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すべては患者さんのために

これからは糖尿病、メタボにならないよう
食べ過ぎに注意する時代！

副院長・外科科長　吉野泰啓

先日市民公開講座で大腸癌のお話をした際、日本人の

死因別死亡率の長期推移のグラフを提示しました

（図）。このグラフから、いわゆる戦後から現在までの

医学の進歩やこれからの課題などが見えてきたので

お話したいと思います。戦前から戦後間もなくは結核や

感染症が死因の多くを占めていましたが、栄養状態の

改善や抗菌薬、抗生物質の出現に伴い感染性疾患が

大幅に減少し、結核対策（検診やBCG接種などの予防

対策）も功を奏して、これらにかわって悪性新生物（癌）、

脳血管疾患、心臓疾患など老化と結びついた疾患が

増大してきました。これらは3大成人病と称され、

その後糖尿病や肥満、高脂血症などいわゆるメタボを

含め、1996年頃から新たに「生活習慣病」と称され、

主たる克服対象となっております。

現在日本人の死因のトップは悪性新生物（癌）であり、

ほぼ3人に1人は癌で亡くなっているのは良くご存じ

かと思います。癌で亡くなる方、肺炎（特に誤嚥性肺炎）

で亡くなる方が増えているのは間違いなく日本人の

寿命が伸びて高齢者が増えていることが原因です。

一方戦後しばらく死因の第1位であった脳血管疾患

（特に脳出血）が減少したのは保健教育（公衆衛生）で、

塩分控えろ、血圧上がるぞ、脳出血になるぞと耳にタコ

ができるくらい教えられたことでひどい高血圧の方が

減ったためと考えられます。死因第2位である心疾患は

心筋梗塞が主たるものですが、その原因は糖尿病に

代表されるいわゆるメタボにより冠状動脈硬化が進行

して発症するものです。そして同様の原因で脳動脈硬化

が進行して発症する脳梗塞も決して減っておらず、

動脈硬化の予防についてもっと教育すべきと考えます。

日々診療をしていると、患者さんの多くの方は糖尿病、

動脈硬化が、あまりにありふれている病気であるためか、

どれだけ危険であるかほとんどわかっていません。

私達の世代は義務教育において「栄養障害にならない

ように好き嫌いなく何でもたくさん食べなさい。食事を

残すことは犯罪です。」と教育されました。食事を残す

ことが犯罪か否かの議論はここではしません（笑）が、

物が満ちあふれている現代の日本においては、よほどの

偏食や貧困でない限り栄養障害など起こりえません。

ビタミンB₁不足で脚気になるなどと教育するより、

これからはもっと

食べ過ぎ、太り

す ぎ 、メタ ボ 、

糖尿病がいかに

危険かについて

し っ か り 教 育

することが必要

と考えます。
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※（　）内は平成29年２月の件数

季節は巡り、また春がやってきました。あっという間に寒い冬が過ぎ去ったように感じますが、皆さんは
いかがお過ごしでしょうか。

さて、私の趣味は整理整頓ですが、職場のデスクは書類をはじめ、図書や掲示物の係でもあるためどんどん
と物が増えています。一方、自分の部屋はというと、片付け以外あまり趣味もなく不要になった物はすぐに
捨てるため、スッキリした状態です。ただ、度が過ぎて殺風景になっているとも感じます。季節は春。部屋の
中に花を飾り、春の彩りを添えたいと思います。
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一口サイズ
で

食べやすい
！一口サイズ
で

食べやすい
！ ベーコンの三色巻き

アスパラガスは春から初夏が旬の野菜です。店頭では、
一般的なグリーンアスパラガス以外にも、最近では、ホワイト
アスパラガスや紫アスパラガスも見かけるようになりました。

アスパラガスにはアスパラギン酸と言うアミノ酸が豊富に
含まれています。主な効果としては、利尿作用・体調を整える・
疲労回復・美肌を作るなどが挙げられます。アスパラギン酸は
人間の体内で合成できるアミノ酸ですが、年齢と共に体内で
作られる量が減ってしまうため、食物から摂取することが
お勧めです。

