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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12月の件数

底冷えする日が続き、エアコンやこたつ、ストーブなど暖房が手放せません。普段はデスクワークで、
休日は暖房器具をフル稼働して家にこもることが多いため、体がなまっているように感じます。まだまだ
寒い冬は続きますが、そのような時こそ積極的に運動をして汗を流し、心も体もリフレッシュして
過ごしていきたいと思います。
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頭痛のはなし
脳神経内科の立場から

脳神経内科　井泉瑠美子

皆さん頭痛がおきたらどうされていますか？風邪や
二日酔いの時ならいざ知らず、経験のないような
強い頭痛や痛み止めを飲んでも良くならない頭痛の
場合には、心配になって病院に行こうと思われると
思います。
痛みというのは目に見えるものではなく、また
片頭痛などの慢性頭痛の多くでは診察や検査値で
異常がでないため、患者さんのお話を聞きながら
診断を探る二人三脚の作業となります。どこが（頭の
後ろが）、どんな風に（ずきずきと）、いつから（先月頃
から）、どの程度（週に2回程度、半日持続）痛むのか、
頭痛を引き起こす要因がないか、頭痛に先行して、
もしくは同時に起こる他の症状（吐き気など）がない
のか、ということは必ず確認するポイントになります。
ですので、もし受診される場合には、こうしたポイントを
何かに書いてまとめておくと伝えやすく、御自身でも
頭痛の原因に気付けるかもしれません。
頭痛を引き起こす原因というのは実に様々です。
ワイン、アイスクリームに香水など、、。私自身も頭痛
持ちで、筋緊張型頭痛という、いわゆる肩こりから
おこる頭痛と20年以上付き合っています。肩こりが
悪化しないようにデスクワークの合間に首・肩・腕の
ストレッチをする、コーヒーを飲みすぎると悪化する
ため1日2杯までとする、低気圧がくるとひどくなる
ため梅雨の季節は無理しない、など予防策をとる

ようにしています。長年頭痛持ちといっても、原因は
一つとは限りません。もともとの頭痛のパターンが
突然変わった、痛みの程度が日々強くなっていく、
という場合には受診をしていただいた方が良いでしょう。
慢性頭痛の場合には薬との付き合い方も大事ですね。
注意が必要なのは鎮痛薬の多用です。薬を飲んで
痛みが和らぐと嬉しいものですが、頭痛が起きそうな
（まだ起きていない）タイミングやとても軽い痛みで
鎮痛剤を飲んでいると、いつのまにか鎮痛剤の使用量が
多くなってしまいます。そうすると痛みに対する閾値が
変化し「薬剤乱用頭痛」という別の頭痛が新たに加わり
治療が複雑になります。痛み、という自分にしか分から
ない感覚を、少し客観的にみて、スケール（0：痛くない
～10：耐えられないほど痛い）で記録する、内服回数を
書いておく、ということ（頭痛日誌）が主治医との
コミュニケーションや薬の調整の助けになるでしょう。
さて、「神経内科」という標榜診療科名は昨年より
学会方針で全国的に「脳神経内科」と変更されることに
なりました。神経科（＝精神科）や心療内科と紛らわしい、
脳の病気を診ているイメージに乏しい、ということで
改名となったようです。脳疾患に関わらず、脊髄、末梢
神経、筋まで幅広い神経筋疾患を各科と連携しながら
診療していくことに変わりはありませんので、引き続き
よろしくお願いします。

総合南東北病院

病院探検ツアーが行われました。【参加者の皆さんと一緒に記念撮影】

詳しくは 4 ページをご覧ください。
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食感♪
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食感♪

れんこんと山芋のふっくら焼き
[材料 ２人分]
れんこん…………………………
山芋………………………………
ごま油……………………………
ソース……………………………
かつお節…………………………
青のり……………………………
桜海老……………………………

