
あっという間に師走となりましたが、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。一年間を振り返る
間もなく風のように毎日が過ぎていきます。また、朝夕は寒さが身にしみ、本格的な冬の到来が
感じられます。これからますます寒さが厳しくなってくると思いますので、防寒対策をして体調
管理にも気を付けていきたいですね。
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すべては患者さんのために

診断できない腰痛？

院長　松島忠夫
腰痛はあらゆる症状の中で最も多い訴えであるという。

ヒトが2足歩行するようになり、避けられない症状の様です。

四足歩行の動物では腰の負担は少ないと考えられるので

腰痛で困ることは多分ないでしょう。

実際、腰痛を訴えて来院、通院する方は多い。時に、他の

病院で腰の手術をしたが（ヘルニアまたは腰部脊柱管狭窄症の

診断で）、腰痛がとれない、痛くて日常生活で困る、仕事に

ならないと訴えて来院する方がいます。そういった腰痛の

中で、仙腸関節障害が慢性腰痛、日常困るほどの腰痛の

原因となっていることがあります。

仙腸関節とはどこにあるかというと、骨盤の骨である

仙骨（せんこつ）と腸骨（ちょうこつ）の間にある関節で、

周囲の靭帯で強固に連結され、脊椎の根元にある関節です。

関節ではあるものの、他部位の関節（肩、肘、手関節、股関節、

膝関節など）とは異なり、ほんのわずかな動きがあるので

すが、画像検査ではほとんどわからない程度の動きです。

この関節では日常生活での身体を支える働きとして根元

から脊椎のバランスをとっています。中腰での作業や不用意な

動作、あるいは繰り返しの負荷で関節に微小な不適合が

生じてくると、痛みが発生するようです。いろいろな所で

加療したが良くならない、その原因がはっきりしない、

といった腰痛の原因が仙腸関節障害であったことが多く

経験されます。仙腸関節障害は稀ではなく、年齢や男女に

関係なく、慢性腰痛の原因になります。

症状としては片側の腰臀部痛、下肢痛が多くみられます。

腰痛の部位は、仙腸関節を中心とした痛みが一般的で、

臀部（でんぶ）、鼠径部（大腿の付け根）、下肢などに痛みが

きます。ぎっくり腰のような急性腰痛の一部も仙腸関節の

捻挫が原因となっていることがあります。

特徴的な症状は、長い時間椅子に座れない、仰向けに

なれない、痛い方を下にして寝られない、歩行開始時に

痛みがあるが徐々に楽になる、正座は大丈夫だという方が

多くいます。腰臀部痛、下肢症状は腰部脊柱管狭窄症や

腰椎椎間板ヘルニアなどの神経症状にそっくりです。そして

腰椎と仙腸関節は近くにあり、関連しているので、腰椎の

病気に合併していることもよくあります。腰部脊柱管狭窄症

やヘルニアの手術をしたが、症状がよくならない、というのは、

仙腸関節障害が合併していた可能性があるのです。

診断では、レントゲン、CT、MRIなどでは、仙腸関節障害

の診断は困難です。症状経過と仙腸関節部の圧迫テストで

診断します。中高年では腰椎椎間板ヘルニアや狭窄症が

認められても症状と一致しない場合は、仙腸関節障害も

考慮すべきです。治療では安静、鎮痛剤内服、骨盤ゴムベルトを

使用し、仙腸関節ブロック（局所麻酔剤の注射）、リハビリ

（理学療法―徒手的に仙腸関節を適正化）などがあります。

まれに仙腸関節固定術という手術が必要になる場合が

あります。当院でも対応、加療していますが、仙台の病院に

仙腸関節センターがあり多くの患者さんを治療しています。

と書いていたら、先日NHKテレビ『ためしてガッテン』で

『股関節腰痛』という腰痛を説明していました。身体を支えて

何十年の腰椎腰部ですから、実際のところ、腰痛の原因に

はいろんなものがあります。また原因がわからないものも

あります。腰痛はやさしそうで難しいですね。

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28年10月の件数
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10月の救急車搬入件数
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免疫力UPで
風邪を予防！
免疫力UPで
風邪を予防！カボチャヨーグルトサラダ

