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すべては患者さんのために

骨粗しょう症の検査を受けましょう（パート2）！

整形外科　嶋﨑睦

2017年6月号の本誌を記憶している方はいらっ

しゃいますか？タイトルは「骨粗しょう症の検査を

受けましょう！」でした。先日、当院に新しい骨密度

検査が導入されましたので、パート2としてお話し

させてください。

骨は大きく分けて2つの成分、①カルシウムや

リンなどのミネラル（骨塩）と、②コラーゲンなどの

タンパク質（骨基質）からできた、鉄筋コンクリートの

ような構造をしています。骨粗しょう症とは、①と

②をあわせた骨量が減少した結果、骨が弱くなり、

骨折の危険性が高くなる病気です。骨粗しょう症を

診断・治療する際に、骨密度が利用されます。骨密度

とは、骨を構成するミネラルがどのくらい詰まって

いるかの指標です。

我が国の骨粗しょう症の診断基準は、以下の3つ

です。

1） 弱い外力（立った姿勢からの転倒か、それ以下

の力）によって発生した背骨や大たい骨の骨折が

ある場合（骨密度に関わらず）。

2） 弱い外力によって発生した背骨や大たい骨

以外の骨折がある場合、骨密度が若い成人に比べて

80％未満であるとき。

3） 骨折がない場合、骨密度が若い成人に比べて

70％未満であるとき。

やっかいなことに、骨はもろくなっても自覚症状が

ないため、自分では骨粗しょう症とは気づかずに、

骨折して初めて気づく人が多いのが 現 状です。

当科の入院診療では、そのような方々を対象として、

日々、骨折の手術をしています。大たい骨の骨折

では、手 術しても、残念ながら寝たきりとなって

しまう方も少なくありません。

当院に導入された新しい骨密度検査は、X線を

用いて、背骨と大たい骨に含まれるミネラル量を評価

することができますので、骨粗しょう症の診断・治療

はもちろん、歩行能 力 低下の原因になりやすい

大たい骨骨折のリスク評価に優れています。

特に、女性は閉経後、骨密度が低くなります。女性

ホ ル モンに は骨を 壊 すの を 抑 える 働 き が あり

ますが、閉経すると女性ホルモンがほとんどなく

なるので、閉経後の10年間で骨密度は急激に低下

します。転倒し、骨折して初めて気づく前に、まずは

ご自分の骨が健康かどうか、骨密度の検査を受けて

みることをおすすめします。

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6月の件数

今月号の表紙には防災訓練の写真を掲載しましたが、この日は霧雨で蒸し暑い天気でした。主な避難
経路は階段で、むっとする空気の中、迅速に避難誘導する職員らの邪魔にならないよう撮影しました。私が
防災訓練に初めて参加した時、大きな一眼レフを持参して撮影に臨んだものの職員の動きについていけず
苦労しましたが、コンパクトサイズのデジカメを使うことで、スムーズにできるようになりました。今後も
工夫をしながら当院の取り組みをわかりやすく写真でお伝えできるよう励んでいきたいと思います。
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ザクザク食感
♪

ザクザク食感
♪ じゃこ天 [材料 ６枚分]

魚のすり身………………………
卵…………………………………
片栗粉……………………………
塩…………………………………
揚げ油……………………………

作り方作り方

栄養価（1枚あたり）

エネルギー：360kcal   塩分：0.3ｇ

管理栄養士　戸田友里

防災訓練が行われました。イーバック＋チェア（階段避難車）を使った搬送訓練の様子です。

詳しくは2ページをご覧ください。防災訓練が行われました。イーバック＋チェア（階段避難車）を使った搬送訓練の様子です。

詳しくは2ページをご覧ください。

①魚のすり身をフードカッターにかける。
②材料を全て入れて、さらにフードカッターに

かける。
③ボウルに移し、10回ほど打ちつけて空気を抜く。
④6等分に分けて形を整える。
⑤油で揚げたら出来上がり。
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VoiceVoice 患者さんからの声