作り方作り方

栄養価（１人分）
エネルギー：110kcal   塩分：1.5ｇ

栄養管理課　管理栄養士　久田和香

①れんこんを半分に切り、片方を粗みじん
切りに、残りの半分をすりおろしてボールに
入れる。

②山芋をすりおろす。
③②と桜海老を①に混ぜ合わせる。
④フライパンにごま油をひいて、③の生地を

こんがりとするくらい両面を焼く。
⑤皿に盛りつけ、お好みでソース・かつお節・

青のりをかける。

輪切りにした時に丸い空洞が並んでいて向こうが良く
見える事から「先の見通しが良い」という縁起物としても
用いられるれんこん。蓮（はす）の地下茎が肥大したもので、
漢字では「蓮根」と書きます。日本ではおせち料理に欠かせ
ない物となっているれんこんですが、疲労回復などの効果が
あるビタミンC や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などが豊富に含まれています。また、
れんこんには不溶性と水溶性の食物繊維の両方を含んでいる
ため、便秘予防にも効果的です。美味しいだけではなく、
健康にも嬉しい効果があるれんこんを積極的に食事に取り
入れてみてはいかがでしょうか。

100g
100g
少々
適量
少々
少々
少々

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。

14:00 ～ 15:00　　　　    当院 1 階売店前時間 場所
日　時 講座名〈講座担当〉

■ミニ健康講話
・花粉症のくすりについて〈薬局〉
・つらい膝・腰の痛み　改善運動〈リハビリテーション科〉

■糖尿病教室
・糖尿病足病変の予防 －フットケア－〈看護部〉２ 月 14 日(木)

２ 月 28 日(木)
（軽い運動を行いますので動きやすい服装でお越しください。）
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「最近、血圧が高めになってきた」、「毎年の健康診断で、血圧の数値が高く指摘された」
このような経験をしたことのある人も多いのではないでしょうか？血圧が高い状態が続くと

脳卒中や心疾患といった重大な病気の原因になる可能性がありますので、高血圧と血圧を下げる
薬について、ご紹介します。

高血圧かどうかの基準値は、収縮期血圧140以上もしくは拡張期
血圧90以上です。

これ以上になると、脳梗塞等の発症リスクは2倍以上になります。
また、正常血圧は130-85未満というのが一般的ですが、できれば
120-80未満が望ましいとされています。140/90mmHg以上を
高血圧とする基準は、脳卒中や心臓病を発生するリスクが2倍になる
ことを根拠に定められた基準です。

血圧を下げる薬にはいくつか種類がありますが、その中でも下図の4種類が主に治療で使用
されています。

降圧薬は、種類によって血圧を下げる仕組みが異なり、その人の健康状態に合った降圧薬が
選ばれて処方されています。

長期間、血管に負担をかけ傷つける事は、脳卒中や心疾患を発症する
リスクを高めます。

早く気づけるように日頃から健康意識を高め、血圧の管理をしておく事が
大切です。質問などがありましたらお気軽に薬剤師までご相談ください。

高血圧と薬
薬局　薬剤師　菅生亮太

薬局だより 糖尿病教室が行われました

糖尿病教室が12月13日（木）当院1階売店前で行われ、
14名の方が参加しました。今回は薬局 薬剤師の菅生亮太
さんが「糖尿病のくすりを知ろう！」というテーマで
話しました。

最初に菅生さんは「薬物治療は補助的なものであり、
食事療法と運動療法が上手くいってはじめて効果が
上がります。まずは、生活習慣を見直すことが大切です」と
説明した後、様々な糖尿病薬の効果や飲み忘れた際の
対処法を紹介しました。

薬物治療を行う上での注意点については「低血糖に気を付けてください。お薬を飲み忘れたため、
その分を後で多めに飲むといった糖尿病薬の誤使用をはじめ、過度な運動や食事量の不足などにより
低血糖症状が現れる場合があります」と話し、予防・対策として①決められた用法通りに薬やインスリン
製剤を使用する②ブドウ糖を携帯する③過度な飲酒を避ける④空腹時に運動を行わない等を挙げました。

