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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30年1月の件数

早いもので、年度末の 3 月となりました。桜咲く暖かな季節はもうすぐそこですが、コートやダウン
ジャケットなど冬の防寒着はまだ手放せません。寒がりの私は防寒対策が第一。体を温め体調管理には
十分気を付けて過ごしていきたいと思います。
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脳検診(脳の健康診断)について
脳神経外科医長　窪田圭一

平成は間もなく終わりを迎え、新元号が4月1日に

発表されます。平成には｢平和が達成される｣という

願いが込められておりましたが、どのような新元号に

なるのか非常に楽しみですし、また桜が咲く暖かい

季節の到来も非常に待ち遠しいです。

私は平成17年に大学を卒業、初期研修2年終了後

から脳神経外科を専攻し現在に至ります。脳神経

外科学は中枢神経（脳・脊髄）に発生した疾患に対し、

外科的治療を行う事に専門性が高く、その対象となる

疾患といたしましては、脳腫瘍、脳血管障害、頭部

外傷、脊椎・脊髄疾患などが挙げられます。疾患の

発生頻度や治療に必要とされる医療設備などから

一個人がすべての疾患に対し万遍なく精通する事は

非常に困難な事で、病院や先生ごとによって治療

可能な疾患に差異があります。当院のような市中病院と

言われる一般的な病院では、主な対象疾患が脳血管

障害である事が多く、それはその他の疾患と比較し

発生頻度が高い事がその一因でもあります。私も

今まで経験した疾患の殆どが脳血管障害になります。

脳血管障害とは、頭蓋内血管の閉塞（脳梗塞）、破綻

（脳出血、クモ膜下出血）によって引き起こされる

疾患の総称を指し示します。再生医療の分野では、

神経再生が一つのテーマとなっておりますが、今の

ところ傷害された神経組織を完全に回復させる方法は

見いだされてはおりません。この事が脳血管障害を

発症された方に言語障害や手足の麻痺などの後遺症が

残る事が多い理由です。どのような疾患も完全に

予見・予防をする事は出来ませんが、どの程度の危険性が

あるのか評価しておく事は非常に大切で、当院では

予防医学の観点から脳検診の受診を積極的に勧めて

おります。脳血管障害の危険因子といたしまして、

年齢・高血圧症・糖尿病・高脂血症・喫煙などが指摘

されております。薬物による内科的治療や外科的

治療を用いることで脳血管障害の発生頻度を下げる

事が可能な病態が存在いたしますので、これらの

危険因子に該当する方は是非脳検診を受けてみて

下さい。脳検診は完全予約制をとっておりますので

待ち時間は殆どございません。体に無害な磁場を

用いたMRI検査で脳・頭蓋内主幹動脈の状態を複数の

脳神経外科専門医が厳密に判定し、異常所見が

見られた方には日を改めて外来にお越しいただき、

結果の説明とより良い状態を維持するために必要な

事について助言をさせていただきます。

脳神経外科医の立場から、皆様が健康である事を

確認する手段の一つとして、脳検診を積極的に利用

される事をお勧めいたします。

総合南東北病院

竹駒神社どんと祭裸参りに参加しました。

詳しくは 4 ページをご覧ください。
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新玉ねぎと桜エビの炒め物
[材料 ２人分]
新玉ねぎ………………………
桜エビ…………………………

アスパラガス…………………
サラダ油………………………
酒………………………………
塩、こしょう……………………

作り方作り方

栄養価（１人分）
エネルギー：108kcal   塩分：1.1ｇ

栄養管理課　管理栄養士　曵地望 ①新玉ねぎは1㎝幅のくし形に切る。アスパラ
ガスは1㎝幅の斜め切りにして、軽く茹でて
流水で冷やす。

②桜エビは油をひかずにフライパンに入れ、
軽くからいりして取り出す。

③フライパンにサラダ油を熱し、新玉ねぎを
さっと炒めて酒をふる。

④新玉ねぎが半透明になったら、桜エビとアス
パラガスを加えて炒め合わせる。

⑤塩、こしょうで味を調える。

この時期しか食べることのできない新玉ねぎには、通年流通
している玉ねぎとは異なる特徴があります。

通年見かける玉ねぎは日持ちを良くするために少し乾燥
してから出荷されるのに対し、新玉ねぎは収穫してすぐに
出荷されるために、みずみずしく生で食べたりさっと炒めたり
しても辛味が弱く食べやすいです。