病院からの回答

ご意見
入院患者さんより

大変失礼致しました。洗浄剤の拭き取りが足りなかったのか、多少のべたつき感がございました。
清掃業者スタッフ全員に拭き残しの無いように周知・徹底を図りました。

病棟のトイレの床がベタベタします。もっときれいに掃除して欲しいです。

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。

入院患者さんより
お礼の言葉

今回、手術を受けましたが、予想していたより傷痕が目立たず、感激致しました。
術後も傷の痛みや胃のムカムカ感に迅速に対応して頂いたので、安心して入院生活を過ごすことが
出来ました。細やかな気配りがとても行き届いている様に思います。本当に感謝しております。

病院からの回答

じゃこ天は、愛媛県（特に宇和島市）にて食べられる
郷土料理です。魚のすり身を油で揚げた料理ですが、由来
については様々な説があります。「ホタルジャコ」を使用
することから「じゃこ天」と呼ばれる説や、宇和島で漁獲
される様々な小魚（雑魚）を使用することから「雑魚天」と
呼ばれる説。また、そのルーツは、伊達秀宗が仙台の料理
をしのんで作られたとも言われています。伊達秀宗は、
宇和島の初代藩主ですが、伊達政宗の長男であり、仙台と

歴史的な関わりがあります。愛媛県のスーパーでは野菜
入りのじゃこ天など、様々な種類が並んでいるそうです。
さつま揚げに似ていますが、さつま揚げは、魚のすり身を
滑らかなペースト状になるまで練り上げていますが、
じゃこ天は、小魚を丸ごと使用し、すり身状にしたものを
揚げるため、小骨などの硬さが残り、ザクザクとした食感
です。魚を丸ごと使用するため、カルシウムやDHA・EPA
など魚の栄養分が豊富に含まれています。
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お薬の飲み忘れを
防ぐためには

薬局　薬剤師　菅沼健人
薬局だより

処方されたお薬を飲み忘れした事がある方は多いのではないでしょうか。今回は飲み忘れの原因と
防ぐ方法についてお話しします。
飲み忘れの原因としては、これといった自覚症状が無い（痛みなど）ためについうっかり服用を忘れて

しまう「うっかり忘れ」や、飲み方が複雑になる事で記憶があいまいになり飲み忘れをしてしまうケースが
多いようです。
次に、飲み忘れを防ぐ代表的な方法について挙げてみます。
①袋などを利用して飲む時間帯ごとに分類…朝・昼・夕など袋を用意して、その袋に1回分ずつ入れ
　　ます。
②一包化…飲む時間帯ごとに一つのパッケージにします。多くの調剤薬局で行っているため、医師
　　や薬剤師に相談してみてください。
③カレンダー等を利用…曜日ごと・飲む時間ごとの仕切りやポケットがついている箱、カレンダー等が
　　市販されています。
この他にも様々な方法がありますので、自分にあったやり方を探してみてはいかがでしょうか。
治療効果を得るためにも、正しく服用できなかった場合は正直に医師や薬剤師に報告するように
しましょう。お薬と上手に付き合い、飲み忘れのない様にしましょう。

火災を想定した防災訓練を行いました

階段から避難する職員 スモークマシンを使った煙道体験

6月28日（木）午後2時から、職員による防災訓練を行いました。今回は、東3病棟洗面所で火災が
発生したことを想定した訓練でした。岩沼市消防署にご協力を頂き、スモークマシンを使った煙道
体験も行われました。
火災発生と共に全館へ緊急放送が流れると、ただちに職員が病棟内の安全を確認し、自衛消防隊
による初期消火を開始しました。また、職員が患者役となり、イーバック＋チェアを用いて避難場所へ
搬送する訓練も実施されました。災害時は階段での搬送となるため、複数の職員が声を掛け合い
ながら、慎重に行っていました。
参加した職員は、災害時の任務分担を確認すると共に、安全かつ連携して対応することの大切さを
再認識する良い機会となったようです。
当院では年2回、火災や地震を想定した防災訓練を実施しており、日頃から防災意識を高め、災害に
備えております。今回の訓練を生かし、災害発生時に適切な対応を行えるよう職員一丸となって努めて
参ります。