「冬至にかぼちゃを食べると風邪をひかない」と言われるように
かぼちゃは栄養の宝庫。免疫力を高めるだけではなく抗酸化作用も
あり、緑黄色野菜の中でも栄養価の高い野菜です。かぼちゃの旬は
7月から12月で、収穫のピークは夏ですが採れたてのものは甘味が
なく貯蔵により甘味が増します。そのため食べごろは秋から冬に
かけてなのです。注目の栄養価ですが、β－カロテンをはじめ、
ビタミンCやE、B₁、B₂、ミネラルや食物繊維などを含んでいます。
免疫力を高めるなどの効能があるβ－カロテンは実より皮の部分に
多く含まれているので一緒に調理して食べるようにしましょう。
今回ご紹介するカボチャヨーグルトサラダは、おかずの一品としては
もちろん、おやつの時間にクラッカーにつけて食べるのもオススメ
です。免疫向上効果のある食材を食べ風邪に負けない身体を
つくり、寒い冬を乗り切りましょう！
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●
●
●
●
●

[材料 4人分]

カボチャ………………………
ヨーグルト（加糖）……………
マヨネーズ……………………
塩………………………………
こしょう………………………
サニーレタス…………………

作り方作り方

栄養価（1人分）

エネルギー：150kcal   塩分：0.2ｇ

栄養管理課　管理栄養士　久田和香

介護保険推進全国サミットで、当院よさこいチームteam踊踊が演舞を披露しました。

詳しくは2ページをご覧ください。介護保険推進全国サミットで、当院よさこいチームteam踊踊が演舞を披露しました。

詳しくは2ページをご覧ください。

①カボチャは種とワタをとり皮をむき、一口大に
切って電子レンジで加熱する。

②①をお好みの大きさになるまでつぶす。
③ボウルにマヨネーズとヨーグルトを合わせ

②を加え、塩、こしょうで味をととのえる。
④③を冷蔵庫で冷やす。
⑤器にサニーレタスをしき④を盛りつける。
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社会医療法人 将道会

総合南東北病院
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生活習慣病セミナーのご案内

※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。

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。

日　時 講座名（講座担当）

12月14日（木）

１月11日（木）

１月25日（木）

■糖尿病教室
・糖尿病足病変の予防 ―フットケア―（看護部）

■ミニ健康講話
・薬について（薬局）
・チョコレートと健康（仮）（株式会社 明治）

■糖尿病教室
・自宅でもできる糖尿病に対する運動療法（リハビリテーション科）

平成30年

（※軽い運動ができる服装でお越しください）

（参考：診断のつかない腰痛　仙腸関節の痛み：村上栄一著　南江堂）

午後 14:00 ～ 15:00　　　　    当院 1 階売店前時間 場所
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第60回健康医学セミナーが開催されました

介護保険推進全国サミットで、
当院よさこいチームteam踊踊が演舞を披露しました

第60回健康医学セミナーが10月28日
（土）午後1時から当院2階講堂で開催
され、70名の方が参加しました。今回は
近藤健男リハビリテーション科科長が

「食べ物が飲み込みにくいことはあり
ませんか？嚥下障害の診断と治療」と
題して話しました。

摂食嚥下障害の主な原因は、加齢や体力低下、知覚低下、脳卒中、食道がん等で、高齢化により潜在的
摂食嚥下障害の方は年々増加しており、誤嚥性肺炎を引き起こしてしまうため注意が必要とのことです。
症状は、常に開いている口、口唇や舌の非対称、唾液の垂れ、むせ（特に食事時）、繰り返す肺炎などで、
まずはその障害ではないかと疑うことが大切だそうです。