アスパラガスを保存する時、横向きにすると鮮度が落ちて
しまうため、水を入れたコップに穂先を上にして立てて保存
します。根元を乾かさないように、水で濡らした新聞紙に包んで
から冷蔵庫で保存すると1週間ほど持ちます。食べきれない
量がある場合は、茹でてから、冷凍庫に入れて保存します。

●
●
●
●

[材料 ２人分]
アスパラガス…………………
ぶなしめじ……………………
人参……………………………
ベーコン（ハーフ）……………

作り方作り方

栄養価（1人分）

エネルギー：141kcal   塩分：0.6ｇ

管理栄養士　戸田友里

家族介護教室「足元からリフレッシュ！～アロマオイルを使ったフットコンディショニング～」が

行われました。詳しくは4ページをご覧ください。家族介護教室「足元からリフレッシュ！～アロマオイルを使ったフットコンディショニング～」が

行われました。詳しくは4ページをご覧ください。

①アスパラガスは、斜め切りで1/3に切り
ます。ぶなしめじは石づきを取り、小房に
分けます。人参は皮をむき、ピーラーで
リボン状に削ります。

②野菜をベーコンで巻き、巻き終わりをつま
ようじで止めます。

③フライパンに水(大さじ2～3)を入れ、②を
並べ、フタをして弱火～中火で5～6分蒸し
焼きにします。
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平成30年３月１日付で、当院に着任した医師を紹介します。

■ 黒瀬 裕樹（くろせ ゆうき）

研 修 医
ひ と こ と
多くのことを学びながら、地域の医療に貢献して
いきたいと思います。



1 ２みな・みな・ねっと４月号 みな・みな・ねっと４月号

糖尿病教室が開催されました

ミニ健康講話が行われました

糖尿病教室が平成30年2月8日（木）午後2時から当院１階売店前で
行われ、8名の方が参加しました。今回は、薬局 澤田栞薬剤師が「糖尿病の
くすりを知ろう！」というテーマで治療薬の種類や注意点について話しました。

澤田さんは、インスリン療法を必要とするケースをいくつか挙げ、製剤の
吸収速度に関しては、腹部が一番速く、以下、上腕、おしり、太ももの順に遅く
なると指摘。「通常は吸収が速くて安定している腹部にするのが最適です。
同じ場所に注射し続けると、その部分が固くなることもあるため、少しずつ

（1㎝ほど）ずらして注射するようにしましょう」とアドバイスしました。
また、経口血糖降下剤に関して、血糖値を下げるまでの作用別に紹介した後、シックデイ時の対応法についても

説明しました。温かくして安静にする、食事や水分、電解質をできるだけ摂取するなどの具体的なポイントが提示
され、「症状（血糖値など）をこまめにチェックし、早めにかかりつけの病院を受診しましょう。かかりつけ以外の
病院を受診する場合には、経口薬やインスリンの種類・量、糖尿病の治療内容などを医師に伝えることが大切です」
と話しました。

平成30年1月25日（木）午後2時から、当院1階売店前でミニ健康講話が
行われました。

1題目は「インフルエンザの薬について」と題して、薬局 栁原麻美薬剤師が
話しました。インフルエンザの薬は風邪で処方される抗菌薬とは違い、増殖を
防ぐ薬になります。そのため解熱後すぐに内服を止めることは危険で、生き
残ったウイルスが増えて症状が悪化してしまうことがあります。他に、インフル
エンザに罹った際に処方されるタミフル、吸入薬のイナビルなどの特徴や
使用上の注意点について説明がありました。

2題目は「チョコレートと健康」と題して、株式会社明治　利光保則 コミュニ
ケーション課課長が話しました。チョコレートには赤ワインの4倍のポリフェノール
が含まれており、血圧の低下や認知症予防、ストレス軽減の効果が期待でき
ます。また、カカオプロテインという成分も含まれており、便のかさ増し作用と
整腸作用による便通改善の効果があると言われています。最後に、利光さんは

