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ジメジメとした梅雨の季節がやって参りました。
6〜10月は気温と湿度が上がり、食中毒が起こり
やすくなる時期です。今回は、食中毒を予防するため
の 3原則と、その具体的な 6つの基本を紹介します。

①買い物
�消費期限を確認する。
�肉と魚はそれぞれ分けて包む。
�生鮮品を購入した場合、寄り道
をせず、まっすぐ自宅へ帰る。

②家庭での保存
�持ち帰ったら、すぐに冷蔵庫へ入れる（収納の
目安は冷蔵庫全体の 7割程度）。
�冷蔵庫は 10℃以下、冷凍庫は-15℃以下に設定。

③下準備
�しっかり手を洗う。
�ラップしてある野菜も、よく洗う。
�冷凍品の解凍は、冷蔵庫で行う。

④調　理
�作業の変わり目に手を洗う。
�生の肉・魚・卵を取り扱った後も、
手を洗う。
�生の肉や魚を切った後のまな板と包丁
は、すぐによく洗う。
�タオルや布巾は、乾燥させて清潔な
ものを使う。
�加熱は充分に行う（目安は中心の温度が 75℃以上）。
�電子レンジを使う時は、均一に加熱する（時々
混ぜることも必要）。

⑤食　事
�食事の前に手を洗う。
�調理後の食品は、長時間室温
に放置しない。
�温かい料理は 65℃以上、冷た
い料理は 10℃以下に保つ。

⑥残った食品
�冷やす時は早く冷えるように、容器に小分けに
して保存する。
�時間が経ったものは、思い切って
捨てることも大切。
�温めなおすときは、しっかり加熱
する（75℃以上が目安）。

〈厚生労働省ホームページ 健康･医療「食中毒」参考〉

食中毒を予防しよう！
介護老人保健施設 サニーホーム

管理栄養士　戸田友里

〜食中毒予防の 3原則〜
食中毒菌を

「つけない」
「増やさない」
「やっつける」
〜６つの基本〜

栄養の偏りや睡眠不足などにも気をつけて、
規則正しい生活を送ることも大切です。体調
を整えて、食中毒を予防しましょう。
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薬には、もっとも効果を発揮する服用タイミングがあります。
薬によってタイミングは異なりますが、今回はそのタイミングと、
その時に飲むと効果的な薬の種類について詳しく紹介します。

1．食後：食後約 30分まで
食事で胃がふくらんでいる状態です。内服薬の多くは、食後と

指示されます。これは食後だと比較的胃を荒らさないため、また、
食後とすることで薬を飲み忘れないようにするためです。

�胃の消化を助ける薬
�食べ物と一緒のほうが、吸収がよい薬
�胃に障害を起こしやすい薬（食べたものが胃粘膜への刺激をやわらげてくれるためです）

2．食前：食事前の約 30分前
食前は胃が空っぽの状態です。胃が空だと一般的に薬は速く吸収され、速く効果を現します

（例外もあります）。その代わりに胃を刺激しやすく、胃が荒れやすくなります。

�一部の血糖値を下げる薬（食後に血糖値が上がるので、食前に飲むことが多いです）
�直接胃粘膜に接して効果が出る薬
�食欲増進の薬
�食べ物と一緒でないほうが、吸収がよく効果が出る薬

3．食間：食後 2、3時間
食事と食事の間のことで、食事の最中ではありません。食事の消化が終了して、胃の中が

空っぽの状態なのは食前と同じですが、次の食事まで 1時間ほど間が空いている点が食前とは
異なる点です。

�直接胃粘膜に接して効果が出る薬
�食べ物と一緒でないほうが、吸収がよく効果が出る薬（漢方薬は、空腹時のほうが吸収が
よいとされ、一般的に「食前・食間」の服用とされています）

4．寝る前
�胃酸の分泌を抑える薬
�喘息の薬
�睡眠薬
�便秘の薬（翌朝にお通じが来るようにする為です）

5．頓服：必要時
1回飲むだけで効果が出る薬が頓服（頓用）と呼ばれる薬です。頭痛薬や下痢止め、乗り物

酔い薬、狭心症の薬など、症状が出たときに飲む薬です。基本的に食事とは無関係ですが、
事前に薬剤師等に確認して下さい。

だより 薬の飲み方②
薬局 薬剤師　東　宏子
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はじめに
普段から長時間同じ姿勢でいることが多い人は、肩こりに悩まされて

いませんか？肩こりの原因は筋肉の疲労といわれています。特に、僧帽筋
（上部・中部・下部）と呼ばれる首〜肩・背中にまである筋肉の疲労が肩こり
の原因となることが多いといわれています。（その他にも肩甲挙筋

けんこうきょきん

、棘上筋
きょくじょうきん

、
脊柱起立筋群
せきちゅうきりつきんぐん

等も肩こりに関係の深い筋肉といわれています。）首や肩の
ストレッチを行うと、肩こりが改善します。定期的にストレッチを行い、
肩こりの改善を目指しましょう。今回は僧帽筋を中心とした首〜背中にかけて
のストレッチ方法をお伝えしたいと思います。

