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踊のよさこい演舞
南東北夏まつり team踊

発行：社会医療法人 将道会 総合南東北病院

南東北夏まつりが開催されました
第12回 南東北夏まつりが７月21日（土）午前10時

産 地 直 送 販 売 コ ーナー や 職 員に よる屋 台で は 、

3 0 分から総合南 東 北 病 院 北側 駐車 場で開 催され、

買い物や食事を楽しまれる方など、地域住民の皆さん

当日は延べ1, 3 0 0人の 来場 者で 賑 わい 患者さんや

と笑顔で交流する場面もみられました。今回初めてと

ご家族、地域住民の皆さんとの交流を深めました。

なる医師と認知症看護認定看護師らによる「もの忘れ

開会セレモニーでは、松島忠夫 院長が挨拶を述べ、

相談会ブース」では、認知機能テストなどが実施され

鈴木隆夫 岩沼副市長、吉﨑 純一 里の杜２丁目町内

ました。また、松島院長の写真展も好評で多くの方が

会長よりご祝辞を頂きました。ステージイベントは、

美しい自然の写真に見入っていました。

岩沼さくら幼稚園 園児の皆さんの元 気いっぱいな

毎年盛り上がるよさこい競演では、
仙南地域の団体が

よさこい演舞で幕を開け、ウルトラマンギンガストリウム

多数参加し、色彩豊かな衣装に身を包んだ各チームが

ミニショー、岩沼市を中心に活動中の小中学生チア

息の合った演舞で来場者を魅了しました。当院の職員

ダンスチームICONICSとベガルタチアリーダーズの

で結成したよさこいチーム「team踊踊」も若さ溢れる

華麗な演技、民謡歌手 佐藤登喜雄さんの歌謡ショー

力強い踊りを披露しました。

と次々と催し物が行われました。さらに、じゃんけん
大会では岩沼市のマスコットキャラクター 岩沼係長が

夏まつり開催に際しては、多方面の皆さんから多大な
ご協力を賜り、心より御礼申し上げます。

登場し会場を盛り上げました。

鈴木岩沼副市長

松島院長写真展

佐藤登喜雄さん

じゃんけん大会

ウルトラマンギンガ ミニショー

来場された方へ涼しげなうちわを配布
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看 護 師 コラム

脳卒中に対する看護
脳卒中リハビリテーション看護認定看護師

澤邉晃永

今回は脳卒中に対する看護とはどのようなものか、簡単にご紹介したいと思います。看護師とは保健師助産師
看護師法において厚生労働大臣の免許を受けて、傷病者若しくは褥婦に対する療養上の世話又は診療上の
補助を行うことを業とする者をいいます。つまりは病気や治療上で必要な安静指示のため制限される日常生活で
必要な動作（食事、入浴、排泄、歩行など）
を介助すること、検査・手術など医師の診療の補助が看護師の仕事に
なります。
では、脳卒中になった患者さんはどのような看護を受けるのか、一部となりますが御紹介します。脳卒中は
脳出血や脳梗塞、
くも膜下出血などの総称です。脳の血管の破綻や閉塞で脳にダメージを負います。
そして徐々に
脳が浮腫をおこして、腫れが限界を超えると脳ヘルニアを起こして生命に重大な影響を及ぼすことがあります。
この脳内の変化は、患者さんの意識状態、呼吸状態、瞳孔所見、麻痺の有無や悪化、バイタルサインなどを評価
することで推察することができます。脳卒中に携わる看護師は患者さんに上記のような変化がないかを専門知識
や評価ツールを駆使して観察しています。患者さんの状態によっては問診や観察の機会が多くなり、患者さんに
とって負担になる場合も考えられますが、状態の変化に素早く対応するための重要な仕事と言えます。
また、脳卒中では腕や足などに麻痺が出現することがあります。麻痺の程度は病状によりますが、
このような
場合、患者さんは日常生活の動きが困難になります。看護師は患者さんの現状と医学的指示に従って食事摂取の
際の介助方法、排泄方法や歩行の方法、介助すべきことと介助しなくて患者さんができることなどを個別に考えて
対応することを仕事の一つとしています。