さらに、治療（リハビリテーション）に関しては、間接訓練（食べ物を用いない方法）・直接訓練（食べ物を
用いる方法）を紹介しました。特に、間接訓練について詳しい解説があり、自宅で手軽に行える訓練として、
のどや口の周りの筋肉を鍛える「シャキア訓練」「舌拳上訓練」などが挙げられました。

参加者の皆さんは、資料にメモを取りながら熱心に話を聴いていました。

第30回南東北連合学術学会が11月3日（金・祝）、一般財団法人 
脳神経疾患研究所附属 総合南東北病院（郡山市）で開かれ、500名を
超える関連施設の職員が各地から参集しました。この学会は、日頃の
研究の成果を発表し合い、医療・福祉についての知識を深めることを
目的として、毎年文化の日に開催されています。

今回は、一般演題36題（医師・看護・リハビリ・介護・コメディカル）、
ポスター演題（看護・介護・コメディカル）16題の計52題の発表があり、
当法人からは6題の演題発表を行いました。

午後3時から審査結果が発表され、当法人は理学療法士 安孫子洋主任が発表した「リハビリテーション
における局所磁気刺激装置（Pathleader）の使用経験」がリハビリ部門で第1位に選ばれました。

今回の受賞によせて、安孫子主任からコメントを頂きましたのでご紹介します。
「局所磁気刺激装置は最近開発された機器で痛みがなく、筋肉をしっかりと動かせるものです。今回は

脳卒中の後遺症を持つ患者さんに対して使用し、回復が早まったことを報告させていただきました。この
ような機器を積極的に使用し、より良いリハビリテーションを進めていければと思っています。受賞に
当たり、ご指導いただいた今泉先生はじめ多くの方々に感謝申し上げます。

最新鋭の革新的装置を使用し、脳卒中患者さんの回復に寄与できたことは大変うれしく思います。今後も
更なる活用方法の検討などを進め、患者さんの回復のお手伝いが出来れば幸いです。」

献血バスによる献血が行われました
10月26日（木）当院正面玄関入口で、

岩沼市献血推進事業の一環として献血
バスによる献血が実施されました。

今回は一般の方と当院職員合わせて
12名（400㎖献血）の方の協力が得られ
ました。

皆さんの温かいご協力ありがとう
ございました。

脳卒中のリスクを下げる
運動量について
脳卒中リハビリテーション看護認定看護師　澤邉晃永

認 定
看 護 師コラムコラム
今回は脳卒中のリスクを下げる運動についてお話ししたいと思います。脳卒中とは①脳血管が破綻して

おきる脳出血②そのほとんどが脳動脈瘤が突然破裂して起こるクモ膜下出血③脳血管に血栓などが詰まる
ことで起きる脳梗塞の総称です。

日本人を対象に様々な生活習慣とがん、2型糖尿病、脳卒中、心筋梗塞などとの関係を明らかにする目的で
行われたJPHC研究というものがあります。この研究において身体活動量※1と循環器疾患（脳卒中、冠動脈
疾患）の関係を解析したところ一日の身体活動量が5メッツ※2×時間に増えると発症リスクが約30％程度
急激に減少し、5-10メッツ×時間に増えるとリスクの低下は最大となるということが判明したとのことです。

ただし、運動量が増加すればするほど発症のリスクが低下するわけではないので注意が必要です。また、
5メッツの運動強度とは、やや早い速度のウォーキングに相当します。これを毎日、1時間続けることは正直、
心が折れてしまいそうです。それでもこの研究結果を知ることで、健康を意識して運動をすると一念発起した
際に、どの程度運動することが安全で健康的なのかと一つの指標になるのではないかと考えられますので、
ぜひ参考にしてください。

