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皮膚･排泄ケア認定看護師を
取得したきっかけ
外科病棟の看護師として、腫瘍や腸閉塞などで

ストーマ（人工肛門）を造設した患者さんの看護に
退院まで携わってきました。しかし、退院後に日常
生活の変化や体型の変化などの影響で装具が合わ
なくなり、皮膚障害などを起こす場合があります。
そのため、患者さんが一人で悩んだり困ったりして
いるのではないだろうかと考えるようになり、退院
後の継続的な関わりが出来ずジレンマを感じて
いました。退院後、安心して日常生活を送れるように
支援し、様々な合併症にも対応出来るように、さら
なる知識や技術の習得が必要と考え、皮膚・排泄
ケア認定看護師を目指しました。

認定看護師とはどのような資格か
認定看護師とは、約 6か月間の教育課程で修了

試験に合格した後、さらに日本看護協会認定審査に
合格し、ある特定の看護分野において熟練した看護
技術と知識を有することが認められた者をいい
ます。皮膚・排泄ケア認定看護師は、ストーマケアを
基盤として始まり、次第に創傷ケア（褥瘡

じょくそう

、潰瘍
かいよう

など）
や失禁ケアへと拡大していきました。

現在の活動と今後の抱負
当院には 2人の皮膚・排泄ケア認定看護師がおり、
私は外来に所属し、ストーマケアと失禁ケアを担当

しています。ストーマ外来
では、ストーマを造設した患者
さんやご家族の方へ退院後の
サポートをしています。退院
後に起こる合併症への対処
や適切な装具の選択、皮膚
障害への対応、日常生活の
中で困っていることなどに
対しアドバイスをしています。入院期間の短縮に
伴い、ストーマ外来の重要性が高まっていることを
実感しています。（ストーマ外来：予約制ですので、
お電話で外来の木村までお問合せください。）
失禁ケアではコンチネンス外来で、排尿糞尿障害、
問題を抱えている患者さんの排尿症状に対する
問診や身体的評価、残尿測定、排尿日誌などにより
総合的に評価し失禁のタイプを特定しています。
タイプ別に骨盤底筋体操や行動訓練、薬物療法、自己
導尿の指導や日常生活のアドバイスをしています。
今後も病棟や外来、地域、福祉施設など様々な

関係部署・機関と連携し、患者さんが生きがいを
もって自分らしい生活を送れるように援助して
いきたいと考えています。

皮膚・排泄ケアに関する豆知識
高齢者における排尿障害の頻度は高く、60歳以上
の男女の約 78％が何らかの排尿症状を有している
とされています。適切な治療方法で症状が軽減、
改善する場合があります。女性の専門看護師が対応
致しますので、尿漏れや頻尿などで悩まれている方は、
まずは泌尿器科を受診してください。（コンチネンス
外来：毎週火曜日 午前）

認定看護師のご紹介③

当法人では、現在 4分野 6名の認定看護師
がそれぞれの専門性を活かして活躍してい
ます。今回は、その中の一人、「皮膚･排泄ケア
認定看護師」の木村理香さんを紹介します。
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皆さんは『脂質異常症』という病気をご存じでしょうか？脂質異常症とは血液中の
コレステロールや中性脂肪が高い状態のことを言い、今までは『高脂血症』と呼ばれて
いました。今月は脂質異常症についてご紹介します。

●『高脂血症』が『脂質異常症』になったわけ
血中の LDLや中性脂肪が高い状態は、動脈硬化を引き起こしやすく、これまではその状態の
ことを『高脂血症』と呼んでいました。しかし、動脈硬化を引き起こす要因として HDLの低下も
あるため、“高”脂血症と呼ぶのは不適切だとして、2007年より日本動脈硬化学会で呼び名を
『脂質異常症』に変更しました。

●コレステロールの種類
コレステロールは 5つに分けられ、その中には皆さんがよく知っている、悪玉と呼ばれる LDL
と、善玉と呼ばれる HDLがあります。LDLはコレステロールを組織に与える働きがあり、HDL
は逆にコレステロールを吸収する働きがあるため、その性質から悪玉や善玉と呼ばれています。

●LDLは少ないほうがいいの？HDLは多いほうがいいの？
最近では LDLが基準値以下でも心筋梗塞となることが少なくないことが分かり、また HDLが
高くても動脈硬化になることが分かりました。そのため注目されているのが「LH比」です。これは
LDL÷HDLで求められ、ほかに病気がない場合はこの値を 2.0以下にすることが望ましいと
いわれています。LDL と HDL が共に正常値でも LH比が高値となることもあるため、両者の
バランスが大切です。

●LDLを減らそう！HDLを増やそう！
LDLを減らすには、 ①腹八分目を心がける ②LDLを減らす食材（大豆や豆腐、海藻、きのこ、
魚類など）の摂取 ③LDLの酸化を防ぐ（禁煙、緑黄色野菜やナッツ類の摂取）を行いましょう。
③は動脈硬化や血栓ができるのを防ぐことにつながります。また、HDLを増やすにはジョギングや
ウォーキングなどの有酸素運動が効果的です。少し歩いただけで息切れがしたり、階段などの途中で
足が上がらなかったりすると動脈硬化が進んでいる可能性があるため、早期発見にも役に立ち
ます。

