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第 8回 南東北夏まつりが、7月 26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。快晴に恵まれて、のべ 1,500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 園児の皆さん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 岩沼市長、吉﨑
純一  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、
みちのく仙台 ORI☆姫隊＆ゆるキャラによる
ライブイベント・じゃんけん大会、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。甲冑を身にまとった山形おきたま
【愛】の武将隊からは、壮麗な演武やダンスが披露
され、さらに会場が盛り上がりました。
また、産地直送販売コーナーや職員による

屋台では、買い物や食事を楽しまれる方で賑わい、
職員と地域の皆様が笑顔で交流する場面もみられ
ました。毎年盛り上がるよさこい競演では、
阿武隈川沿岸の 4団体が参加し、各チームから
個性豊かな演舞が披露されました。当院の職員
で結成したよさこいチーム「team 踊踊」も若さ
溢れる力強い踊りを披露し、会場を盛り上げ
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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今回は「SGLT2阻害薬」という糖尿病の新薬をご紹介します。従来の糖尿病の薬は
インスリンに関するものがほとんどでしたが、今回の新薬は腎臓に作用して血糖値を
下げる薬となっています。

�SGLT2って？
SGLT2とはタンパク質の一種で、体内でブドウ糖やナトリウムといった栄養分を細胞内
に取り込む役割を担っています。健康な人では、SGLT2の働きによって尿中の糖分が
血液中に吸収されるため、尿に糖が排泄されることはありません。

�SGLT2阻害薬の作用
SGLT2阻害薬は、その名のとおり SGLT2の働きを抑える薬です。SGLT2の働きを
抑えると、尿中から糖分を血液に取り込む働きが抑えられます。抑えられた分だけ尿に
糖分が出ていき、その結果高血糖が改善されるというしくみになっています。

�メリット
�低血糖の心配が少ない（全くならないわけではありません）
�体重減少効果
�血圧低下
�脂質改善

�デメリット（副作用）
�多尿による脱水
�尿路感染症
�性器感染症
�血糖値が正常でも尿糖が出る
�インスリン分泌不全の場合、ケトアシドーシスの注意が必要

このようにメリットもありますが、上記のようなデメリットもあります。
これからさらに暑くなるため、特に体内の水分量が少ない高齢者は脱水に十分注意が

必要です。また、尿に糖が多く出ることで、尿路感染症を引き起こしたり女性からは性器
感染症の副作用が多く報告されています。ただ、このような副作用は水分を多く摂取したり、
性器を清潔にするなどして防げる可能性もあります。

だより 尿に糖分を排出する薬
「SGLT2阻害薬」

薬局 薬剤師　東　宏子

※新薬のため、今後予期せぬ作用が出るかもしれません。体調がすぐれない場合は、
かかりつけの医者や薬剤師に相談して下さい。
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ワンポイント
リハビリ
ワンポイント
リハビリ

腰は、体をひねる・反る動きや重いものを
持つなどの日常的な動きでも負担がかかり、
痛みが生じることがあります。痛みが生じると、
痛みを避けるために腰や股関節、膝関節を曲げた
姿勢をとりやすくなると言われています。
また、姿勢が悪くなることで、背中にある筋

（脊柱起立筋など）や股関節や膝関節の周囲の
筋（腸腰筋や大殿筋、ハムストリングスなど）が
固くなり、更に姿勢が悪くなり痛みを悪化させる
ことがあります。
今回は、このような悪循環を生み出さないよう、背中や股関節周囲の筋肉の固さを緩和するスト
レッチを紹介していきたいと思います。

お尻と太ももの前面のストレッチ
（大殿筋と腸腰筋）
① ベッドに仰向けになります。
② 片膝を抱えて、反対の足はできるだけ伸ばします。
③ お尻と太ももの前の部分が伸ばされるのを意識
しながら 5〜20秒そのままの姿勢を保ちます。