第18回介護保険推進全国サミットinいわぬまが10月5日（木）、6日（金）岩沼市民会館・中央公民館、岩沼市
総合体育館で行われ約1,600人の方が参加しました。当院のよさこいチームteam踊踊はプログラム内
アトラクションとして出演依頼があり、6日（金）岩沼市民会館 大ホールでよさこい演舞を披露しました。

元気な掛け声とともに登壇したteam踊踊は、リズミカルな
「よっちょれ」と宮 城 県 民 謡  斎 太 郎 節を織り交 ぜた
「疾風笑踊」の2曲を演舞。はじける笑顔で踊りを披露し、
観客の皆さんからは盛大な拍手が送られました。発表後の
取材に対して、リーダーの小林さんは「全国からお越し
頂いたたくさんの観客の皆さんへよさこい演舞を披露させて
頂き、とても嬉しく光栄でした。ありがとうございました」と
話していました。

介護保険サミットは、全国から医療・介護・福祉関係者、
行政および地域住民が集い、介護に関する有識者の講演会や
先進的事例に基づく分科会などを行うのもので、平成12年
から全国各地で毎年開催されています。

※1　身体活動量＝運動強度（メッツ）×時間　
※2　やや早い速度のウォーキング＝5メッツ相当（約6㎞/時）

（参考：国立研究開発法人 国立がん研究センター 社会と健康研究センター 予防研究グループホームページ、
　　　一般社団法人 日本生活習慣病予防協会ホームページ）

ようよう

しっぷうしょうよう

第30回南東北連合学術学会が開かれました
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12名（400㎖献血）の方の協力が得られ
ました。

皆さんの温かいご協力ありがとう
ございました。

脳卒中のリスクを下げる
運動量について
脳卒中リハビリテーション看護認定看護師　澤邉晃永

認 定
看 護 師コラムコラム
今回は脳卒中のリスクを下げる運動についてお話ししたいと思います。脳卒中とは①脳血管が破綻して

おきる脳出血②そのほとんどが脳動脈瘤が突然破裂して起こるクモ膜下出血③脳血管に血栓などが詰まる
ことで起きる脳梗塞の総称です。

日本人を対象に様々な生活習慣とがん、2型糖尿病、脳卒中、心筋梗塞などとの関係を明らかにする目的で
行われたJPHC研究というものがあります。この研究において身体活動量※1と循環器疾患（脳卒中、冠動脈
疾患）の関係を解析したところ一日の身体活動量が5メッツ※2×時間に増えると発症リスクが約30％程度
急激に減少し、5-10メッツ×時間に増えるとリスクの低下は最大となるということが判明したとのことです。
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際に、どの程度運動することが安全で健康的なのかと一つの指標になるのではないかと考えられますので、
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第18回介護保険推進全国サミットinいわぬまが10月5日（木）、6日（金）岩沼市民会館・中央公民館、岩沼市
総合体育館で行われ約1,600人の方が参加しました。当院のよさこいチームteam踊踊はプログラム内
アトラクションとして出演依頼があり、6日（金）岩沼市民会館 大ホールでよさこい演舞を披露しました。
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「よっちょれ」と宮 城 県 民 謡  斎 太 郎 節を織り交 ぜた
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行政および地域住民が集い、介護に関する有識者の講演会や
先進的事例に基づく分科会などを行うのもので、平成12年
から全国各地で毎年開催されています。

※1　身体活動量＝運動強度（メッツ）×時間　
※2　やや早い速度のウォーキング＝5メッツ相当（約6㎞/時）

（参考：国立研究開発法人 国立がん研究センター 社会と健康研究センター 予防研究グループホームページ、
　　　一般社団法人 日本生活習慣病予防協会ホームページ）

ようよう

しっぷうしょうよう

第30回南東北連合学術学会が開かれました
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気管支喘息とその治療薬について②
薬局　薬剤師　菅沼健人

前回に引き続き、気管支喘息の治療薬について説明します。今回は吸入薬と貼付薬に関してお話し
します。
吸入薬
製剤にはエアゾール式（噴霧）とドライパウダー式（粉）があり、各製剤により吸入方法が異なるため、