※

※「イーバック＋チェア」：座ったままで階段を降りることができる器具

認知症で起こる行動・
心理症状とその対応②～徘徊～

認知症看護認定看護師　細矢愛実

認 定
看 護 師コラムコラム
今回は、徘徊についてお伝えします。
徘徊というのは、援助者にとっては悩ましい

症状のひとつだと思われます。しかし、認知症者
本人にとっては、目的を持った行動なのです。
徘徊は、記憶障害や見当識障害が影響して
起こります。
記憶障害によって、本来果たすべき目的が

何だったのかを忘れてしまう、道順を忘れて
しまう、などがあります。また、時の見当識が
障害されると、認知症者にとっての“いま”が、
現在と過去が混同したり、過去の記憶を現在
のことのように認識し、それに基づいて行動を
起こすことがあります。例えば、自宅を家と
認識できず、実家を自宅と認識してそこに
帰ろうとして行動を起こす事があります。
また、環境に対する不快感・不満感が募ると徘徊に繋がることもあります。
徘徊が見られる時の対応としては、【本人の目的を探る】ことが必要です。目的を達成することが出来れば徘徊症状は落ち

着いてくることが予測されます。また【環境を見直す】ことも必要です。
認知症者は環境変化にとても弱いという一面があります。例えば、自宅の隣で工事が始まった事による騒音が不快で徘徊に

繋がる方もいらっしゃいます。徘徊が出始めた時は環境変化がないか、探ってみて下さい。また、【身体的不調の可能性を探る】
ことも必要です。行動・心理症状（BPSD）は身体的不調の前兆として出現する場合があります。認知症者は自分の状況を適切に
言葉で表現することはできません。援助者が汲み取ってあげることが必要です。そして、【社会支援を活用する】ことで事故を
予防しましょう。最近は徘徊高齢者見守りシステムなどのサービスがあります。ぜひ、これらを活用して緊急事態への備えをして
おきましょう。認知症の介護は十人十色。1人で抱え込まず周囲に相談しながら対応していきましょう。

避難完了の報告をする病棟師長

生活習慣病セミナーのご案内

８月23日（木）

９月13日（木）

９月27日（木）

■ミニ健康講話
・動脈硬化について〈看護部〉
・バランスの良い食事とは？〈栄養管理課〉

■ミニ健康講話
・介護保険について(概要、改正をふまえた事例、福祉用具について)
〈南東北相談支援センター〉
・つら～い肩の痛み ―予防体操講座―
（＊軽い運動が出来る服装でお越しください。）〈リハビリテーション科〉

■糖尿病教室
・糖尿病お悩み相談会①
〈看護部、薬局、リハビリテーション科、栄養管理課〉

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。 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。 

・記憶障害（もの忘れ）
・見当識障害
  （時・人・場所が分からない）
・注意障害（注意力散漫）
・遂行機能障害
  （料理・電話などが出来ない）
・その他
  （言葉・動作・物の使い方などの障害）

妄想

徘徊

焦燥 異食

不眠

脱抑制

攻撃性 抑うつ意欲低下

帰宅要求

怒りやすい

【行動・心理症状（BPSD）】
認知機能障害がある事により
感じる心理的影響により出現
する症状のこと

【認知機能障害】
脳の機能低下により起こる症状のこと



1 ２みな・みな・ねっと８月号 みな・みな・ねっと８月号

お薬の飲み忘れを
防ぐためには

薬局　薬剤師　菅沼健人
薬局だより

処方されたお薬を飲み忘れした事がある方は多いのではないでしょうか。今回は飲み忘れの原因と
防ぐ方法についてお話しします。
飲み忘れの原因としては、これといった自覚症状が無い（痛みなど）ためについうっかり服用を忘れて