「チョコレートには健康に良い成分が多く含まれています。1日25gを目安に
おいしく食べて下さい」と締めくくりました。

講話終了後、個別に講師へ質問する方も多く、関心の高さがうかがえました。

VoiceVoice 患者さんからの声

病院からの回答

朝、受診したくて電話をしたのだが、その際、電話を受けた看護師の対応がものすごく悪かった。
電話対応の教育もしっかりとお願い致します。

外来患者さんより
ご意見

励みとなる言葉を頂き、ありがとうございます。これからも患者さん、ご家族の皆さんに
満足頂ける医療が提供出来る様、職員一丸となって取り組んで参ります。

職員の皆様には、本当に親切にして頂き、ただただ感謝するばかりです。
皆様、身体を大切になさって下さい。

入院患者さんより
お礼の言葉

大変失礼致しました。当日朝は、職員体制が少数の中、電話対応と外来処置が朝に集中
していたこともあり、対応が不適切になってしまいました。どんなに忙しくても丁寧な
対応を心掛ける様、職員へ周知・指導致しました。

病院からの回答

薬の価格って
どうやってきまるの？

薬局　薬剤師　菅沼健人
薬局だより

近年、C型肝炎の治療薬など高額な薬が相次いで登場したことで、薬の値段への関心が高まって
います。今回は薬の価格についてお話します。

処方せんで受け取る薬（医療用医薬品）の価格を薬価（やっか）といいます。薬価は、病院や製薬会社で
決められているものではなく、全て国（厚生労働省）によって決められている公定価格です。また1年
に1回、薬価は見直されることにもなっています（薬価改定といいます）。

新薬の薬価は類似薬品の有無、画期性、原価コストを考慮して決定されます。多くの場合は、効き目の
似た薬の薬価と比較して決められます。既存の薬よりも高い有効性や新規性などが認められれば、
価格は上乗せされます。一方で、既存の薬と比較ができない場合には外国の価格と比較する事もあり
ます。それでも比較できない全く新しい薬の場合は、製造費のコストや研究費などを加味して価格が
決められます。

しかし近年では医療費が高騰しているため、政府では医療費削減のひとつとして、後発医薬品
（ジェネリック）の利用拡大を推進しています。これらが薬価改定も含めて、患者さんの薬剤費負担を
軽減する形に繋がっています。

認知症で起こる行動・心理症状と
その対応方法①～妄想～

認知症看護認定看護師　細矢愛実

認 定
看 護 師コラムコラム
認知症は脳の病気でありその症状は記憶の障害などの中核症状と、その中核症状が要因となって

起こる、行動・心理症状に分けられることを前回（平成29年11月号）お伝えしました。今回は、介護する人
を悩ませる行動・心理症状とその対応方法についてお伝えします。

認知症又は認知症が疑われる方、そして認知症の症状が全くない方でも“近所の人が意地悪をする”
“浮気をしている”などの発言が聞かれる方がいらっしゃいます。この妄想の背景にあるのは、孤独感や、
自分自身の身体・心理的な老化に気持ちがついていけなくなる事が要因のひとつであると言われて
います。身近な方、献身的に介護をしている家族の方が妄想の対象になる事も多く、周囲の方にとっては
辛く、悲しい状況です。妄想への対応方法ですが一番大事なことは、【妄想を否定しない】という事です。
妄想は、訴えているご本人にとっては現実世界の出来事となっています。それを否定されることは
本人の生きている世界を否定することに等しく、ますます孤独感や心理的な苦痛を感じ、更に妄想を
悪化させていきます。そして【感情に焦点をあてる】ことが重要です。“近所の人が意地悪をする”という
妄想は、近所の人との関係性が認知機能障害によってうまく築けなくなってきた可能性があります。
その寂しさが背景にある可能性が考えらます。また“浮気をする”というのは、相手のことをそれだけ
想っているということです。その気持ちを汲み取るように心がけてみてください。

妄想への対応は認知症介護の中でも最も難しいことです。上記の対応でも上手くいかないことが
たくさんあります。大事なことは上手くいかないからといって介護する方が自分自身を責めないことです。
認知症の介護は十人十色。1人で抱え込まず周囲に相談しながら対応していきましょう。
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決められているものではなく、全て国（厚生労働省）によって決められている公定価格です。また1年
に1回、薬価は見直されることにもなっています（薬価改定といいます）。