１．頸部のストレッチ（僧帽筋上部繊維）
① 右手で頭の左側をおさえます。
② そのままゆっくりと首を右へ倒していきます。
③ そのままの状態で＊5〜20秒保持します。
④ 反対側も同様に行います。
⑤ ①〜④を 2〜3回繰り返します。

首を倒す際はゆっくりと息を吐きながら行ってみましょう。

２．肩のストレッチ（僧帽筋中部繊維）
① 右腕をまっすぐ胸の前に持ってきます。
② 左腕で押さえるようにゆっくり伸ばしていきます。
③ そのままの状態で＊5〜20秒数えます。
④ 左腕も同様に行います。
⑤ ①〜④を 2〜3回繰り返します。

肩や腕だけでなく肩甲骨周りも伸ばされているような意識で行いましょう。

3．背中のストレッチ（僧帽筋下部繊維）
① 両手を組み、「前ならえ」の姿勢をとります。
② 組んだ手をそのまま前に突き出すように腰を曲げていきます。
③ そのまま前に引っ張られるような意識で＊5〜20秒数えます。
④ ①〜③を 2〜3回繰り返します。

保持している際、首だけ前を向かないよう注意しましょう。

＊効果的なストレッチを行うためには、20〜30秒を数回繰り返すことが良いといわれています。
初めから 20秒では大変だと思いますので、5秒程度のストレッチから始め、徐々に秒数を増やして
みましょう。また、ストレッチ中は息を止めないよう心掛けましょう。

ワンポイント
リハビリ
ワンポイント
リハビリ 頸部・上肢のストレッチ

〜肩こり改善のために〜
リハビリテーション科 作業療法士　香山真希

ポイント

ポイント

ポイント

ここが伸ばされています！

背中側も伸ばされている意識で！

前に引っ張られる意識で！

色の濃い部分：僧帽筋
そうぼうきん
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看護の日を記念したイベントを開催しました

5月 12日は「看護の日※」です。フローレンス・ナイチンゲールの誕生日である
この日は、「看護の心をみんなの心に」というテーマのもと、全国各地で看護にまつ
わる行事が開催されています。
当院でも毎年この時期に、地域の皆さんに看護の心を知って頂くことを目的として
イベントを開催しており、今年は 5月 8日（木）・9日（金）・12日（月）の 3日間

行いました。1階売店前には、健康相談や手洗いチェックの体験コーナーを設け、看護師が感染
予防の実践方法などをアドバイスしました。また、看護師長らが中心となり、看護の日の説明を
しながらマスクとポケットティッシュを配布しました。看護場面の写真などを展示した外来の
待ち合いコーナーには、多くの方が足を止めて見入っていました。

※看護の日
21世紀の高齢社会を支えていくためには、看護の心、ケアの心、助け合いの心を、私たち
一人一人が分かち合うことが必要であり、こうした心を、老若男女を問わずだれもが育む
きっかけとなるよう、旧厚生省により 1990年に制定されました。

（日本看護協会ホームページより引用）

糖尿病教室 ―血糖値が上昇しにくい食事法―

5月 8日（木）午後 2時から「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？」というテーマで糖尿病教室を開催しました。今回は当院の管理栄養士が、血糖値
が上昇しにくい食品や食事法について話しました。
日本人の主食となるご飯やパン、麺類などは体や脳に欠かせ

ない栄養源ですが、血糖値への影響も大きいので食べ過ぎない
ことが大切だそうです。そこで、ご飯は単品で食べるよりも、
味噌汁や酢の物、牛乳などと一緒に食べると食後の血糖値の
上昇は緩やかになると説明がありました。また、全く同じ食事
内容でも、最初に野菜のおかずを食べ、良く噛んで食べることで
血糖値の上昇が緩やかになるという研究結果の紹介もあり
ました。炭水化物は食べ過ぎても、減らしすぎてもよくないと
いうことで、バランス
よく食事をすること
が大切とのことです。



4 みな・みな・ねっと 6月号

5月 22日（木）午後 2時から、当院 1階売店前で
ミニ健康講話を開催しました。1題目は「介護のスト
レス感じていませんか？」と題して、南東北居宅介護
支援事業所 介護支援専門員の松岡典子さんと似内
佳子さんが話しました。まず、生活チェックシートを
用いて、介護者のストレス度などを確認しました。
さらに、介護による「うつ」を発症した事例等も紹介
しながら、頑張りすぎない介護生活のポイントについて
説明がありました。松岡介護支援専門員は「介護は