また、玉ねぎ特有の辛味のもとである硫化アリルは火に
弱いため、生でも食べやすい新玉ねぎで摂りやすい傾向に
あります。硫化アリルは、血液をサラサラにしてくれる効果や、
ビタミンB₁の吸収を助けてくれる効果があるため、豚肉料理や
カツオ料理などと食べると効果が高くなります。

料理を上手に組み合わせて、硫化アリルの効果を活かし
ましょう。

1 個
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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。

14:00 ～ 15:00（開場 13：30）　　　    当院２階講堂時間 場所

※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。

日　時 講座名〈講師〉
■糖尿病教室
・糖尿病合併症―糖尿病科医の視点から―
〈東北大学大学院医学系研究科
　　　　糖尿病代謝内科学分野　助教 金子慶三先生〉

３ 月 14 日(木)

（乾燥品の場合は、水で戻す）
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忙しい現代人にとってなくてはならない栄養ドリンク。疲労回復や栄養を
摂取できる飲料であり、その便利さから手放せない人や日常的に飲んでいる人も
少なくありません。そこで気になる栄養ドリンクについてご紹介します。

各種ビタミンや必須アミノ酸などの有効成分と呼ばれる物質、カフェイン、漢方生薬由来
成分を複数配合し、肉体疲労の栄養補給に適しています。

栄養ドリンクを飲んだからといって疲れが全てなくなるわけではありません。
疲れは体からのサインです。無理をせずしっかり休養をとりましょう。

栄養ドリンク
薬局　薬剤師　菅生亮太

薬局だより当院へ車いすを寄贈して頂きました

朝日生命保険相互会社 仙台支社様より車いす一台を寄贈して頂きました。
同社の取り組みに敬意を表し、厚く御礼申し上げます。車いすは外来にて活用
させて頂きます。

朝日生命保険相互会社様は2018年3月に創業130周年を迎え、社会貢献の
一環として介護施設や医療施設、公共施設等に車いすをはじめとする介護関連
グッズを寄贈する取り組みを全国で展開しておられ、この度当院へ寄贈頂き
ました。

【参考】 厚生労働省‐一般用医薬品のリスク区分
　　　 ナチュラルファーマシー‐栄養ドリンク一覧表、ピントル‐栄養ドリンク専門ページ

写真右：朝日生命保険相互会社 仙台支社 支社長 松岡哲生様
写真左：当院 松島忠夫院長

生活習慣病予防について
～生活習慣病を
　　　予防するための運動の薦め～
リハビリテーション科　理学療法士　髙橋佑昌

ワンポイント

リハビリリハビリ
前回は生活習慣病の治療についてお話ししました。今回は生活習慣病の予防を目的とした運動療法に

ついて紹介します。生活習慣病の運動療法で特に有効とされているのが、有酸素運動です。また、ストレッチ
ングや筋力トレーニング等を組み合わせることが望ましいとされています。

運動を急に実施するのは身体に与える負担が大きいため、最初は歩行時間を増やすなど身体活動量を
増加させることから始めましょう。個人の好みにあった運動を取り入れるなど段階的に運動を加え、安全かつ
運動の楽しさを実感できるように工夫していくことが運動を継続するために重要なポイントとなります。

●有酸素運動について
有酸素運動とは、酸素を使い体内の糖質・脂質をエネルギー源とする、筋肉への

負荷が比較的軽い運動のことを指します。筋肉を動かすエネルギーとして血糖や
脂肪が酸素と一緒に使われます。代表的な有酸素運動はウォーキングや
ジョギング、サイクリングなどです。

●運動時間
運動のエネルギー源として、運動開始10分後以降では血糖、15分後以降では脂肪も利用するため、

1回の運動継続時間は20分以上が必要です。30～60分が推奨されています。また、運動を実施する
タイミングは、生活の中で実施可能な時間であればいつ行っても構いませんが、特に食後1時間後に
行うと食後の高血糖状態が抑制されると考えられています。