新薬の薬価は類似薬品の有無、画期性、原価コストを考慮して決定されます。多くの場合は、効き目の
似た薬の薬価と比較して決められます。既存の薬よりも高い有効性や新規性などが認められれば、
価格は上乗せされます。一方で、既存の薬と比較ができない場合には外国の価格と比較する事もあり
ます。それでも比較できない全く新しい薬の場合は、製造費のコストや研究費などを加味して価格が
決められます。

しかし近年では医療費が高騰しているため、政府では医療費削減のひとつとして、後発医薬品
（ジェネリック）の利用拡大を推進しています。これらが薬価改定も含めて、患者さんの薬剤費負担を
軽減する形に繋がっています。

認知症で起こる行動・心理症状と
その対応方法①～妄想～

認知症看護認定看護師　細矢愛実

認 定
看 護 師コラムコラム
認知症は脳の病気でありその症状は記憶の障害などの中核症状と、その中核症状が要因となって

起こる、行動・心理症状に分けられることを前回（平成29年11月号）お伝えしました。今回は、介護する人
を悩ませる行動・心理症状とその対応方法についてお伝えします。

認知症又は認知症が疑われる方、そして認知症の症状が全くない方でも“近所の人が意地悪をする”
“浮気をしている”などの発言が聞かれる方がいらっしゃいます。この妄想の背景にあるのは、孤独感や、
自分自身の身体・心理的な老化に気持ちがついていけなくなる事が要因のひとつであると言われて
います。身近な方、献身的に介護をしている家族の方が妄想の対象になる事も多く、周囲の方にとっては
辛く、悲しい状況です。妄想への対応方法ですが一番大事なことは、【妄想を否定しない】という事です。
妄想は、訴えているご本人にとっては現実世界の出来事となっています。それを否定されることは
本人の生きている世界を否定することに等しく、ますます孤独感や心理的な苦痛を感じ、更に妄想を
悪化させていきます。そして【感情に焦点をあてる】ことが重要です。“近所の人が意地悪をする”という
妄想は、近所の人との関係性が認知機能障害によってうまく築けなくなってきた可能性があります。
その寂しさが背景にある可能性が考えらます。また“浮気をする”というのは、相手のことをそれだけ
想っているということです。その気持ちを汲み取るように心がけてみてください。

妄想への対応は認知症介護の中でも最も難しいことです。上記の対応でも上手くいかないことが
たくさんあります。大事なことは上手くいかないからといって介護する方が自分自身を責めないことです。
認知症の介護は十人十色。1人で抱え込まず周囲に相談しながら対応していきましょう。
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第63回健康医学セミナーが行われました

リハビリテーション科の紹介
リハビリテーション科　作業療法士　佐々木圭

ワンポイント

リハビリリハビリ
【当法人リハビリテーション部門について】

当法人のリハビリテーション部門は専門医1名、理学療法士59名、作業療法士36名、言語聴覚士8名と
4月から入職した新人職員で日々業務にあたっています。それぞれ総合南東北病院の急性期病棟・回復期
リハビリテーション病棟・地域包括ケア病棟・通所リハビリテーション・訪問リハビリテーションと、
介護老人保健施設サニーホーム、南東北訪問看護ステーションに配属されています。病気となった直後の
早期リハビリテーションから、回復期、生活期まで一貫した支援体制を整えています。
ロボットスーツHAL®医療用、磁気刺激装置パスリーダー、パワーリハビリテーション、レッドコード等、

最新の医療機器によるリハビリにも力を入れています。

【地域の方々へ向けた活動も行っています】
院外の活動として、介護予防教室、地域サロンでの運動指導や、出前

ミニ健康講話として町内会や老人会等へ伺っています。院内で行われる
糖尿病教室やミニ健康講話での講師活動も行っています。

【理学療法士とは】
病気、けが、高齢、障害によって運動機能が低下した状態にある方々に

対し、運動機能の維持・改善を目的に運動療法や物理療法などを用いて
自立した日常生活が送れるよう支援します。

【作業療法士とは】
病気やけが、もしくは生まれながらに障害がある方など、年齢に関係

なく、日常生活に支援が必要なすべての方に対し、社会とのつながりを
「作業」を通じて支援します。

【言語聴覚士とは】
言葉によるコミュニケーション（言語、聴覚、発声・発音、認知等）や

摂食・嚥下に障害がある方に対して、自分らしい生活を構築できるよう
支援します。

第63回健康医学セミナーが平成30年１月30日（火）当院２階
講堂で開催され、60名の方が参加しました。今回は武蔵美保
循環器科医長が「知っていて安心！冬の心臓病から身を守る」と
題して話しました。
日本人の死因第2位である心疾患。その中で最も多いのは心不全