④ 反対も同様に行います。

背中のストレッチ（脊柱起立筋）
① ベッドに仰向けになります。
② 両膝を立てて、足を右に倒します。
③ 殿部から背中にかけて伸ばされるのを意識しながら 5〜20秒
そのままの姿勢を保ちます。

④ 反対も同様に行います。

太ももの裏のストレッチ（ハムストリングス）
① 椅子に腰かけて、片脚を伸ばします。
足のつま先は天井に向けます。

② 両手をつま先の方へと伸ばしていきます。
③ 太ももの裏が伸びるのを意識しながら、5〜20秒そのままの姿勢
を保ちます。

④ 反対も同様に行います。

腰痛予防のストレッチ
理学療法士　齋藤　恵

最後に…
効果的なストレッチは 20〜30秒を数回繰り返すことが良いといわれています。初めは

無理をせず、5秒程度のストレッチから始めて、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たり、反動をつけないよう心掛けましょう。

脊柱起立筋

大殿筋

腸腰筋

ハムストリングス
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風邪は寒い時期にひくものと考えがちですが、そんなことはありません。夏風邪は冬の風邪と比べ、
症状は穏やかですが、長引くことが多いのが特徴です。

�夏の風邪と冬の風邪の違い

夏風邪はおなかにくるといいますが、下痢が長く続くことがあり、脱水症状を起こす可能性が高く
なります。体を冷やさないようにし、こまめに水分補給を行いましょう。
子どもやお年寄りなど、抵抗力が弱い人ほどかかりやすく、ほうっておくと症状が急変することも
あるので注意が必要です。健康な人でも、体力・免疫力が低下しているときに感染しやすくなります。

�大切なのは免疫力！
免疫力をアップさせましょう！
�禁煙に努める　�睡眠をしっかりとる
�バランスのよい食事を心がける
�適度な運動をする　�ストレスをためない

�夏風邪は予防が大事！
夏の暑い時に症状が長引くと、体力だけではなく精神力も消耗されてしまいます。
夏本番のこれからの季節に向けて、しっかり予防対策をしましょう。

�予防のポイント
�エアコンによる冷えに注意！　�冷たいものを飲みすぎない
�手洗い・うがいを習慣に　　　�流行時は人ごみを避ける

�夏風邪をひかないために
日常生活の中では、体を冷やさないことが大切です。暑いからといって、エアコンをかけたまま寝て
しまうのはよくありません。直接冷房の風があたらないようにし、冷やし過ぎないよう注意しましょう。
汗をかくことも大切です。出すべき汗を出さないと、自律神経が乱れてしまいます。暑いからと
だらだらせず、適度に体を動かして気持ちのいい汗をかきましょう！

�栄養バランスのよい食事を
高カロリー・高たんぱく・低脂肪の食事を心がけましょう。インスタントや加工食品など、偏った
食事は控えめに！1日 3食、規則正しい食生活をおくりましょう。

�長引くようなら要注意！
夏風邪は 3日〜1週間程度で症状は回復します。しかし、長引く場合は、肺炎や二次感染など他の
病気を引き起こすことがあります。無理をせず、早めに病院で診察を受けるようにしましょう。

記事提供：株式会社 メディネット

夏風邪　免疫力アップと予防で撃退！

健康ワンポイント

低温・乾燥を好む
空気・飛沫感染

発熱・のどの痛み・せき・痰・
鼻水・鼻づまり　　など

冬の風邪

高温多湿を好む
経口感染

発熱・のどの痛み・せき・
嘔吐・下痢・体のだるさ　など

夏の風邪

ウイルスの特徴 主な症状

適温は
28℃



4 みな・みな・ねっと 8月号

7月 24日（木）、ミニ健康講話「病院探検ツアー」が行われ、小学校 3年生から 6年生の合計 10名の
参加がありました。
今回は、「病院探検ツアー 〜病院のお仕事パート 5〜」と題して、手術室と中央材料室を探検しました。