講演後には、糖尿病薬に関する質問が多く寄せられ、関心の高さがうかがえました。

● 高血圧とは

● 血圧を下げる薬にはどんなものがあるの？

● 高血圧治療の目的

【参考】 特定非営利活動法人 日本高血圧学会 http://www.jpnsh.jp/

カルシウム拮抗薬
血管を広げて血圧を下げる

ACE・ARB阻害薬
血管を収縮させる体内の物質を
ブロックして血圧を下げる

利尿薬
血管から水分と塩分を

抜いて、血液量を減らすことで
血圧を下げる

β遮断薬
心臓の過剰な働きを抑えて

血圧を下げる

VoiceVoice 患者さんからの声

病院からの回答

病院玄関と売店の場所がサニーホーム入口から来た時に分かる様、
看板があると良いと思います。

外来患者さんより
ご意見

アクリル板の案内表示をサニーホーム入口、廊下突き当たりの柱へ設置致しました。

第74回健康医学セミナーが開催されました

第74回健康医学セミナーが12月15日（土）当院2階
講堂で開催され90名の方に参加頂きました。

まず、小林義尊 整形外科科長が「骨が折れる前に
治療しましょう！～骨粗鬆症治療をお勧めします～」
と題して、治療法をはじめ診断や予防法についても
詳しく話しました。

続いて、骨粗鬆症マネージャーの大橋沙織 外来看護師が
「当院における骨粗鬆症治療の取り組みについて」と

題して治療薬や検査機器について写真を交えながらわかりやすく説明しました。
セミナー後の個別相談には多くの方の参加があり、小林先生と大橋看護師は一人ひとりから詳しく話を

伺いアドバイスしました。

（左から）講演する小林先生、大橋看護師 セミナー後の個別相談
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病院探検ツアーが行われました

参加頂いた皆さん、ありがとうございました！薬局の探検はいかがでしたでしょうか。
当院では、小学生の皆さんに病院の仕事を知ってもらうことを目的として、年に2回病院探検

ツアーを開催しております。次回は7月頃を予定していますので、お気軽にお申込みください♪
開催日の1ヶ月前から予約受付開始となり、詳細は院内掲示などで随時お知らせいたします。

「手洗い」が大切な理由
感染管理認定看護師　熊谷亜希

認 定
看 護 師コラムコラム
風邪やインフルエンザ、食中毒など、病気を引き起こす感染症の多くは「手」を介して体内に入る

ことが多いと言われています。風邪をひいている人の手には、知らず知らずのうちにたくさんウイルスや
細菌が付着しています。くしゃみや咳をする時に口元を覆う、鼻をかむ、鼻を手でこするなどをした後に、
ドアノブや電車のつり革、パソコン、電話の受話器に触れたとします。その場所を別な人が触れて眼や
鼻、口を触ったり、食事をすることで体の中にウイルスや細菌が入り増殖していきます。このようにして
感染は起こります。現在流行しているインフルエンザの原因ウイルスは、ドアノブなどの環境表面で
2～8時間程度生存できると言われています。そのため、様々な感染症から身を守るためには手からの
侵入を遮断する「手洗い」は感染予防のために大切となります。

冬は水が冷たいので短い時間で手洗いを済ませたくなりますが、サッと流すだけでは細菌やウイルスが
手に残り、効果は薄くなってしまいます。流水と石けんを使い、特に洗い残しが多いとされる指先、
手の甲、親指、指の間、手首などの部分も忘れずに洗い流すことが重要です。
時間の目安としては、「ハッピーバースデー」の歌を2回歌うぐらいの長さ（20秒
以上）がよいとされています。また、熱いお湯でゴシゴシ洗うと皮膚の油分が
奪われて、手荒れの原因となってしまいますので、快適な温度でしっかりと時間を
かけて手洗いすることが大切です。毎日の外出後や食事前、排泄後などに行う
手洗いを正しい方法で実践し感染を予防しましょう。

みな・みな・ねっと２月号 みな・みな・ねっと２月号

生活習慣病予防について
～生活習慣を見直してみましょう～

リハビリテーション科　作業療法士　佐藤侑亮

ワンポイント

リハビリリハビリ
皆さんは生活習慣病という言葉をテレビなどで聞いたことはありますか？生活習慣病とは、日常の乱れた

生活習慣の積み重ねにより引き起こされるもので、高血圧症・糖尿病・高脂血症などがあります。
このような生活習慣病を予防するためには日常の食事や運動習慣、喫煙やストレスについて見直す必要が