であり、原因は高血圧や心筋症、不整脈など様々あるそうです。
過労やストレス、風邪、塩分・水分の摂りすぎなどで再発すること

があるため、自己管理として、体重やむくみの有無のチェックや十分な睡眠・休養が大切とのことです。
また、心不全に次いで多い虚血性心疾患は、基本的には狭心症と心筋梗塞にわかれるそうです。
心筋梗塞は冠動脈の閉塞により、その血流域の心筋が壊死に陥った状態で、発症した瞬間に死に至る
場合もあるため、前駆状態である狭心症の段階での治療が望まれるとのことです。危険因子には、
脂質異常症や高血圧、喫煙などが挙げられました。
さらに、高血圧のメカニズムや血圧を測る際の注意点、そして心臓ドックに関して説明し、参加者の
皆さんはメモを取りながら熱心に話を聴いていました。
終了後は家庭での血圧測定法や飲酒量に関する質問が寄せられ、武蔵先生は一人ひとりへ丁寧に
回答しました。

家族介護教室を開催しました
南東北地域包括支援センター　社会福祉士　小沢なつ子

脳トレも行われました 足のマッサージで血行を促進！
会場は柑橘系のアロマの香りに

包まれていました

茶話会の様子

平成30年2月10日（土）当院2階講堂で、今年度2回目となる家族介護教室を開催し16名の方が参加
しました。
今回は健康運動実践指導者の関本咲子先生をお迎えし、「足元からリフレッシュ！～アロマオイル

を使ったフットコンディショニング～」についてお話を頂きました。
足の裏には踵のがさつきやたこ等、健康に関する様々なサインが出ているそうです。関本先生からは、
毎日足を触ってその日の体調を確認する大切さや、肩こりなどの不調を整える簡単なマッサージを教えて
頂きました。
参加者の皆さんは「マッサージして足が温まった」「自宅でも続けたい」と感想を話していました。実技
後に行われた茶話会では講師に積極的に質問する方が多くいて、講座内容への関心の高さがうかがえま
した。
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すべては患者さんのために