しまう「うっかり忘れ」や、飲み方が複雑になる事で記憶があいまいになり飲み忘れをしてしまうケースが
多いようです。
次に、飲み忘れを防ぐ代表的な方法について挙げてみます。
①袋などを利用して飲む時間帯ごとに分類…朝・昼・夕など袋を用意して、その袋に1回分ずつ入れ
　　ます。
②一包化…飲む時間帯ごとに一つのパッケージにします。多くの調剤薬局で行っているため、医師
　　や薬剤師に相談してみてください。
③カレンダー等を利用…曜日ごと・飲む時間ごとの仕切りやポケットがついている箱、カレンダー等が
　　市販されています。
この他にも様々な方法がありますので、自分にあったやり方を探してみてはいかがでしょうか。
治療効果を得るためにも、正しく服用できなかった場合は正直に医師や薬剤師に報告するように
しましょう。お薬と上手に付き合い、飲み忘れのない様にしましょう。

火災を想定した防災訓練を行いました

階段から避難する職員 スモークマシンを使った煙道体験

6月28日（木）午後2時から、職員による防災訓練を行いました。今回は、東3病棟洗面所で火災が
発生したことを想定した訓練でした。岩沼市消防署にご協力を頂き、スモークマシンを使った煙道
体験も行われました。
火災発生と共に全館へ緊急放送が流れると、ただちに職員が病棟内の安全を確認し、自衛消防隊
による初期消火を開始しました。また、職員が患者役となり、イーバック＋チェアを用いて避難場所へ
搬送する訓練も実施されました。災害時は階段での搬送となるため、複数の職員が声を掛け合い
ながら、慎重に行っていました。
参加した職員は、災害時の任務分担を確認すると共に、安全かつ連携して対応することの大切さを
再認識する良い機会となったようです。
当院では年2回、火災や地震を想定した防災訓練を実施しており、日頃から防災意識を高め、災害に
備えております。今回の訓練を生かし、災害発生時に適切な対応を行えるよう職員一丸となって努めて
参ります。

※

※「イーバック＋チェア」：座ったままで階段を降りることができる器具

認知症で起こる行動・
心理症状とその対応②～徘徊～

認知症看護認定看護師　細矢愛実

認 定
看 護 師コラムコラム
今回は、徘徊についてお伝えします。
徘徊というのは、援助者にとっては悩ましい

症状のひとつだと思われます。しかし、認知症者
本人にとっては、目的を持った行動なのです。
徘徊は、記憶障害や見当識障害が影響して
起こります。
記憶障害によって、本来果たすべき目的が

何だったのかを忘れてしまう、道順を忘れて
しまう、などがあります。また、時の見当識が
障害されると、認知症者にとっての“いま”が、
現在と過去が混同したり、過去の記憶を現在
のことのように認識し、それに基づいて行動を
起こすことがあります。例えば、自宅を家と
認識できず、実家を自宅と認識してそこに
帰ろうとして行動を起こす事があります。
また、環境に対する不快感・不満感が募ると徘徊に繋がることもあります。
徘徊が見られる時の対応としては、【本人の目的を探る】ことが必要です。目的を達成することが出来れば徘徊症状は落ち

着いてくることが予測されます。また【環境を見直す】ことも必要です。
認知症者は環境変化にとても弱いという一面があります。例えば、自宅の隣で工事が始まった事による騒音が不快で徘徊に

繋がる方もいらっしゃいます。徘徊が出始めた時は環境変化がないか、探ってみて下さい。また、【身体的不調の可能性を探る】
ことも必要です。行動・心理症状（BPSD）は身体的不調の前兆として出現する場合があります。認知症者は自分の状況を適切に
言葉で表現することはできません。援助者が汲み取ってあげることが必要です。そして、【社会支援を活用する】ことで事故を
予防しましょう。最近は徘徊高齢者見守りシステムなどのサービスがあります。ぜひ、これらを活用して緊急事態への備えをして
おきましょう。認知症の介護は十人十色。1人で抱え込まず周囲に相談しながら対応していきましょう。

