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第７回 南東北夏まつりが、7月 27日（土）午前
10 時 30 分から総合南東北病院北側駐車場で
開かれました。あいにくの梅雨空でしたが、祭り
開始直前に雨が止み、のべ 1,000人の来場者で
賑わいました。
祭りは、毎年恒例となっている岩沼さくら幼稚園

園児の元気いっぱいな踊りで幕を開けました。
開会セレモニーでは松島忠夫院長の挨拶に続いて、
菊地啓夫 岩沼副市長、重實栄子 里の杜 2丁目町内
会長より挨拶を頂きました。その後、ステージでは
職員有志によるダンス披露、ベガルタチアリー
ダーズによる演技、レイナ・アラ フラスタジオ＆
フラオハナの皆さんによるフラダンス、民謡歌手
佐藤登喜雄さんの歌謡ショー等、次々と催し物が
行われました。さらに、ゆるキャラとのじゃんけん

大会では、名取市の「カーナくん」・大河原町の
「さくらっきー」・角田市の「ガブリくん」が登場し、
会場を盛り上げました。
各ブースでは、産地直送販売コーナーや健康

相談コーナー、職員による屋台等、行列ができる
ほどの盛況ぶり。毎年好評の松島忠夫院長の写真展
では、多くの方が足を止めて見入っていました。
また、毎年盛り上がるよさこい競演では、今年も
阿武隈川沿線の団体が多数参加し、各チーム個性
豊かな演舞を披露しました。当院のよさこいチーム
「team踊踊」も躍動感あふれる踊りを披露しま
した。
夏祭り開催に際しては、多方面の皆様から多大な
ご協力を賜り、心より御礼申し上げます。

南東北夏まつりを開催しました！
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７月号に引き続き、今月も薬と食べ物の相性の悪い組み合わせについてご紹介していきます。

●ある種の抗菌薬 ＋ 牛乳

細菌が原因で引き起こされる病気に対して、抗菌薬が処方されることがあります。抗菌薬の種類
によっては、薬を服用する前後に牛乳を飲んでしまうと、薬の吸収が妨げられ、効果が弱まって
しまうものがありますので注意が必要です。少なくとも抗菌薬を服用する前後 2〜3時間は牛乳を
飲まないようにしましょう。影響を受ける抗菌薬の一例を下に載せておきます。

●様々な薬剤 ＋ セイヨウオトギリソウ
セイヨウオトギリソウはうつ病に効果があると言われているハーブで、「セントジョーンズワート」
という名前でサプリメントとして販売されています。このハーブは、薬剤を分解し体外へ排泄する
過程で活躍するある種の薬物代謝酵素の働きを強めてしまうことが知られており、様々な薬剤の
効果を弱めてしまう恐れがあります。影響を受ける薬剤の一例を下に載せますが、これ以外にも
たくさんの薬剤が影響を受けるため、このサプリメントと薬剤を一緒に服用したい場合は薬剤師に
ご相談ください。

●様々な薬剤 ＋ 喫煙
喫煙により体内のある種の薬物代謝酵素の働きが強まることが知られているため、薬剤に

よっては効果が弱まってしまうものがあります。逆に言えば、今まで喫煙をしていた方が禁煙を
することで、薬の分解がいつもより抑えられ、副作用が発現してしまうことも考えられます。その
ため、現在喫煙をしていることや今後禁煙を考えていることなどは必ず医師に伝えてください。

だより 薬と食べ物②
薬局 薬剤師　梶原光太

みな・みな・ねっと 8月号

抗菌薬…細菌の発生や増殖を抑える薬。中でも微生物によって作り出された化学物質のことを
抗生物質と呼ぶ。ウイルスには効かない。

テトラサイクリン系薬…ミノマイシン、アクロマイシン  など
ニューキノロン系薬…バクシダール、クラビット、シプロキサン  など

気管支拡張薬…テオドール、ネオフィリン  など
抗てんかん薬…アレビアチン、テグレトール、フェノバール  など
強心薬…ジゴシン、ジギトキシン、ラニラピッド  など
抗不整脈薬…リスモダン、アンカロン、プロノン  など
抗凝固薬…ワーファリン
消化性潰瘍治療薬…オメプラール、ネキシウム  など
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また、たばこの副流煙にも薬物代謝酵素の働きを強める成分が含まれているため、受動喫煙でも
薬剤との相互作用に注意する必要があります。この他の作用によって影響を受ける薬剤もあり、
中には喫煙者では服用できない薬剤もあります。喫煙は薬剤だけでなく病気自体にも悪影響を
及ぼしやすいですので、早めの禁煙をお勧めします。