薬局

だより

高血圧の治療薬について
薬局

薬剤師

菅沼健人

今回は高血圧の薬についてお話しします。高血圧の基準値は、診察室血圧値で140/90mmHg以上、家庭
血圧値で135/85mmHg以上です（高血圧治療ガイドライン2014）。高血圧の状態を放置すると脳卒中や心筋
梗塞など、多くの疾病を引き起こしやすくなりますので、生活習慣の改善だけで血圧が下がらない場合などには
降圧薬による薬物療法が行われます。
以下に代表的な降圧薬を、種類別に挙げました。通常1つの薬から開始しますが、1剤で血圧が下がらない場合に
は併用を試みます。

（1）Ca拮抗薬・・・・・・・血管を拡げて血圧を下げます
（2）ARB・・・・・・・・・・・アンジオテンシン
（血圧を上げる物質）の作用を抑えます
（3）ACE阻害薬・・・・・アンジオテンシンを減らします
（4）利尿薬・・・
・・・・・・・腎臓から塩分と水を出すことによって血圧を下げます
（5）
β遮断薬・
・
・
・
・
・
・
・
・心臓の働きを抑えます
（6）
α遮断薬・
・
・
・
・
・
・
・
・血管の収縮を抑えます
降圧薬は、お薬の効果を出すために毎日決められた時間に、正しい量で飲み続けることが大切です。一時的に
血圧が下がったからといって服用を止めたりすると、血圧は戻ってしまいますので、
自分の判断で薬を飲むのを止め
ないようにしましょう。
※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。
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介護予防教室「元気な耳でいきいき生活」
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

6月21日（木）当院2階講堂で介護予防教室「元気な耳でいきいき
生活」
を開催しました。今回は「耳の健康」
をテーマとして、パナソニック
補聴器株式会社

大塚康先生をお招きしました。

大塚先生からは聞こえの仕組みや補聴器購入後のメンテナンスの
必要性、難聴と認知症の関係についてお話頂き、講話後には希望者に
聴力測定が行われました。当日は定員を超える25名の方が参加し、
聞こえに関する関心の高さがうかがえました。

出前ミニ健康講話が行われました
言語療法室

言語聴覚士

佐々木浩児

7月17日
（火）
「第325回 ひとり暮らし高齢者 会食のつどい」
（主催：
岩沼市社会福祉協議会、於：岩沼南地域支援センター）
にて、言語療法室
言語聴覚士 佐々木浩児が「誤嚥性肺炎にならない」というテーマで
出前ミニ健康講話を行いました。この「会食のつどい」は75歳以上の
ひとり暮らしの方々へ対する支援の一環として昭和から行われてきた
大変歴史ある事業とのことで、
この日も目のくらむような猛暑日の日中
にもかかわらず41名の方々がお集まりになっていました。
誤嚥性肺炎（食べ物が気管に入ることで起こる肺炎）
を予防するためには、
まず食事を誤嚥しない（むせないで
食べられる）
ことが重要です。加齢による口やのどの筋力、体型などの変化により食事をむせるようになることも
多いため、参加者の皆さんの飲み込み能力をチェックさせてもらいましたが、皆さんの能力がとても高くビックリ。
これからも健康を保ちながらおいしく食事を続けるためのトレーニング法などを実際に体験していただき
ながら紹介させてもらいました。

生活習慣病セミナーのご案内
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。 時間

日

時

午後 14:00 ～ 15:00

場所 当院 1 階売店前

講座名〈講座担当〉

９月13日（木）

■糖尿病教室
・糖尿病お悩み相談会①
〈看護部、薬局、リハビリテーション科、栄養管理課〉

９月27日（木）

■ミニ健康講話
・介護保険について（概要、改正をふまえた事例、福祉用具について）
〈南東北相談支援センター〉
・つら～い肩の痛み ―予防体操講座―
（＊軽い運動が出来る服装でお越しください。）〈リハビリテーション科〉