●脂質異常症の治療薬
高コレステロール血症には一般にスタチン系と呼ばれる、コレステロールの合成を抑制する

薬剤が用いられます。また中性脂肪が高い場合は、フィブラート系という薬剤を使用します。これらの
薬剤を使用していると、まれに横紋筋融解症という副作用を引き起こす可能性がありますので、
体のだるさや筋肉痛、赤色の尿などの症状がある場合は医師や薬剤師に相談してください。

だより 脂質異常症について
薬局 薬剤師　梶原光太

スタチン系…メバロチン、リポバス、ローコール、リバロ、クレストール、リピトール
フィブラート系…ベザトール、リピディル　など
その他…ゼチーア、シンレスタール、クエストラン、エパデール、ロトリガ　など
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■ リハビリテーションってどんなことをするの？
リハビリテーション（Rehabilitation）は re（再び、戻す）と habilis（適した、ふさわしい）
という語から成り立っています。病気やけが、老化など様々な原因によって生じた心身の障害に
対し、機能回復だけではなく生活環境や福祉用具などの提案を行い、その方らしい生活が再び送れる
ように支援しています。

■ 当法人リハビリテーション科についてご紹介します
東棟２階に運動療法室、作業療法室、中央棟２階に言語療法室があります。
理学療法士（PT）48名、作業療法士（OT）28名、言語聴覚士（ST）6名の計 82名に新入

職員が加わり活動しています。また、当法人内各部署に配置し早期リハビリテーションから回復期、
生活期まで一貫してサポートできる体制を整えています。その他、糖尿病教室やミニ健康講話、
地域支援事業等でも地域の皆さんに運動の指導などを行っています。

■ リハビリ機器も充実しています！

■ 患者さんや利用者さんと共に
リハビリテーションを行うにあたり、患者さんや利用者さんの個々の状態に合わせ
ながら目標に向け取り組んでいます。私たちセラピストは少しでも多くの方の役に
立てるよう、知識や技術向上のため毎週勉強会等を開催し日々の業務にあたっています。

ワンポイント
リハビリ
ワンポイント
リハビリ リハビリテーション科紹介

リハビリテーション科 理学療法士　只野真優美

体力のない方にも使える運動マシーン 足こぎ車いす ロボットスーツ HAL

地 域

自 宅

●総合南東北病院

●急性期リハビリ
●亜急性期リハビリ
●回復期リハビリ

●介護老人保健施設サニーホーム
●病院通所リハビリ
●訪問リハビリ
●南東北訪問看護ステーション

●生活期リハビリ

今話題の足こぎ車いすや
介助ロボットもあります！
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元気！健康！地域セミナー in岩沼 ―松島院長がしびれについて講演―

3月 15日（土）午後３時から岩沼市民会館で、元気！
健康！フェア inとうほく委員会（東北大学・河北新報社・
東北放送）主催の「元気！健康！地域セミナー in岩沼」が
開かれ、当院の松島忠夫院長が「手足の麻痺としびれに
ついて」と題して講演しました。
松島院長は麻痺としびれを生じる身体の部位や頻度に

よって、原因となる疾患が異なることを説明しながら、
その中でも突然発症する脳卒中について詳しく話しました。
脳卒中が起こる原因は高血圧や糖尿病、高脂血症、喫煙、心房細動などが挙げられ、実際の症例を
交えながら説明がありました。特に最近は、高血圧や心房細動等の影響で発症する「脳塞栓症」が
増えているそうです。さらに脳卒中は再発する場合も多く、健診等を利用して自分の身体の状態を
確認し、生活習慣を見直すことが重要であると話がありました。また中高年に多い脊髄の病気に

ついても症例を示しながら、症状や治療方法の説明があり
ました。
健康寿命を延ばすためには、禁煙、運動、高血圧の予防・
治療が大切とのことです。松島院長は「元気に自立した
生活を長く送れるよう、まずは運動習慣を身に付けましょう。
運動不足は様々な疾患につながります。歩くことから始め
ましょう」と呼びかけました。

身近な健康に関する話題をわかりやすくお話します。
場所は、当院中央棟 1階の売店前で開催しますので、お気軽にご参加ください。
事前予約は不要です。

ミニ健康講話 開催のお知らせ生活習慣病セミナー

日　時：4月 24日（木）14時〜15時

テーマ：�目指せ！腸美人！
�身体にいい「油」のはなし

講　師：栄養管理課、日清オイリオ㈱

〈4月〉

日　時：5月 22日（木）14時〜15時

テーマ：�介護のストレス感じていませんか？
�認知症ケアの“いま”