正しい使い方を学ぶ必要があります。そのため、患者さんの年齢や状態に合わせて製剤を決めていきます。
○吸入ステロイド薬（フルタイド、パルミコート、オルベスコなど）
　抗炎症作用があり、予防薬として毎日規則的に吸入するのが喘息治療の基本になります。
○β2 刺激薬（サルタノール、メプチン、ベロテックなど）
　気管支を拡張させる作用があります。発作時に用いることもあります。
○ステロイド・β2 刺激薬配合剤（アドエア、シムビコート、フルティフォームなど）
　上記 2種を配合した吸入剤です。一緒に作用する事で、気道の炎症と狭窄の両方を同時に改善します。
○抗コリン薬（スピリーバ、テルシガン、シーブリなど）
　気管支を収縮しにくくする作用があります。症状悪化時や、重症例に使う事があります。

薬局だより

東2病棟で運動会を行いました

10月12日（木）、東２病棟（回復期リハビリテーション病棟）デイルームで赤組白組対抗の運動会を
行いました。
運動会は近藤健男リハビリテーション科科長の開会の挨拶で幕を開け、東北弁ラジオ体操でウォーミング

アップをしました。はじめの種目は玉入れです。普通の玉入れとは違い、グラグラする不安定な傘の中へ
玉を入れました。続いてはスプーンを使った輪ゴムリレー。悪戦苦闘しながら皆さん頑張っていました。
職員競技では、職員も赤組白組に分かれてピンポン玉ドリブル、先輩対後輩の腕相撲、男性スタッフによる
顔面ストッキング綱引きを行い、大変盛り上がりました。
最終種目の輪投げは、患者さんと職員の合同競技です。チームで一致団結し、結果は逆転の末赤組が
勝利しました。大変盛り上がった運動会となり、ご参加頂いた患者さんやご家族の皆さんありがとう
ございました。

日常生活のひと工夫
part1

リハビリテーション科　作業療法士　佐々木駿

ワンポイント

リハビリリハビリ
皆さんは「肩こり」にお悩みではありませんか？日本人の8割以上の方が悩まされている肩こりですが、
様々な要因が考えられます。今回は就寝時の肩こりの主な原因、理想的な寝姿勢、身体に適した枕の
選び方を紹介します。

以上のポイントを踏まえて、肩こりでお悩みの方は理想的な寝姿勢、枕を見直してみてはいかが
でしょうか？質問・疑問等ございましたら、お気軽にリハビリスタッフまでお声がけください。

～肩こりでお悩みの方へ
　　　身体に適した枕を使っていますか?～

【就寝時の肩こりの主な原因】
①寝姿勢が悪く余分な負担がかかっている　②隙間が多く首が休まっていない
③血行が滞っている　④骨の歪み　⑤うつぶせ寝

上記の5つの原因を踏まえた上で、理想的な寝姿勢、身体に適した枕の選び方について紹介します。

【理想的な寝姿勢】

【身体に適した枕の選び方】

理想的な寝姿勢とは、自然に立っている
状態に近い背骨のラインを保つことです。

仰向け寝では背骨を真横から見た時に
S字状のカーブを描いていることが、理想的な
寝姿勢です。また、人間は1日に約20回程度
寝返りを打つとも言われているため、横向き
寝となった場合も考慮した上で枕を選択
しなければなりません。寝返り回数が減ると、
血行が悪くなり肩こり、腰痛等の原因と
なります。横向き寝となった際には、なるべく
背骨が真っ直ぐとなるように心がけましょう。