避難完了の報告をする病棟師長

生活習慣病セミナーのご案内

８月23日（木）

９月13日（木）
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〈南東北相談支援センター〉
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※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。 

・記憶障害（もの忘れ）
・見当識障害
  （時・人・場所が分からない）
・注意障害（注意力散漫）
・遂行機能障害
  （料理・電話などが出来ない）
・その他
  （言葉・動作・物の使い方などの障害）

妄想

徘徊

焦燥 異食

不眠

脱抑制

攻撃性 抑うつ意欲低下

帰宅要求

怒りやすい

【行動・心理症状（BPSD）】
認知機能障害がある事により
感じる心理的影響により出現
する症状のこと

【認知機能障害】
脳の機能低下により起こる症状のこと
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出前ミニ健康講話が行われました

シリーズ 高齢者について
3．高齢者に多い『骨折』

リハビリテーション科　理学療法士　阿部里奈

ワンポイント

リハビリリハビリ
今回は骨折についてお話しします。高齢者が要介護状態になる要因として、骨折は第3位に位置します。
このことは、本人の負担にとどまらず、介護する家族の身体的・精神的・経済的負担も大きくなります。

6月20日（水）名取市の那智が丘公民館で、「歩行・骨折予防について」というテーマで出前ミニ健康講話が
行われ、40名の方が参加しました。今回は、平成30年度「那智大学」第2回学習会で、リハビリテーション科 
理学療法士 阿部功が講師を務めました。

高齢者の歩行の特徴は「歩幅の低下」であり、そこから様々なからだの悪循環が始まってしまいます。それを
防ぐための筋力トレーニング、ストレッチ、バランス練習を実際に行いました。

次に、「フレイル」とはどのような状態かを学習し、自分が「フレイル」に当てはまるのかを簡単なテストで確認
しました。今回参加して下さった皆さんは要介護認定を受けていないものの、「フレイル予備軍」の方が多い
ようでした。この段階の方々には「○○しながら△△する」といった「二重課題」のトレーニングが有用であることを
説明し、しりとりしながらの足踏み運動などを実践しました。

さらに、高齢者が転倒しやすい場所は圧倒的に「自宅内」であることをお話しし、環境整備の重要性や、状況に
応じてどのように杖や歩行器を使うのかを学びました。

参加者の皆さんは、イメージ通りに動けずに思わず笑ってしまう場面もありながらも楽しくからだを動かし
ました。これをきっかけに、少しずつ生活に運動を取り入れていただけることを願っています。

糖尿病教室が6月14日（木）午後2時から当院1階売店前で開催され、15名の方が参加しました。今回は
「楽しく始める～糖尿病の運動療法～」というテーマで講義と実技を交えて行いました。講義内容としては糖尿病
の病態と合併症の危険性、治療方法について説明しました。また、運動療法の効果や種類、強度、頻度について
お話しし、ストレッチや10種類のレジスタンス運動を実践しました。

運動不足や食生活の乱れが原因となり、糖尿病の有病者数は増大傾向にあります。今回紹介した運動等を
生活の中で取り入れて頂き、日ごろから体を動かしていく習慣をつけていきましょう。

糖尿病教室が開催されました

しりとりしながらの足踏み運動、
参加者の皆さんと楽しく実践しました

覚えておきたい！『高齢者の四大骨折』

《参考》細田多穂,柳澤健(編):理学療法ハンドブック改訂第４版第３巻:協同医書出版社

リハビリテーション科　理学療法士 阿部 功

リハビリテーション科　理学療法士 伊勢﨑美恵

④
③

① ②
①上腕骨上端部骨折
　　肩をついて転倒した、地面に手をついた力が肩に伝わった際に受傷します。
　若い方では交通事故やスポーツ外傷などの強い外力で生じます。