心身ともに疲労がたまりやすいものです。無理をして一人で抱え込まずに、地域包括支援センター
などに相談しましょう」と呼びかけました。

2題目は「認知症ケア」と題して、サニーホーム 介護福祉士の門馬 慎さんが認知症の方の
介護のポイントについて話しました。認知症の症状を 3つのタイプに分け、それぞれに合わせた
対応の仕方について詳しく説明がありました。門馬介護福祉士は、実際に経験した事例を紹介
しながら「認知症であってもコミュニケーションを多くとって、家族
以外とも関わりをもつ機会を作ることが大切。家族だけでは対応でき
ないこともあるので、ぜひ相談してください」と話しました。
講話後、認知症の家族を介護している方から体験談なども寄せられ、

関心の高さが窺がえました。

ミニ健康講話 ―介護のストレス、認知症ケアについて―

＊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。

日　時 講 座 名 講座担当

6月 26日（木）
■ミニ健康講話

�リハビリテーション科
14時〜15時

�つら〜い肩の痛み 〜予防体操講座〜
�看護部�褥瘡（床ずれ）予防について

7月 10日（木）
■糖尿病教室

14時〜15時
�血糖値が下がりすぎると…！？ �健診事業部
（糖尿病と低血糖）

7月 24日（木）

■ミニ健康講話 〜お子様向け企画〜

14時〜15時

�病院探検ツアー【病院のお仕事 パート５】

生活習慣病セミナーのご案内

院内で「生活習慣病セミナー」を開催しております。
事前予約不要（7月 24日開催の探検ツアーを除く）ですので、お気軽にご参加
ください。（開催場所：当院 1階 売店前）

※小学校 3〜6年生対象
事前申し込み制（先着 10名様）
総合南東北病院 総務課まで
TEL：0223-23-3151

◀これまでの
ツアーの様子
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イカの旬は、種類によって異なりますが、通年
出まわっています。スルメイカの場合、漁獲量が
多くなるのは夏です。イカには、亜鉛・ナイアシン・
ビタミンＢ群、たんぱく質などの栄養が含まれ、
低脂肪・低カロリー・高タンパク質な食べ物です。
スルメイカは、干して「するめ」に加工されますが、
その表面に付いている白い粉は「タウリン」と呼ばれ、
コレステロールを下げ、疲労回復に効果があると
言われています。イカは食べると硬いため、消化が
悪いと思われがちですが、消化率は 90％であり
消化が良い食べ物です。

管理栄養士　戸田友里

イカめし

疲労回復＆胃にやさしい♪

❶もち米は、といでザルにあけておく。
❷スルメイカは、足を抜き、軟骨と
内臓を取り除いてよく洗い、足は
吸盤をしごき落としてから 5mm幅に切る。
❸ごぼう・人参は皮をむいて、ささがきにする。
しょうがは千切りにする。
❹もち米に、イカの足と❸と、調味料 Aを加えて
混ぜ合わせる。
❺それぞれのイカの胴半分に❹を入れ、爪楊枝で口を
留める。
❻圧力鍋に❺と、調味料 Bを入れてふたをして、
強火にかける。圧がかかったら、弱火にして 20分
加圧する。加圧後は、自然冷却してからふたを
開ける。（普通の鍋の場合は、中火〜弱火で 1時間
ほど煮る）
❼食べやすい大きさに切り、器に盛る。1人分栄養価

エネルギー：150kcal 塩分：2.5g

作り方作り方作り方

［材料（4人分）］
�もち米…………………………………… 1合
�スルメイカ……………………………… 4杯
�ごぼう…………………………………… 50g
�人参……………………………………… 30g
�しょうが………………………………… 1片
調味料Ａ（しょうゆ・みりん　各大さじ 1）
調味料Ｂ（だし汁 300ml、しょうゆ・酒 各大さじ 3、

みりん 大さじ 2、砂糖 大さじ 1）

仙
台
東
部
道
路

警察署

消防署

市役所

仙台空港

岩
沼
駅

国
道
4
号
線（
バ
イ
パ
ス
）

旧
国
道
4
号
線

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 4月の件数

岩　沼     42（63）台

名　取     51（54）台

亘　理     31（50）台

仙　南       22（  15）台

その他         2（ 7）台

合　計     148（189）台

4月の救急車搬入件数

雨が降り続き、曇りがちのお天気ですが皆様はいかがお過ごしでしょうか。通勤途中の道端には、
たくさんの紫陽花が咲いています。白、青、紫など様々な色があり、目の保養となっています。これ
から暑くなるまでの間、紫陽花鑑賞を楽しみたいと思います。

編 集
後 記

■当法人の職員が身近な健康に関することをお話します。
■町内会・老人会などのお集まりの所に伺い、出前講話いたします。
■日時・講話内容等については、ご要望をお伺いし、相談となります。
■内容は院内で開催中のミニ健康講話・糖尿病教室等の演題をご参考
ください。

出前ミニ健康講話はいかがですか？

※内容や日程によっては、お伺いできない場合もございますので、
ご了承ください。調整の都合がございますので、お早めにお申込み頂きますよう、お願い致します。

問い合わせ・申し込み
月〜金／午前 8：30〜午後 5：00
社会医療法人 将道会 総合南東北病院 総務課 まで
TEL：0223-23-3151　FAX：0223-23-3150