●運動強度
「楽である」又は「ややきつい」と感じる程度の強さの身体活動が適切です。「きつい」と感じるような身体

活動は避けましょう。

●運動の頻度
運動はできれば毎日、少なくとも1週間のうち3日以上行う必要があります。

【参考】厚生労働省健康局生活習慣病対策室ホームページ
　　　科学的根拠に基づく糖尿病診療ガイドライン（編集：日本糖尿病学会）

第２類医薬品

第３類医薬品

医薬部外品

生薬などが含まれている栄養ドリンクのほとんどは第２類に含まれます。
効果が見込まれる一方で、栄養ドリンクの中では最も副作用、相互作用の
注意が必要です。

第２類の栄養ドリンクよりもリスクの少ないビタミン類などを中心に
作られたものであり、比較すると副作用や相互作用のリスクは小さいと
言えます。

医薬品以下の効果が期待できる栄養ドリンクという扱いです。副作用の
危険が最も少ない栄養ドリンクですがローヤルゼリーなどの医薬品と
しては扱われていない貴重な成分を多く含んだ物もあります。

● 効果・効能

● 最後に

● 栄養ドリンクは大きく分けて３種類

VoiceVoice 患者さんからの声

病院からの回答

ご意見
入院患者さんより

大変失礼致しました。声掛けを徹底すると共に、入院オリエンテーションの際の説明も徹底して参ります。
患者さん一人ひとりが安楽に過ごせる様、充分配慮して参ります。

同室の患者の話し声が消灯後もうるさい。注意して欲しい。

外来患者さんより

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、スタッフ一丸となって取り組んで参ります。

看護師さん達の温かい励ましのお陰で何とか通院を継続することが出来ております。
また、常に新しい知識を取り入れようと勉強されている姿に、感服しております。
これからも通院させていきますが、どうぞよろしくお願い致します。

お礼の言葉

病院からの回答
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これからも通院させていきますが、どうぞよろしくお願い致します。

お礼の言葉

病院からの回答
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認知症で起こる行動・
心理症状とその対応③～幻覚～

認知症看護認定看護師　山田愛実

認 定
看 護 師コラムコラム

今回は、『幻覚』についてお伝えします。
『幻覚』というのは、現実には無いもの

が、見えたり（幻視）聞こえたり（幻聴）
することを言います。『幻覚』は行動・
心理症状として出現することもありま
すが、レビー小体型認知症では中核的
症状として出現します。レビー小体型
認知症では、小さな子供が（現実に）
居る、虫が見えるなどの幻視が多く
出現します。幻覚が出現した場合は、
否定せず本人の発言をよく観察して
ください。幻覚に対し、本人が恐怖心や
危険性を感じていなければさほど心配は
ありません。本人の話を傾聴しながら状況に応じて【話題を転換】してみてください。幻視が見えていた
ことを忘れられる場合もあります。また、【視線を転じる】、【（暗い所では）電気を付ける】という行為に
よって見えなくなることもあります。一方で、『幻覚』に対し焦って興奮しながら行動しようとしたり

（焦燥性興奮）、恐怖を感じたり、自分の身に危険が及ぶと認識している場合は注意が必要です。その
ような時は、まず身体的な不調が無いか、普段と変わっている所はないか観察しましょう。認知症の
方は、自らの身体的不調を適切に言葉で表現出来ない場合があります。そのため、身体的不調がある
ことで『幻覚』が出現する場合があるということを理解しておきましょう。身体的要因が見当たらない
場合は専門医を受診し必要に応じて治療を行いましょう。

・記憶障害（もの忘れ）
・見当識障害
  （時・人・場所が分からない）
・注意障害（注意力散漫）
・遂行機能障害
  （料理・電話などが出来ない）
・その他
  （言葉・動作・物の使い方などの障害）

妄想

徘徊

焦燥 異食

不眠

脱抑制

攻撃性 抑うつ意欲低下

帰宅要求

怒りやすい

【行動・心理症状（BPSD）】
認知機能障害がある事により
感じる心理的影響により出現
する症状のこと

【認知機能障害】
脳の機能低下により起こる症状のこと

岩沼市認知症初期集中支援チームのご案内
40歳以上の岩沼市在住の方で、認知症の症状でどうしたら良いか分からずに困っている方とそのご家族様を

対象に、認知症初期集中支援チームが自宅訪問を含む支援を行っています。病院の受診が出来ない方や行動・
心理症状への対応に困っている方など、お気軽にご相談ください。1人で抱え込まず、支援を活用しましょう。