これからは糖尿病、メタボにならないよう
食べ過ぎに注意する時代！

副院長・外科科長　吉野泰啓

先日市民公開講座で大腸癌のお話をした際、日本人の

死因別死亡率の長期推移のグラフを提示しました

（図）。このグラフから、いわゆる戦後から現在までの

医学の進歩やこれからの課題などが見えてきたので

お話したいと思います。戦前から戦後間もなくは結核や

感染症が死因の多くを占めていましたが、栄養状態の

改善や抗菌薬、抗生物質の出現に伴い感染性疾患が

大幅に減少し、結核対策（検診やBCG接種などの予防

対策）も功を奏して、これらにかわって悪性新生物（癌）、

脳血管疾患、心臓疾患など老化と結びついた疾患が

増大してきました。これらは3大成人病と称され、

その後糖尿病や肥満、高脂血症などいわゆるメタボを

含め、1996年頃から新たに「生活習慣病」と称され、

主たる克服対象となっております。

現在日本人の死因のトップは悪性新生物（癌）であり、

ほぼ3人に1人は癌で亡くなっているのは良くご存じ

かと思います。癌で亡くなる方、肺炎（特に誤嚥性肺炎）

で亡くなる方が増えているのは間違いなく日本人の

寿命が伸びて高齢者が増えていることが原因です。

一方戦後しばらく死因の第1位であった脳血管疾患

（特に脳出血）が減少したのは保健教育（公衆衛生）で、

塩分控えろ、血圧上がるぞ、脳出血になるぞと耳にタコ

ができるくらい教えられたことでひどい高血圧の方が

減ったためと考えられます。死因第2位である心疾患は

心筋梗塞が主たるものですが、その原因は糖尿病に

代表されるいわゆるメタボにより冠状動脈硬化が進行

して発症するものです。そして同様の原因で脳動脈硬化

が進行して発症する脳梗塞も決して減っておらず、

動脈硬化の予防についてもっと教育すべきと考えます。

日々診療をしていると、患者さんの多くの方は糖尿病、

動脈硬化が、あまりにありふれている病気であるためか、

どれだけ危険であるかほとんどわかっていません。

私達の世代は義務教育において「栄養障害にならない

ように好き嫌いなく何でもたくさん食べなさい。食事を

残すことは犯罪です。」と教育されました。食事を残す

ことが犯罪か否かの議論はここではしません（笑）が、

物が満ちあふれている現代の日本においては、よほどの

偏食や貧困でない限り栄養障害など起こりえません。

ビタミンB₁不足で脚気になるなどと教育するより、

これからはもっと

食べ過ぎ、太り

す ぎ 、メタ ボ 、

糖尿病がいかに

危険かについて

し っ か り 教 育

することが必要

と考えます。

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29年２月の件数

季節は巡り、また春がやってきました。あっという間に寒い冬が過ぎ去ったように感じますが、皆さんは
いかがお過ごしでしょうか。

さて、私の趣味は整理整頓ですが、職場のデスクは書類をはじめ、図書や掲示物の係でもあるためどんどん
と物が増えています。一方、自分の部屋はというと、片付け以外あまり趣味もなく不要になった物はすぐに
捨てるため、スッキリした状態です。ただ、度が過ぎて殺風景になっているとも感じます。季節は春。部屋の
中に花を飾り、春の彩りを添えたいと思います。

編 集

後 記

２月の救急車搬入件数

岩　沼

名　取

亘　理

57（54）台

51（55）台

56（66）台

　　19（    7）台

　　１（    ３）台

184（185）台

仙　南

その他

合　計

一口サイズ
で

食べやすい
！一口サイズ
で

食べやすい
！ ベーコンの三色巻き

アスパラガスは春から初夏が旬の野菜です。店頭では、
一般的なグリーンアスパラガス以外にも、最近では、ホワイト
アスパラガスや紫アスパラガスも見かけるようになりました。

アスパラガスにはアスパラギン酸と言うアミノ酸が豊富に
含まれています。主な効果としては、利尿作用・体調を整える・
疲労回復・美肌を作るなどが挙げられます。アスパラギン酸は
人間の体内で合成できるアミノ酸ですが、年齢と共に体内で
作られる量が減ってしまうため、食物から摂取することが
お勧めです。

アスパラガスを保存する時、横向きにすると鮮度が落ちて
しまうため、水を入れたコップに穂先を上にして立てて保存
します。根元を乾かさないように、水で濡らした新聞紙に包んで
から冷蔵庫で保存すると1週間ほど持ちます。食べきれない
量がある場合は、茹でてから、冷凍庫に入れて保存します。

●
●
●
●

[材料 ２人分]
アスパラガス…………………
ぶなしめじ……………………
人参……………………………
ベーコン（ハーフ）……………

作り方作り方

栄養価（1人分）

エネルギー：141kcal   塩分：0.6ｇ

管理栄養士　戸田友里

家族介護教室「足元からリフレッシュ！～アロマオイルを使ったフットコンディショニング～」が

行われました。詳しくは4ページをご覧ください。家族介護教室「足元からリフレッシュ！～アロマオイルを使ったフットコンディショニング～」が

行われました。詳しくは4ページをご覧ください。

①アスパラガスは、斜め切りで1/3に切り
ます。ぶなしめじは石づきを取り、小房に
分けます。人参は皮をむき、ピーラーで
リボン状に削ります。

②野菜をベーコンで巻き、巻き終わりをつま
ようじで止めます。

③フライパンに水(大さじ2～3)を入れ、②を
並べ、フタをして弱火～中火で5～6分蒸し
焼きにします。
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岩沼駅から車で5分、徒歩15分
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社会医療法人 将道会

総合南東北病院
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平成30年３月１日付で、当院に着任した医師を紹介します。

■ 黒瀬 裕樹（くろせ ゆうき）

研 修 医
ひ と こ と
多くのことを学びながら、地域の医療に貢献して
いきたいと思います。