気管支拡張薬…テオドール  など
高血圧薬…インデラル  など
消化性潰瘍治療薬…タガメット、ザンタック  など
抗不整脈薬…メキシチール、タンボコール  など
解熱鎮痛薬…アセトアミノフェン

【代謝酵素の働きを強める効果により影響を受ける薬剤】

女性ホルモン製剤…ソフィア、プラノバール、ヤーズ  など
インスリン製剤

【その他の効果により影響を受ける薬剤】

院内講座のご案内 いずれも当院 2階講堂で開催します。
事前予約不要です。

①日　時：8月 22日（木）14時〜
テーマ：「高血圧を予防しよう」「介護にまつわるエトセトラ」
講　師：栄養管理課、サニーホーム

②日　時：9月 10日（火）14時〜
テーマ：「薬のいろは」「救急の日講習」
講　師：薬局、看護部

ミニ健康講話

日　時：9月 11日（水）・25日（水）14時〜
テーマ：「運動で血糖を下げよう」
講　師：リハビリテーション科
※軽い運動ができる服装でお越しください。

糖尿病教室

※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。

お気軽に
ご参加ください。
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●杖の長さ調整
＜Ｔ字杖について＞
①つま先から、前方約 15cm・外側 15cmの位置に杖をつきます。
②この時に、肘関節が約 20〜30°曲がっている程度の高さが良いと
言われています。

※腰が少しでも曲がっている方は、無理に体を伸ばさず、自然な立位で
「身長の半分＋2〜3cm」の計算方法で長さを設定しましょう。

●様々な歩行補助具

ワンポイント
リハビリ
ワンポイント
リハビリ その杖 あなたに合っていますか？

〜杖の調節と選定〜
リハビリテーション科 理学療法士　平間　遥

みな・みな・ねっと 8月号

普段使用する場面や、身体状況に応じた歩行補助具を選びましょう！

※今回紹介した他にも様々な歩行補助具があります。杖の調整等で困ったことがありましたら
リハビリスタッフまでご相談ください。

＜参考文献＞　「理学療法テキスト 義肢装具学」（診療文庫）　千佳 秀明

　皆さんが普段使用している杖などの歩行補助具は、本当に体に合って
いますか？体に合わない杖は、サイズの合わない靴のように体に負担を
与えてしまいます。
　そこで今回は、簡単な自分の体に合った杖の選定や高さの調整方法に
ついてご紹介させていただきます。

○T字杖
一般的に使用されている杖です。

体を支える機能よりも、バランスを
安定させる機能に長けています。

○固定型歩行器
足の力が弱く、代わりに腕で
支えられる方にお勧めです。
杖よりも安定性が高いです。
しかし、持ち上げて移動する
ため上肢の力がない方には
不向きです。

○多点杖（3点・4点）
T 字杖では頼りないという方に
お勧めです。支持面積が広く安定
感があり、屋内などの整地に適し
ています。しかし、屋外など多点
すべてが接地できない不整地には
不向きです。

○シルバーカー
屋外歩行などの不整地にも
対応可能です。ブレーキや、
かごなども付属されています。
しかし、頼りすぎてしまうと、
車輪が勝手に移動してしまい
転倒の可能性があります。
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第 17回健康医学セミナー ―虚血性心疾患について―

［7月 4日（木）岩沼中央公民館］「脳を活性化するには ―転倒予防に活かすために―」
NPO法人「亘理いちごっこ」主催のお茶飲みサロンで、当院 リハビリテーション科
主任心得の芝崎 淳 理学療法士が講師を務めました。亘理いちごっこから、東日本
大震災以降に亘理町から岩沼市へ住まいを移された方々の交流の場として開いて
いるお茶のみサロンで、参加者が少しでもいきいきと元気に生活するための健康に
関する講座をしてほしいとの依頼で開催されました。
脳の活性化と転倒予防の関連性を示しながら、身体と脳を同時に使った簡単な

運動の紹介があり、実際に参加者が体を動かしました。芝崎理学療法士は、転倒予防のためにも、普段の暮らしに
活かせる運動を習慣にしましょうと話しました。お茶を飲みながら和やかな雰囲気の講話となりました。

［7月 18日（木）名取市名取が丘公民館］「グループワーク 健康チェック」
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 南６病棟の
山下明子 保健師と病床管理室の小丸康子 看護師が講師を務めました。
今回は、参加者全員で日頃から健康について不安に思っていることや疑問などを
発表し、語り合いました。そして、発表内容に対して両講師が健康な生活を送る
ためのアドバイスを行いました。