手術室 我妻星子 看護師長、星みゆき 看護副主任の引率のもと、手術着に着替え手術室へと移動しました。
手術室内の様々な機器を見学し、星 看護副主任から手術器具を清潔に保つしくみや機材についての説明を
受けました。
次に、一人一人心電図計を体につけて、自分の心臓の動きをモニターでチェックしました。測る順番が

来るまで、自分の心拍数を予想するなど、関心の高さが窺がえました。
さらに、手洗いの細菌検査も実施しました。手洗い前の自分の手に細菌がどれ程付着しているかを

ブラックライトで確認し、石鹸での手洗い後、再度ブラックライトで洗い残しがないかをチェックしました。
爪や手首など忘れがちな部分に洗い残しが多くあることが分かると、また丁寧に手洗いに取り組むお子
さんもいました。
普段見る機会の少ない手術室内を見学したり、自分の心拍数や手の細菌の付着具合を知ることで、実際の
手術現場、さらには人間の体のしくみについても興味を持つことが出来たツアーになったようです。

身近な健康に関する話題をわかりやすくお話します。
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：8月 28日（木）14時〜15時
テーマ：�家族みんなで体操しよう 〜皆でやれば続くコツ〜

�まずは、正しい姿勢から・・・！
講　師：通所リハビリテーション、リハビリテーション科

日　時：9月 25日（木）14時〜15時
テーマ：�ト･ク･ホとサ･プ･リ うまく利用できていますか？

�健康と腸内細菌のはなし
講　師：薬局、株式会社 明治

お気軽に
ご参加ください！

病院探検ツアーを行いました
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ズッキーニは初夏から夏が旬となる野菜です。太めの
キュウリのような外見のため、「キュウリの一種では？」
と思われがちですが、実はカボチャの一種です。味や歯ご
たえはナスに似ています。今回は生のまま調理しましたが、
加熱しても美味しく食べることが出来ます。
栄養面に関しては、カロリーが低く、免疫力を高める

ビタミンAを多く含んでいます。また、赤血球を作る働きの
ある葉酸や、余分な塩分を排出させ高血圧予防に効果的な
カリウムを含んでいます。

栄養管理課 管理栄養士　佐藤香織

ズッキーニの和風和え

高血圧予防＆免疫力UP！

1人分栄養価
エネルギー：42kcal 塩分：0.9g

［材料（3人分）］
�ズッキーニ …………… 1本
�トマト ………………… 1個
�木綿豆腐 ……………… 1／4丁
�醤油 ……………… 小さじ 2

★ �ごま油 …………… 小さじ 1／3
�こしょう ………… 少々

�白ごま ………………… 適量
�塩 ……………………… 小さじ 1／4

❶ズッキーニは 2mm幅
の半月型に切る。塩を
全体にまぶし水気が
出たら軽く搾る。
❷トマトはへたを除き、薄めのくし切り
にする。
❸木綿豆腐は水気を切り、一口大にちぎる。
❹ボウルに★を合わせ、ズッキーニ、トマト、
豆腐を入れて和える。
❺器に盛付け、白ごまを散らす。
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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 25年 6月の件数

岩　沼     57（76）台

名　取     53（50）台

亘　理     61（59）台

仙　南       16（  14）台

その他        7（ 4）台

合　計     194（203）台

6月の救急車搬入件数

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。

みな・みな・ねっと 8月号

残暑の厳しい日が続いていますね。未だに寝苦しい日が続いていますが、朝に
なると体が冷えていることがあります。体を冷やさない工夫をして、夏風邪を予防
していきたいと思います。

編 集
後 記

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。

日　時：9月 11日（木）14時〜15時
場　所：当院 2階 講堂
テーマ：はじめよう！！〜気軽にできる運動療法〜

（※軽い運動ができる服装でお越しください）
講　師：リハビリテーション科

糖尿病教室 開催のお知らせ生活習慣病セミナー