講　師：南東北居宅介護支援事業所
介護老人保健施設サニーホーム

〈5月〉

お気軽に
ご参加ください！
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みなさん、こんにちは！看護師の みなみ です。
このコーナーでは「よく耳にするけれど意味がわからない」という医療用語について
解説します。一緒に勉強しましょう。

医療用語医療用語医療用語医療用語医療用語 Ｑ A＆ みなみちゃんがお答えします！

クオリティ・オブ・ライフ（略してQOL／Quality of Life）とは
➡「生活の質」のことをいいます。医療の現場では、単に病を治すだけではなく、治療後も患者
さんの日常生活の質の低下を最小限にする（患者さんの生活を患者さんにとってより良いものに
する）ことを目指しています。生活の質とは、人間らしい充実した生活、暮らしのレベルのことを
示しています。厚生労働省の推進する「健康日本 21」においても、寿命の長さだけでなく、その人
らしく社会生活を営める状態、いわゆる健康寿命をのばすため、QOLの向上が目的として掲げられて
います。

�総合南東北病院では・・・

医師・看護師・薬剤師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・管理栄養士・社会
福祉士など、様々な職種の職員がチームとなって、それぞれの専門分野を活かしながら
患者さんのQOL向上に取り組んでおります。また、退院後もQOLが維持できるように、

通所リハビリテーション、訪問リハビリテーション、介護老人保健施設、訪問看護ステーション等と
連携しながら、在宅での支援の充実にも努めております。

今回の医療用語 ➡ クオリティ・オブ・ライフ（QOL）

お見舞いに行くたび、オムツ等不足している物が
あるので持ってきて下さいと言われますが、何度も来るのは大変です。1回で済むように

話をまとめておいて下さい。

大変失礼致しました。何度も足をお運び頂くことのないよう、不足物の
確認を徹底すると共に、ご家族の方にわかりやすい説明を心掛けて参ります。ご不明な点などござい
ましたら、職員にお声がけください。

入院患者さんより（ご意見）

病院からの回答➡

外来で開催している糖尿病教室を受講しました。減塩に
ついてとても貴重なお話を聞くことが出来、皆勉強になったと話しておりました。学んだことを最大限
に活かし、減塩に努めて参ります。

励みとなるお言葉を頂き、ありがとうございます。当院では、糖尿病
教室をはじめ、ミニ健康講話等、皆さんの健康のお役に立つ講演を数多く開催しております。ぜひ
お気軽にご参加ください。

入院患者さんより（お礼の言葉）

病院からの回答➡

VoiceVoice
患者さんからの声



糖尿病について学びたい方を対象に、糖尿病教室を開催します。事前予約は不要です。お気軽にご参加ください。
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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 25年 2月の件数

岩　沼     64（55）台

名　取     50（58）台

亘　理     48（50）台

仙　南       15（  18）台

その他        8（ 8）台

合　計     185（189）台

2月の救急車搬入件数

みな・みな・ねっと 4月号

新年度を迎えて当法人にも多くの新しい仲間が加わり、各部署が活気づいています。そのような中、
４年にわたって編集を務めて参りました広報誌「みな・みな・ねっと」の担当を今号で交替する
こととなりました。これまで多くの方々にご協力頂き、お読み頂きましたことを感謝申し上げます。
これからも「総合南東北病院（みな）と地域の皆さん（みな）をつなぐネットワーク（ねっと）」を
宜しくお願い致します。

編 集
後 記

糖尿病教室 開催のお知らせ

日　時：5月 8日（木）14時〜15時
テーマ：おいしく食べて血糖コントロール！！

食べ方の「くせ」見直しませんか？
講　師：管理栄養士　　場　所：当院 中央棟 1階 売店前

豚肉は内臓を丈夫にするビタミンB1が豊富に含まれて
います。ビタミン B1は糖質を効率よくエネルギーに変え
たり、神経の働きに関係している栄養素のため疲労を
回復したり、イライラを防ぐ効果があります。
脂質が気になる人は脂肪分が少ない部位を選び、季節の
野菜をコクのあるオイスターソースで一緒に炒めると、
ご飯に合う一品が簡単に出来上がります。

栄養管理課 管理栄養士　綱川佳子

豚肉のオイスター炒め

ビタミン B1で疲労回復♪

❶豚肉、チンゲン菜は
3cm の長さに切る。
たけのこは薄切り、生姜
は千切りにする。
❷フライパンにサラダ油を入れて熱し、
豚肉と生姜を入れて炒め、肉に火が
通ったら人参、チンゲン菜を加えて
炒めオイスターソースとこしょうで
味付けする。1人分栄養価

エネルギー：202kcal たんぱく質：9.8g 塩分：0.9g

作り方作り方作り方

［材料（4人分）］

�豚肩ロース……………… 200g

�チンゲン菜……………… 200g

�水煮たけのこ…………… 80g

�人参……………………… 40g

�生姜……………………… 4g

�サラダ油………………… 大さじ 1

�オイスターソース……… 大さじ 1

�こしょう………………… 少々

生活習慣病セミナー