【お問い合わせ先】 社会医療法人 将道会 総合南東北病院
　　　　　　　　 医療福祉相談室 0223-23-3746（直通）[受付：月～土曜日 8:30～17:00]

第75回健康医学セミナーが開催されました
第75回健康医学セミナーが1月12日（土）名取市文化会館で開催され多くの方に参加頂きました。

今回は西村真実 院長代行兼脳神経外科部長兼脳卒中センター長が「顔の痛みと顔面けいれんでお困りの
方へ」と題して講演しました。

西村先生は実際の症例を交えながら三叉神経痛や顔面けいれんの病態や治療法、当院の手術実績
等について説明しました。特に治療に関しては、手術の動画や写真を示し詳しく解説しました。

講演後に行われた個別の医療相談会では、西村先生は事前に申し込み頂いた方、一人ひとりから詳しく
話を伺いアドバイスをしました。

竹駒神社どんと祭裸参りに参加しました
竹駒神社どんと祭裸参り（主催 岩沼市商工会青年部）が1月14日

（月・祝）に行われ、当法人からは医師や看護師など18名が参加しました。
岩沼市体育センターを16時に出発し、1時間ほど市内を練り

歩いた後、竹駒神社へ到着。本殿で参拝し、ご神前において祈祷を
受けました。その後、御神火へ腰に巻いたしめ縄を投げ入れ、今年
一年の無病息災を祈願しました。

裸参りへの参加は今年で2回目でしたが、相変わらずとても寒かったです。しかし、鉢巻を巻いて
白さらし姿となり寒さに耐えながら竹駒神社まで歩いて参拝したことで、今年一年の無病息災を
強く願うことが出来ました。

今年初めて参加した職員もいましたが、裸参りを通して職員同士の絆が深まりました。また、岩沼の
企業の方々と一緒に練り歩き、地域を盛り上げることが出来たと思います。3年連続で参拝すると
御利益があるとのことなので、体調に気を付けて来年も参加したいと思います。

講演する西村先生 医療相談会

参加者の声 リハビリテーション科 作業療法士 丹野友晶

岩沼市体育センターより、いざ出発！ 市内を練り歩きます 御神火にしめ縄を焼納

みな・みな・ねっと３月号 みな・みな・ねっと３月号

社会医療法人 将道会 総合南東北病院は2018年11月1日付で一般社団法人日本
消化管学会 胃腸科指導施設に認定されました。

同学会が審査の結果、当院は日本消化管学会 胃腸科専門医を目指す医師の研修が
可能な施設となりました。

今回の認定を受け、専門医の育成並びにより一層安全で精度の高い診断と治療を
地域の人々に提供できるよう尽力していく所存です。
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早いもので、年度末の 3 月となりました。桜咲く暖かな季節はもうすぐそこですが、コートやダウン
ジャケットなど冬の防寒着はまだ手放せません。寒がりの私は防寒対策が第一。体を温め体調管理には
十分気を付けて過ごしていきたいと思います。
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脳検診(脳の健康診断)について
脳神経外科医長　窪田圭一