あります。今回は、生活習慣病の代表的な治療について紹介します。

生活習慣病の代表的な治療には①食事療法②薬物療法③運動療法があります。

具体的にどのような運動方法がよいのかは来月号にて紹介します。是非ご覧ください。

●食事療法
気をつけることは1日の摂取カロリーや塩分、コレステロールに注意して

バランスの良い食事を摂取することです。3大栄養素である炭水化物・
タンパク質・脂質の他にビタミンやミネラルなどもしっかり摂ることと、
主食・主菜・副菜の組み合わせが適切であることが大切です。

●薬物療法
薬で血圧や血糖値などをコントロールするものです。決められた用法

用量、時間を守り飲み忘れのないように注意しましょう。服薬によって体調
不良などが出た場合はすぐに医師に相談をしましょう。

●運動療法
適度な運動を行うことで血圧の低下、糖尿病や脂質異常症の改善、肥満や

ストレスの解消が期待できます。不整脈や心臓の病気を患っている方などは
医師の指示のもと行ってください。

運動について厚生労働省の基準では
　16歳～64歳：息が弾み汗をかく程度の運動を毎週60分行う。
　65歳以上：横になったままや座ったままにならなければどんな動きでもよい
　　　　　　ので身体活動を毎日40分行う。

となっています。

【参考】厚生労働省 生活習慣病予防 運動施策の推進

ミニ健康講話「病院探検ツアー ～薬局探検～」が12月26日（水）に
行われ、小学校3年生から6年生まで合計12名の皆さんと薬剤師の
働く調剤室などを見学しました。

まず、石田 和薬局主任が薬剤師の主な仕事内容について写真を交えて
話しました。調剤や医薬品を扱う上での注意点についても説明し、

「薬は患者さんの口に入るもので、正しい手洗いが大切です」と伝え
ました。薬に見立てたお菓子を使用した調剤体験では、お菓子を2個ずつ分包機に入れ、一包ずつ分包
されて出てきた時は皆さん驚いていました。

普段見ることの少ない薬局内を見学することで、病院で薬をもらうまでのしくみに興味を持つことが
出来たツアーになったようです。

薬を取り扱う前に必須の手洗いも実施 棚に並んであるたくさんの医薬品に
皆さん興味津々でした
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※（　）内は平成29年12月の件数

底冷えする日が続き、エアコンやこたつ、ストーブなど暖房が手放せません。普段はデスクワークで、
休日は暖房器具をフル稼働して家にこもることが多いため、体がなまっているように感じます。まだまだ
寒い冬は続きますが、そのような時こそ積極的に運動をして汗を流し、心も体もリフレッシュして
過ごしていきたいと思います。
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み な・み な・ねっと２月 号

頭痛のはなし
脳神経内科の立場から

脳神経内科　井泉瑠美子

皆さん頭痛がおきたらどうされていますか？風邪や
二日酔いの時ならいざ知らず、経験のないような
強い頭痛や痛み止めを飲んでも良くならない頭痛の
場合には、心配になって病院に行こうと思われると
思います。
痛みというのは目に見えるものではなく、また
片頭痛などの慢性頭痛の多くでは診察や検査値で
異常がでないため、患者さんのお話を聞きながら
診断を探る二人三脚の作業となります。どこが（頭の
後ろが）、どんな風に（ずきずきと）、いつから（先月頃
から）、どの程度（週に2回程度、半日持続）痛むのか、
頭痛を引き起こす要因がないか、頭痛に先行して、
もしくは同時に起こる他の症状（吐き気など）がない
のか、ということは必ず確認するポイントになります。
ですので、もし受診される場合には、こうしたポイントを
何かに書いてまとめておくと伝えやすく、御自身でも
頭痛の原因に気付けるかもしれません。
頭痛を引き起こす原因というのは実に様々です。
ワイン、アイスクリームに香水など、、。私自身も頭痛
持ちで、筋緊張型頭痛という、いわゆる肩こりから
おこる頭痛と20年以上付き合っています。肩こりが
悪化しないようにデスクワークの合間に首・肩・腕の
ストレッチをする、コーヒーを飲みすぎると悪化する
ため1日2杯までとする、低気圧がくるとひどくなる
ため梅雨の季節は無理しない、など予防策をとる