［7月 22日（月）名取市名取が丘公民館］「脳を活性化させる食事」
名取が丘公民館主催 明昭大学（市民向け講座）で、当院 栄養管理課 主任心得の
綱川佳子 管理栄養士が講師を務めました。
綱川管理栄養士は、脳を活性化させるために必要な栄養素について詳しく説明

しました。また、脳梗塞や高血圧を防ぐためには、塩分や動物性脂肪を控えた食事が
重要であるとし、調理の仕方や盛り付けのポイントについて紹介がありました。
さらに、脳を活性化させるためには、新しいことにチャレンジすることや適度な
運動と睡眠も大切であり、食生活と一緒に意識してみましょうと話がありました。

出前ミニ健康講話 ―当院の職員が講演―

7月 2日（火）午後 2時から、当院 2階講堂で第 17回健康医学セミナーが開催
されました。今回は、当院の密岡幹夫 循環器センター長が「虚血性心疾患の診断と
治療」と題して講演しました。
狭心症や心筋梗塞などに代表される虚血性心疾患は、生命に関わる重大な病気の
一つであり、症状としては胸部の不快感や圧迫感が挙げられるそうです。特に、
心筋梗塞では「胸をゾウに踏まれているような感じ」という表現が多く使われる
との話でした。また、胸部のみならず、顎や歯にも痛みが現れる場合もあるそうです。
さらに、虚血性心疾患の診断の要となる新型冠動脈 CTのメリットやカテーテル
検査との違いについて話がありました。そして、治療で有効な心臓カテーテル手術
について、実際の映像を交えながら説明がありました。密岡循環器センター長は
「動脈硬化を予防することも大切。特に、高血圧や高コレステロール、タバコ、スト
レス、運動不足に気をつけましょう」と呼びかけました。
講話後には、「ペースメーカーが入っていても CT検査は受けられるのか」「カテーテル手術のステントの有効
期間は」など様々な質問があり、関心の高さが窺えました。
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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 6月の件数

岩　沼     76（46）台

名　取     50（54）台

亘　理     59（44）台

仙　南       14（  15）台

その他         4（  10）台

合　計     203（169）台

6月の救急車搬入件数

旬の野菜には、その季節を乗り切るための栄養素が
豊富に含まれています。
夏の野菜（キュウリ・ナス・ピーマン・トマトなど）には、
夏に不足しがちなカリウムなどのミネラル、ビタミンＣ
やＥが豊富に含まれています。また、色の濃い野菜には
ポリフェノール類が多く含まれ、紫外線による酸化作用を
軽減してくれます。
ドライカレーは、煮込む必要がないので、短時間で作る

ことができます。ひき肉とナスと玉ねぎだけでも美味しく
仕上がりますが、今回は夏野菜をたっぷり入れて作り
ました。最後にトマトを加えることで、さっぱりとした仕上
がりになります。　　 栄養管理課 管理栄養士　戸田友里

夏野菜のドライカレー

暑い夏を乗り切ろう♪

1人分栄養価
エネルギー：200kcal 塩分：2.7g

［材料（4人分）］
�ひき肉 …………………… 400g
�ナス ……………………… 中 2本
�玉ねぎ …………………… 1個
�ピーマン ………………… 2個
�ズッキーニ ……………… 1本
�人参 ……………………… 1本
�トマト …………………… 1個
�市販カレールウ ………… 4皿分

みな・みな・ねっと 8月号

［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］：脳神経外科部長・脳卒中センター長　西村真実
［場　所］：総合南東北病院 ２階講堂

第 19回健康医学セミナー（予約不要）
予約不要です。
お気軽に

ご参加ください。

❶人参はみじん切り、それ
以外の野菜はサイコロ
大に切る。カレールウ
は、千切りに切る。
❷鍋（深めのフライパン）に油をひき、
ひき肉、トマト以外の野菜を入れて
炒める。（野菜から水分が出るため、
水は入れなくても大丈夫です）
❸野菜に火が通ったら、トマトを加える。
❹カレールウを加え、全体に混ざったら
出来上がり。

作り方作り方作り方

東北地方は例年よりも遅い梅雨明けとなりました。当院の夏祭りも雨が心配されましたが、
なんとか曇り空の中で開催することができました。これから各地で開催されるお祭りは、きっと
晴れる日が多いことでしょう。お祭りの楽しみといえば、屋台や花火ですよね。日本の花火は
海外の花火と比べて、色や形が趣向を凝らしたものが多いように感じます。花火の作り方が違う
そうですよ。

編 集
後 記