（参考：頸部痛・肩こりのエクササイズとセルフケア：新田收、中丸宏二、相澤純也、小山貴之著　ナップ）

仰向け寝 横向き寝

背骨が
ゆるやかなS字カーブ

背骨がまっすぐ

貼付薬
気管支拡張作用を持つ、ホクナリンテープ（ツロブテロール）があります。1日1回、皮膚に貼るだけで

効果があるため年齢を問わず使用することができます。

こちらに記載したのはあくまでも一般的な使用方法です。医師や薬剤師から患者さんに合ったお薬の
使用方法について説明があると思いますので、正しく使用してください。

東２病棟　介護福祉士　鴫原直美
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あっという間に師走となりましたが、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。一年間を振り返る
間もなく風のように毎日が過ぎていきます。また、朝夕は寒さが身にしみ、本格的な冬の到来が
感じられます。これからますます寒さが厳しくなってくると思いますので、防寒対策をして体調
管理にも気を付けていきたいですね。
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すべては患者さんのために

診断できない腰痛？

院長　松島忠夫
腰痛はあらゆる症状の中で最も多い訴えであるという。

ヒトが2足歩行するようになり、避けられない症状の様です。

四足歩行の動物では腰の負担は少ないと考えられるので

腰痛で困ることは多分ないでしょう。

実際、腰痛を訴えて来院、通院する方は多い。時に、他の

病院で腰の手術をしたが（ヘルニアまたは腰部脊柱管狭窄症の

診断で）、腰痛がとれない、痛くて日常生活で困る、仕事に

ならないと訴えて来院する方がいます。そういった腰痛の

中で、仙腸関節障害が慢性腰痛、日常困るほどの腰痛の

原因となっていることがあります。

仙腸関節とはどこにあるかというと、骨盤の骨である

仙骨（せんこつ）と腸骨（ちょうこつ）の間にある関節で、

周囲の靭帯で強固に連結され、脊椎の根元にある関節です。

関節ではあるものの、他部位の関節（肩、肘、手関節、股関節、

膝関節など）とは異なり、ほんのわずかな動きがあるので

すが、画像検査ではほとんどわからない程度の動きです。

この関節では日常生活での身体を支える働きとして根元

から脊椎のバランスをとっています。中腰での作業や不用意な

動作、あるいは繰り返しの負荷で関節に微小な不適合が

生じてくると、痛みが発生するようです。いろいろな所で

加療したが良くならない、その原因がはっきりしない、

といった腰痛の原因が仙腸関節障害であったことが多く

経験されます。仙腸関節障害は稀ではなく、年齢や男女に

関係なく、慢性腰痛の原因になります。

症状としては片側の腰臀部痛、下肢痛が多くみられます。

腰痛の部位は、仙腸関節を中心とした痛みが一般的で、

臀部（でんぶ）、鼠径部（大腿の付け根）、下肢などに痛みが

きます。ぎっくり腰のような急性腰痛の一部も仙腸関節の

捻挫が原因となっていることがあります。

特徴的な症状は、長い時間椅子に座れない、仰向けに

なれない、痛い方を下にして寝られない、歩行開始時に

痛みがあるが徐々に楽になる、正座は大丈夫だという方が

多くいます。腰臀部痛、下肢症状は腰部脊柱管狭窄症や

腰椎椎間板ヘルニアなどの神経症状にそっくりです。そして

腰椎と仙腸関節は近くにあり、関連しているので、腰椎の

病気に合併していることもよくあります。腰部脊柱管狭窄症

やヘルニアの手術をしたが、症状がよくならない、というのは、

仙腸関節障害が合併していた可能性があるのです。

診断では、レントゲン、CT、MRIなどでは、仙腸関節障害

の診断は困難です。症状経過と仙腸関節部の圧迫テストで

診断します。中高年では腰椎椎間板ヘルニアや狭窄症が

認められても症状と一致しない場合は、仙腸関節障害も

考慮すべきです。治療では安静、鎮痛剤内服、骨盤ゴムベルトを

使用し、仙腸関節ブロック（局所麻酔剤の注射）、リハビリ

（理学療法―徒手的に仙腸関節を適正化）などがあります。