平成は間もなく終わりを迎え、新元号が4月1日に

発表されます。平成には｢平和が達成される｣という

願いが込められておりましたが、どのような新元号に

なるのか非常に楽しみですし、また桜が咲く暖かい

季節の到来も非常に待ち遠しいです。

私は平成17年に大学を卒業、初期研修2年終了後

から脳神経外科を専攻し現在に至ります。脳神経

外科学は中枢神経（脳・脊髄）に発生した疾患に対し、

外科的治療を行う事に専門性が高く、その対象となる

疾患といたしましては、脳腫瘍、脳血管障害、頭部

外傷、脊椎・脊髄疾患などが挙げられます。疾患の

発生頻度や治療に必要とされる医療設備などから

一個人がすべての疾患に対し万遍なく精通する事は

非常に困難な事で、病院や先生ごとによって治療

可能な疾患に差異があります。当院のような市中病院と

言われる一般的な病院では、主な対象疾患が脳血管

障害である事が多く、それはその他の疾患と比較し

発生頻度が高い事がその一因でもあります。私も

今まで経験した疾患の殆どが脳血管障害になります。

脳血管障害とは、頭蓋内血管の閉塞（脳梗塞）、破綻

（脳出血、クモ膜下出血）によって引き起こされる

疾患の総称を指し示します。再生医療の分野では、

神経再生が一つのテーマとなっておりますが、今の

ところ傷害された神経組織を完全に回復させる方法は

見いだされてはおりません。この事が脳血管障害を

発症された方に言語障害や手足の麻痺などの後遺症が

残る事が多い理由です。どのような疾患も完全に

予見・予防をする事は出来ませんが、どの程度の危険性が

あるのか評価しておく事は非常に大切で、当院では

予防医学の観点から脳検診の受診を積極的に勧めて

おります。脳血管障害の危険因子といたしまして、

年齢・高血圧症・糖尿病・高脂血症・喫煙などが指摘

されております。薬物による内科的治療や外科的

治療を用いることで脳血管障害の発生頻度を下げる

事が可能な病態が存在いたしますので、これらの

危険因子に該当する方は是非脳検診を受けてみて

下さい。脳検診は完全予約制をとっておりますので

待ち時間は殆どございません。体に無害な磁場を

用いたMRI検査で脳・頭蓋内主幹動脈の状態を複数の

脳神経外科専門医が厳密に判定し、異常所見が

見られた方には日を改めて外来にお越しいただき、

結果の説明とより良い状態を維持するために必要な

事について助言をさせていただきます。

脳神経外科医の立場から、皆様が健康である事を

確認する手段の一つとして、脳検診を積極的に利用

される事をお勧めいたします。

総合南東北病院

竹駒神社どんと祭裸参りに参加しました。

詳しくは 4 ページをご覧ください。

春色♪
シンプルな
美味しさ

春色♪
シンプルな
美味しさ

新玉ねぎと桜エビの炒め物
[材料 ２人分]
新玉ねぎ………………………
桜エビ…………………………

アスパラガス…………………
サラダ油………………………
酒………………………………
塩、こしょう……………………

作り方作り方

栄養価（１人分）
エネルギー：108kcal   塩分：1.1ｇ

栄養管理課　管理栄養士　曵地望 ①新玉ねぎは1㎝幅のくし形に切る。アスパラ
ガスは1㎝幅の斜め切りにして、軽く茹でて
流水で冷やす。

②桜エビは油をひかずにフライパンに入れ、
軽くからいりして取り出す。

③フライパンにサラダ油を熱し、新玉ねぎを
さっと炒めて酒をふる。

④新玉ねぎが半透明になったら、桜エビとアス
パラガスを加えて炒め合わせる。

⑤塩、こしょうで味を調える。

この時期しか食べることのできない新玉ねぎには、通年流通
している玉ねぎとは異なる特徴があります。

通年見かける玉ねぎは日持ちを良くするために少し乾燥
してから出荷されるのに対し、新玉ねぎは収穫してすぐに
出荷されるために、みずみずしく生で食べたりさっと炒めたり
しても辛味が弱く食べやすいです。

また、玉ねぎ特有の辛味のもとである硫化アリルは火に
弱いため、生でも食べやすい新玉ねぎで摂りやすい傾向に
あります。硫化アリルは、血液をサラサラにしてくれる効果や、
ビタミンB₁の吸収を助けてくれる効果があるため、豚肉料理や
カツオ料理などと食べると効果が高くなります。

料理を上手に組み合わせて、硫化アリルの効果を活かし
ましょう。

1 個
5g

4 本
小さじ 2
大さじ 1
少々

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。

14:00 ～ 15:00（開場 13：30）　　　    当院２階講堂時間 場所

※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。

日　時 講座名〈講師〉
■糖尿病教室
・糖尿病合併症―糖尿病科医の視点から―
〈東北大学大学院医学系研究科
　　　　糖尿病代謝内科学分野　助教 金子慶三先生〉

３ 月 14 日(木)

（乾燥品の場合は、水で戻す）




