盤底筋に力が入ります。つまり、

足指を曲げる力が弱くなると骨盤底筋も弱くなるのです。

それでは、具体的にその方法を御紹介します。「骨盤

リズム弾み」（図）という方法ですが、両足を肩幅に開いて

立ち、つま先立ちの状態から、膝を使って腰を上下に

弾ませるように動かす筋力トレーニングです。

不安定なつま先立ちになるので、運動中に体がふらついて

しまう人は、壁に手をついたり、イスに手をかけたりして

安全に行って下さい。また、膝が痛む人や骨盤臓器胱と診断

されている人は、この方法は残念ながら勧められません。

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。

5

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4月の件数

ゴールデンウィークに岩手県の平泉へ行ってきました。この写真は、平泉駅から中尊寺へ

向かう途中で撮影した無量光院跡です。ポカポカとした陽気に包まれ解放的な空間で、

その場にいるだけでとてもリフレッシュできました。

これから梅雨の時期になりますが、どうしても雨が続くと気持ちが沈みがちになります。

日々の生活の中で上手に気分転換をして、はつらつと元気に過ごしていきたいですね。

編 集

後 記

４月の救急車搬入件数

岩　沼

名　取

亘　理

66（79）台

51（59）台

65（53）台

　　23（  25）台

　　４（    6）台

209（222）台

仙　南

その他

合　計

乳和食で
減塩！
乳和食で
減塩！

かぼちゃと茄子のミルク味噌汁

6月1日は国連食糧農業機関が定めた「世界牛乳の日」です。
日本酪農乳業協会では、世界牛乳の日以外に6月を「牛乳月間」と
定めています。

さて、皆さんは「乳和食」をご存知でしょうか？乳和食とは、味噌や
醤油などの和食でよく使用する調味料に牛乳のコクや旨味を組み
合わせることで減塩の効果が得られる調理法とされています。
また、和食に不足しがちなカルシウムを摂ることも出来ます。
今回は味噌と牛乳を合わせ少し早めの旬を感じる食材で味噌汁に
しました。カルシウムを補給しながら美味しく減塩をしていき
ましょう。

●
●
●
●
●

[材料 ２人分]
かぼちゃ………………………
茄子……………………………
だし汁…………………………
味噌……………………………
牛乳……………………………

作り方作り方

栄養価（1人分）

エネルギー：73kcal   塩分：1.3ｇ

栄養管理課　管理栄養士　曵地望

医科歯科連携に関する協定を締結しました。詳しくは1ページをご覧ください。
医科歯科連携に関する協定を締結しました。詳しくは1ページをご覧ください。

①かぼちゃは厚さ1㎝程度で2㎝くらいの幅に
切る。

②茄子は1㎝程度の幅の輪切りにし、大きい
部分は半月切りにする。

③味噌と牛乳をしっかり混ぜ合わせる。
④鍋にだし汁とかぼちゃを入れ、火にかける。
⑤沸騰したら、茄子を加え中火で3分程度煮る。
⑥鍋に③を加え、しっかり溶かして火を止める。
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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６月 号

総合南東北病院

90g
小２本
300ml
大さじ１杯
大さじ１杯

VoiceVoice 患者さんからの声

病院からの回答

ご意見
外来患者さんより

大変失礼致しました。点検を実施し、便座のネジを締め直し致しました。
また、他のトイレも点検とネジの締め直しを実施致しました。

東棟１階の女性用トイレの便座がグラッと動き、落ちそうになりました。点検して下さい。

入院患者さんより

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。

手術のお陰で命拾いをしました。本当にありがとうございます。これも先生をはじめとする職員の
皆様のお陰とひとえに思っております。今は、症状も改善し、ホッとしております。お礼の言葉

入院患者 ご家族さんより
お礼の言葉

担当看護師さんは、面会に行くと、どんなに忙しくてもいつも笑顔で声を掛けてくれました。
お陰ですぐに面会することが出来ました。本当に感謝しております。

病院からの回答

《参考》一般社団法人　Jミルクホームページ

か か と を 床 か ら５～
10cm上げる。つらい
人は床につけてもいい。

両足を肩幅程度に広く開き、つま先
立ちになる。つま先立ちのまま、
ひざを曲 げ て 腰を落とす（ ① の
姿勢）。次に、ひざを伸ばして腰を
上げ、体をまっすぐに伸ばす（②の
姿勢）。この①と②の動作を５回繰り
返 し て から 、① の 姿 勢 に なり、
５秒間、同じ姿勢を保持する。

肩幅程度に
広く開く

ゆっくり
５回
くり返す

横

息
を
吸
う

息
を
吐
く

① ②

●骨盤リズム弾み

《参考》武田淳也　http://www.pilates-lab.com/