②橈骨下端部骨折
　　転倒の際に手を地面や床面についたときに受傷します。
　手のむくみが発生しやすくなり、可動域の制限や筋力の低下が生じる
　ことがあります。

③大腿骨頸部骨折
　　転倒時に太ももの付け根を強く打ち付けることで受傷します。
　手術では人工関節を入れることが多くなり、関節の可動域が制限されてしまいます。

④脊椎椎体圧迫骨折
　　“尻もち”をついて転倒したときに骨が潰れてしまうものや、
　明らかな外傷がないが骨がつぶれてしまう、いわゆる“いつのまにか骨折”もこれにあたります。

じょうわんこつじょうたんぶこっせつ

とうこつかたんぶこっせつ

だいたいこつけいぶこっせつ

せきついついたいあっぱくこっせつ

最大の原因は…『転倒』
　日光浴不足や運動不足、飲酒・喫煙などの生活習慣因子により骨は脆弱化し、その強度は
30歳代をピークに70～80歳では約20％低下すると言われています。そのため、転倒などの
わずかな外力によって骨折を引き起こしやすくなります。転倒の要因は以下の3点です。

①身体機能面（筋力の低下やバランス感覚の衰え）
②生活環境面（段差やコードに“つまずいた”、濡れた路面や浴室で“滑った”）
③環境認知面（注意力の低下、認知症）

次回のテーマは、『転倒予防』です。
転倒による骨折は“寝たきり”状態になることもあります。転倒を甘く見ることなく、気をつけましょう。
これから夏になり外出する機会が増えると思います。いつまでも健康的な身体を維持するためにも、
次号を参考にして対策をしてみましょう。

※「フレイル」：加齢とともに心身の
活力が低下し、生活機能障害、
要介護状態、そして死亡などの
危険性が高くなった状態。筋力
などだけでなく、精神的、社会的な
問題も含まれる。