まれに仙腸関節固定術という手術が必要になる場合が

あります。当院でも対応、加療していますが、仙台の病院に

仙腸関節センターがあり多くの患者さんを治療しています。

と書いていたら、先日NHKテレビ『ためしてガッテン』で

『股関節腰痛』という腰痛を説明していました。身体を支えて

何十年の腰椎腰部ですから、実際のところ、腰痛の原因に

はいろんなものがあります。また原因がわからないものも

あります。腰痛はやさしそうで難しいですね。

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28年10月の件数

編 集

後 記

10月の救急車搬入件数

岩　沼

名　取

亘　理

　　65（85）台

59（57）台

　74（67）台

　24（  29）台

　5（    4）台

　227（242）台

仙　南

その他

合　計

免疫力UPで
風邪を予防！
免疫力UPで
風邪を予防！カボチャヨーグルトサラダ

「冬至にかぼちゃを食べると風邪をひかない」と言われるように
かぼちゃは栄養の宝庫。免疫力を高めるだけではなく抗酸化作用も
あり、緑黄色野菜の中でも栄養価の高い野菜です。かぼちゃの旬は
7月から12月で、収穫のピークは夏ですが採れたてのものは甘味が
なく貯蔵により甘味が増します。そのため食べごろは秋から冬に
かけてなのです。注目の栄養価ですが、β－カロテンをはじめ、
ビタミンCやE、B₁、B₂、ミネラルや食物繊維などを含んでいます。
免疫力を高めるなどの効能があるβ－カロテンは実より皮の部分に
多く含まれているので一緒に調理して食べるようにしましょう。
今回ご紹介するカボチャヨーグルトサラダは、おかずの一品としては
もちろん、おやつの時間にクラッカーにつけて食べるのもオススメ
です。免疫向上効果のある食材を食べ風邪に負けない身体を
つくり、寒い冬を乗り切りましょう！

●
●
●
●
●
●

[材料 4人分]

カボチャ………………………
ヨーグルト（加糖）……………
マヨネーズ……………………
塩………………………………
こしょう………………………
サニーレタス…………………

作り方作り方

栄養価（1人分）

エネルギー：150kcal   塩分：0.2ｇ

栄養管理課　管理栄養士　久田和香

介護保険推進全国サミットで、当院よさこいチームteam踊踊が演舞を披露しました。

詳しくは2ページをご覧ください。介護保険推進全国サミットで、当院よさこいチームteam踊踊が演舞を披露しました。

詳しくは2ページをご覧ください。

①カボチャは種とワタをとり皮をむき、一口大に
切って電子レンジで加熱する。

②①をお好みの大きさになるまでつぶす。
③ボウルにマヨネーズとヨーグルトを合わせ

②を加え、塩、こしょうで味をととのえる。
④③を冷蔵庫で冷やす。
⑤器にサニーレタスをしき④を盛りつける。

岩
沼
駅

旧
国
道
４
号
線

国
道
４
号
線（
バ
イ
パ
ス
）

仙
台
東
部
道
路

警察署

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

み な・み な・ねっと 12 月 号

総合南東北病院

1/4個
大さじ２
大さじ２
少々
少々
１枚

生活習慣病セミナーのご案内

※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。

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。

日　時 講座名（講座担当）

12月14日（木）

１月11日（木）

１月25日（木）

■糖尿病教室
・糖尿病足病変の予防 ―フットケア―（看護部）

■ミニ健康講話
・薬について（薬局）
・チョコレートと健康（仮）（株式会社 明治）

■糖尿病教室
・自宅でもできる糖尿病に対する運動療法（リハビリテーション科）

平成30年

（※軽い運動ができる服装でお越しください）

（参考：診断のつかない腰痛　仙腸関節の痛み：村上栄一著　南江堂）

午後 14:00 ～ 15:00　　　　    当院 1 階売店前時間 場所