10月11日（木）

■糖尿病教室
・どう食べる？～秋冬においしい食べ物あれこれ～〈栄養管理課〉

10月25日（木）

■ミニ健康講話
・インフルエンザについて〈看護部〉
・腸内環境について〈株式会社クリニコ〉

※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。
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家族介護教室「老々介護技術～安楽な乗り移りや
おむつ交換の方法を学ぼう～」
を開催しました
南東北地域包括支援センター

生活支援コーディネーター

南部圭介

7月1日（日）当院2階講堂で家族介護教室を開催しました。今回は「老々介護技術」
をテーマとして、
介護老人保健施設サニーホーム 佐藤裕輔介護福祉士と芳賀梓介護福祉士が、主に介護の中で負担の
大きい乗り移りやおむつ交換について、講義と実技を交えながらわかりやすく説明しました。
また、株式会社NJIケアヘルス南仙台よりベッドや車いす、移動用リフトなど福祉用具の展示も行われ
ました。多くの方に使用してもらい、
とても興味を持って頂きました。
参加者の方からは
「実技は大変勉強になった。早速家で実践してみたい」
という声も聞かれました。

第69回健康医学セミナーが行われました
第69回健康医学セミナーが7月28日（土）当院２階講堂で行わ
れ多数の方が参加しました。
第1部では三井一浩 消化器がん治療センター長兼消化器外科
科長が「小さな傷でがんを治す 腹腔鏡手術～大腸がんに対する
腹腔鏡下手術と集学的治療～」と題して、手術の動画を交えながら
話しました。また、大腸がんに対する腹腔鏡手術が日本へ導入
されて約25年となり標準手術の一つとして認知を受けているこ
とを示しながら、現在も日々技術が進歩していると説明しました。
続く第2部では、佐伯悟 PETマネージャーが「PETがん検診の必要性～大切な家族のために健康で
いたい！早期発見・早期治療のススメ～」と題して話しました。佐伯マネージャーはPETがん検診で
分かる項目や目的に関して詳しく説明しました。
講演後は、各種健康診断の相談コーナーが設けられ、多数の質問等が寄せられました。

講演する三井先生（左）と佐伯マネージャー（右）
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相談コーナー

ワンポイント

リハビリ

シリーズ 高齢者について
4．
高齢者のための転倒予防
～環境・生活を見直そう！～
リハビリテーション科

理学療法士

黒澤啓志

今回は転倒しないためには、
どのような点に気をつければ良いかお話していきたいと思います。

■転倒してしまうと…
先月号のみな・みな・ねっとをご覧になったでしょうか？高齢者が転倒してしまうと太ももの付け根
（大腿骨頚部）や背骨（脊椎）などを骨折する場合が多く、そうすると寝たきりになる可能性が高く
なってしまいます。

■そうならないためにも！
ご自身の環境・生活を見直すだけで転ぶ危険性がぐっと下がります。ぜひ、以下の2点を見直して
みましょう！
・自宅の生活環境を見直しましょう！
床に家電機器のコードがむき出しになっていたり、カーペットなどがめくれ上がったりしていませんか？
コード類は部屋の隅やカーペットの下を通し、まとめましょう。カーペット類はなるべく部屋全体に敷き、
ふちなどがめくれ上がらないようにテープなどで固定しましょう。

・簡単な運動で筋力とバランスの感覚を維持しましょう！
高齢者の方々は老化に伴い背骨が曲がってきてしまうことが多くあります。そうすると、歩幅が狭くなり
お尻や太ももの筋力や股関節の可動性が低下し、転倒などに繋がる可能性が高まってしまいます。
簡単な運動を2点紹介しますのでぜひ実践してみましょう。