※
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すべては患者さんのために

骨粗しょう症の検査を受けましょう（パート2）！

整形外科　嶋﨑睦

2017年6月号の本誌を記憶している方はいらっ

しゃいますか？タイトルは「骨粗しょう症の検査を

受けましょう！」でした。先日、当院に新しい骨密度

検査が導入されましたので、パート2としてお話し

させてください。

骨は大きく分けて2つの成分、①カルシウムや

リンなどのミネラル（骨塩）と、②コラーゲンなどの

タンパク質（骨基質）からできた、鉄筋コンクリートの

ような構造をしています。骨粗しょう症とは、①と

②をあわせた骨量が減少した結果、骨が弱くなり、

骨折の危険性が高くなる病気です。骨粗しょう症を

診断・治療する際に、骨密度が利用されます。骨密度

とは、骨を構成するミネラルがどのくらい詰まって

いるかの指標です。

我が国の骨粗しょう症の診断基準は、以下の3つ

です。

1） 弱い外力（立った姿勢からの転倒か、それ以下

の力）によって発生した背骨や大たい骨の骨折が

ある場合（骨密度に関わらず）。

2） 弱い外力によって発生した背骨や大たい骨

以外の骨折がある場合、骨密度が若い成人に比べて

80％未満であるとき。

3） 骨折がない場合、骨密度が若い成人に比べて

70％未満であるとき。

やっかいなことに、骨はもろくなっても自覚症状が

ないため、自分では骨粗しょう症とは気づかずに、

骨折して初めて気づく人が多いのが 現 状です。

当科の入院診療では、そのような方々を対象として、

日々、骨折の手術をしています。大たい骨の骨折

では、手 術しても、残念ながら寝たきりとなって

しまう方も少なくありません。

当院に導入された新しい骨密度検査は、X線を

用いて、背骨と大たい骨に含まれるミネラル量を評価

することができますので、骨粗しょう症の診断・治療

はもちろん、歩行能 力 低下の原因になりやすい

大たい骨骨折のリスク評価に優れています。

特に、女性は閉経後、骨密度が低くなります。女性

ホ ル モンに は骨を 壊 すの を 抑 える 働 き が あり

ますが、閉経すると女性ホルモンがほとんどなく

なるので、閉経後の10年間で骨密度は急激に低下

します。転倒し、骨折して初めて気づく前に、まずは

ご自分の骨が健康かどうか、骨密度の検査を受けて

みることをおすすめします。

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6月の件数

今月号の表紙には防災訓練の写真を掲載しましたが、この日は霧雨で蒸し暑い天気でした。主な避難
経路は階段で、むっとする空気の中、迅速に避難誘導する職員らの邪魔にならないよう撮影しました。私が
防災訓練に初めて参加した時、大きな一眼レフを持参して撮影に臨んだものの職員の動きについていけず
苦労しましたが、コンパクトサイズのデジカメを使うことで、スムーズにできるようになりました。今後も
工夫をしながら当院の取り組みをわかりやすく写真でお伝えできるよう励んでいきたいと思います。

編 集

後 記

６月の救急車搬入件数

岩　沼

名　取

亘　理

73（69）台

54（56）台

66（71）台

20（ 15）台

　4（　 7）台

217（218）台

仙　南

その他

合　計

ザクザク食感
♪

ザクザク食感
♪ じゃこ天 [材料 ６枚分]

魚のすり身………………………
卵…………………………………
片栗粉……………………………
塩…………………………………
揚げ油……………………………

作り方作り方

栄養価（1枚あたり）

エネルギー：360kcal   塩分：0.3ｇ

管理栄養士　戸田友里

防災訓練が行われました。イーバック＋チェア（階段避難車）を使った搬送訓練の様子です。

詳しくは2ページをご覧ください。防災訓練が行われました。イーバック＋チェア（階段避難車）を使った搬送訓練の様子です。

詳しくは2ページをご覧ください。

①魚のすり身をフードカッターにかける。
②材料を全て入れて、さらにフードカッターに

かける。
③ボウルに移し、10回ほど打ちつけて空気を抜く。
④6等分に分けて形を整える。
⑤油で揚げたら出来上がり。
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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

総合南東北病院

500ｇ
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大さじ1
小さじ1/2
適量

VoiceVoice 患者さんからの声

病院からの回答

ご意見
入院患者さんより

大変失礼致しました。洗浄剤の拭き取りが足りなかったのか、多少のべたつき感がございました。
清掃業者スタッフ全員に拭き残しの無いように周知・徹底を図りました。

病棟のトイレの床がベタベタします。もっときれいに掃除して欲しいです。

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。

入院患者さんより
お礼の言葉

今回、手術を受けましたが、予想していたより傷痕が目立たず、感激致しました。
術後も傷の痛みや胃のムカムカ感に迅速に対応して頂いたので、安心して入院生活を過ごすことが
出来ました。細やかな気配りがとても行き届いている様に思います。本当に感謝しております。

病院からの回答

じゃこ天は、愛媛県（特に宇和島市）にて食べられる
郷土料理です。魚のすり身を油で揚げた料理ですが、由来
については様々な説があります。「ホタルジャコ」を使用
することから「じゃこ天」と呼ばれる説や、宇和島で漁獲
される様々な小魚（雑魚）を使用することから「雑魚天」と
呼ばれる説。また、そのルーツは、伊達秀宗が仙台の料理
をしのんで作られたとも言われています。伊達秀宗は、
宇和島の初代藩主ですが、伊達政宗の長男であり、仙台と

歴史的な関わりがあります。愛媛県のスーパーでは野菜
入りのじゃこ天など、様々な種類が並んでいるそうです。
さつま揚げに似ていますが、さつま揚げは、魚のすり身を
滑らかなペースト状になるまで練り上げていますが、
じゃこ天は、小魚を丸ごと使用し、すり身状にしたものを
揚げるため、小骨などの硬さが残り、ザクザクとした食感
です。魚を丸ごと使用するため、カルシウムやDHA・EPA
など魚の栄養分が豊富に含まれています。