ようにしています。長年頭痛持ちといっても、原因は
一つとは限りません。もともとの頭痛のパターンが
突然変わった、痛みの程度が日々強くなっていく、
という場合には受診をしていただいた方が良いでしょう。
慢性頭痛の場合には薬との付き合い方も大事ですね。
注意が必要なのは鎮痛薬の多用です。薬を飲んで
痛みが和らぐと嬉しいものですが、頭痛が起きそうな
（まだ起きていない）タイミングやとても軽い痛みで
鎮痛剤を飲んでいると、いつのまにか鎮痛剤の使用量が
多くなってしまいます。そうすると痛みに対する閾値が
変化し「薬剤乱用頭痛」という別の頭痛が新たに加わり
治療が複雑になります。痛み、という自分にしか分から
ない感覚を、少し客観的にみて、スケール（0：痛くない
～10：耐えられないほど痛い）で記録する、内服回数を
書いておく、ということ（頭痛日誌）が主治医との
コミュニケーションや薬の調整の助けになるでしょう。
さて、「神経内科」という標榜診療科名は昨年より
学会方針で全国的に「脳神経内科」と変更されることに
なりました。神経科（＝精神科）や心療内科と紛らわしい、
脳の病気を診ているイメージに乏しい、ということで
改名となったようです。脳疾患に関わらず、脊髄、末梢
神経、筋まで幅広い神経筋疾患を各科と連携しながら
診療していくことに変わりはありませんので、引き続き
よろしくお願いします。

総合南東北病院

病院探検ツアーが行われました。【参加者の皆さんと一緒に記念撮影】

詳しくは 4 ページをご覧ください。

シャキシャキ
食感♪

シャキシャキ
食感♪

れんこんと山芋のふっくら焼き
[材料 ２人分]
れんこん…………………………
山芋………………………………
ごま油……………………………
ソース……………………………
かつお節…………………………
青のり……………………………
桜海老……………………………

作り方作り方

栄養価（１人分）
エネルギー：110kcal   塩分：1.5ｇ

栄養管理課　管理栄養士　久田和香

①れんこんを半分に切り、片方を粗みじん
切りに、残りの半分をすりおろしてボールに
入れる。

②山芋をすりおろす。
③②と桜海老を①に混ぜ合わせる。
④フライパンにごま油をひいて、③の生地を

こんがりとするくらい両面を焼く。
⑤皿に盛りつけ、お好みでソース・かつお節・

青のりをかける。

輪切りにした時に丸い空洞が並んでいて向こうが良く
見える事から「先の見通しが良い」という縁起物としても
用いられるれんこん。蓮（はす）の地下茎が肥大したもので、
漢字では「蓮根」と書きます。日本ではおせち料理に欠かせ
ない物となっているれんこんですが、疲労回復などの効果が
あるビタミンC や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などが豊富に含まれています。また、
れんこんには不溶性と水溶性の食物繊維の両方を含んでいる
ため、便秘予防にも効果的です。美味しいだけではなく、
健康にも嬉しい効果があるれんこんを積極的に食事に取り
入れてみてはいかがでしょうか。

100g
100g
少々
適量
少々
少々
少々

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。

14:00 ～ 15:00　　　　    当院 1 階売店前時間 場所
日　時 講座名〈講座担当〉

■ミニ健康講話
・花粉症のくすりについて〈薬局〉
・つらい膝・腰の痛み　改善運動〈リハビリテーション科〉

■糖尿病教室
・糖尿病足病変の予防 －フットケア－〈看護部〉２ 月 14 日(木)

２ 月 28 日(木)
（軽い運動を行いますので動きやすい服装でお越しください。）