①寝てお尻を上げる運動

②座って膝を伸ばす運動

※お尻をあげるときに

※つま先を上に向けながら

腰を反らないようにし

行うと効果UPです！

ましょう。

次回は安全な運動方法について紹介します。来月号もぜひご覧ください。
参考文献：鳥羽研二（2012）
『 高齢者の転倒予防ガイドライン 』メジカルビュー社
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栄養満点 じゃがいも入りチヂミ
ヘルシー！

栄養管理課

管理栄養士

[材料 ２人分]
じゃがいも………………………
ニラ………………………………
桜海老……………………………
白だし……………………………
小麦粉……………………………
片栗粉……………………………
粉チーズ…………………………
塩コショウ………………………
ゴマ油……………………………
ポン酢……………………………

久田和香

フランス語で『大地のりんご』
と呼ばれ、最近ではストレス
などを軽減してくれるギャバという栄養素が入っている
ことが発見されたじゃがいも。年間を通して出回って
いますが、最も旬な時期の 9 月は、体の免疫力を高める
ビタミン C のほか、ナトリウムの排出を促し血圧上昇を
防いでくれるカリウムや疲労回復に役立つビタミン B₁も
豊富に含まれています。驚くほど様々な栄養がつまった
優 秀 な“ 野 菜 ”。そんな栄養満点にも関わらずとても

1個
1/2 束
適量
大さじ 3
大さじ 2
大さじ 2 A
大さじ 1
少々
少々
大さじ 2

作り方
①じゃがいもをすりおろし、ボールにいれる。
②ニラを約2cmに切る。
③①にニラ・桜海老・Aを加えて混ぜる。
④温めたフライパンにゴマ油をひき、中火で③
の生地を焼く。
⑤片面に火が通ったら裏返して焦げ目をつけ、
皿に盛りつける。
⑥別の皿にポン酢を用意し、お好みでつける。

低カロリーなので、じゃがいもは“ 栄養満点ヘルシー ”な
食材なのです。美味しいだけではなく、健康にも嬉しい

栄養価（１人分）

効果があるじゃがいもを積極的に食事に取り入れてみては

エネルギー：290kcal 塩分：0.4ｇ

いかがでしょうか。

Voice

患 者さんからの 声

入院患者さんより
ご意見

同じ病室の方が、ベッドの上で電話を頻繁にかけていますが、職員がその場に居合わせても
注意をしてくれませんでした。きちんとマナーを守って頂けるように、対応して欲しいです。

病院からの回答

大変失礼致しました。入院時に本人・家族へマナーを守る様、説明を行うと共に、携帯電話を
使用されている場面を見掛けた際は注意喚起する様、スタッフへ指導致しました。

入院患者さんより
ご意見

デイルームのテーブルが汚れていて汚い。患者が使用した後だと思うが、
テーブルが斜めになっていてもそのままである。
大変失礼致しました。食後の患者さんのトイレ誘導や病室への移動の為、清掃対応が遅れることが
ございました。速やかな対応を心掛けると共に、デイルームの整理整頓に努め、皆様に気持ち良く
ご利用して頂ける様、配慮して参ります。

病院からの回答

仙台東部道路

国道４号線
（バイパス）

旧国道４号線

岩沼駅

警察署

仙台空港

７月の救急車搬入件数

消防署

市役所

社会医療法人 将道会

総合南東北病院

岩

沼

80（62）台

仙

名

取

76（57）台

その他

亘

理

65（67）台

合

岩沼駅から車で5分、徒歩15分

※（

南

計

20（ 18）台
4（

7）台

245（211）台

）内は平成29年７月の件数

7 月に南東北夏まつりが開催されました。当日は大賑わいの会場を

編 集

カメラマンとしてまわっていましたが、多くの方の楽しそうな表情が

後 記

なかった 写 真 はホー ム ペ ージ でご 紹 介し て います の で、 ぜ ひご 覧

見られました。たくさん撮影をしましたが、紙面の都合上掲載しきれ
ください。
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。
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