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〈写真：ふれあい看護体験の様子〉
看護の日を記念したイベントが行われました。詳しくは4ページをご覧ください。

鼠径ヘルニア（脱腸）について
総合南東北病院

外科医長　木村卓也

ヘルニアとは、身体の臓器や組織の一部が組織の 
すき間を通って本来あるべき場所ではない部分に 
はみ出している状態です。例えば、椎間板ヘルニアは、
椎体（背骨）の間にある椎間板が変形して異常に突出
した状態で、進行すると近くにある神経を圧迫して 
痛み・しびれなどの症状を引き起こします。

脚（あし）の付け根のあたりを鼠径部といいますが、
この部位の筋膜の間からおなかの中の腹膜が皮膚の 
下に出てきて、鼠径部が腫れてくる状態を鼠径ヘルニア 
といいます。出てきた腹膜の中に腸の一部が脱出すれば、
脱腸です。

子供では先天的なものが多いのですが、大人の場合
には組織が弱くなることが原因とされています。加齢

（高齢）や腹圧のかかる動作を繰り返すことなどにより
筋肉や組織の脆弱化が引き起こされ、臓器を支える 
力が弱くなることで発症すると考えられています。 
鼠径ヘルニアになりやすい人は、お腹に力がかかる 
作業をする人以外に、便秘や前立腺肥大のためトイレで 
力んだりする人、喘息で咳き込むことの多い人など 
です。

患者数は年々増加しており、年間15万人前後の方が

治療を受けていると言われています。このうち、男性が
約8割と多くを占めています。

鼠径ヘルニアは、初期には痛みなどの症状もあまり
なく、日常生活に支障を来たすこともないため、病気の 
部位から恥ずかしいと受診をためらう方もいます。 
しかし、自然に治ることはなく、症状が進み、飛び 
出した腸が元に戻らなくなる嵌頓（かんとん）という
状態になると、腸閉塞となり、腸への血液の流れが 
悪くなって腸を切除したり、場合によっては生命に 
かかわることもあります。

鼠径ヘルニアは、現在の医学では手術以外に治す 
方法はありません。

手術は、鼠径部切開による手術と腹腔鏡による手術が
あります。いずれの場合でも、メッシュという補強材を
使用します。当院では、お腹のキズの小さい腹腔鏡に
よる手術を主に行っています。キズが小さいので、 
痛みも少なく、社会生活に早期に復帰できることを 
目的としています。

鼠径ヘルニアが疑われるような症状がありましたら、
他の病気の可能性もありますので、恥ずかしがらずに
早めに外来を受診して下さい。

社会医療法人 将道会総合南東北病院
http://www.minamitohoku.jp/

随時更新中
当院ホームページへアクセス

岩沼　総合南東北病院 検索〒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

鼠径部ヘルニアは左図のように、
外鼠径ヘルニア
内鼠径ヘルニア
大腿ヘルニア	 と分類されます。

　いずれのヘルニアでも、
　治療法は同じです。

外鼠径ヘルニア

内鼠径ヘルニア

大腿ヘルニア
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薬局
  だより

お薬手帳の活用方法について

薬局　薬剤師　菅生亮太

薬局に行くと「お薬手帳をお持ちですか？」と聞かれたこともあるでしょう。お薬手帳とはどのような 
ものか周知のことと思いますが、その活用方法についてご存知でしょうか？

いつ、どこで、どのようなお薬を処方してもらったかを記録しておく手帳のことです。
複数の医療機関を受診する時や、転居した時など、『お薬手帳』を見せるだけで、あなたが
使用しているお薬のことをわかってもらえます。

そもそもお薬手帳とは？

今飲んでいる薬について、今まで飲んできた薬について、薬を飲んでどうだったかを 
全て覚えておくことは難しいです。また、それを医師や薬剤師に全て伝えることも
困難ではないでしょうか。ぜひ、「お薬手帳」を活用して、あなたの治療に役立てて
みませんか？

最後に

参考：一般社団法人 愛知県薬剤師会ホームページ、日本調剤株式会社ホームページ

1．医療機関にかかる時は必ず持って行きましょう
薬の重複や、同じ薬による副作用の再発防止に役立ちます。

2．言いたい事や伝えたい事を書いておきましょう
体調の変化や気になったこと、医師や薬剤師に相談したいことを書いておきましょう。

3．一般用医薬品（OTC医薬品等）・健康食品も記録しましょう
思いがけない、よくない組み合わせ・食べ合わせが見つかることがあります。

4．一冊にまとめましょう
他の医療機関から出ている薬との飲み合わせを見ることで、よくない組み合わせが 

見つかることがあります。お薬手帳は一冊にまとめましょう。

どのような活用方法があるの？

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  14:00 ～ 15:00　　  場所  当院1階売店前

日　時 講座名（講座担当）

6月27日㈭

■ミニ健康講話
・知ろう まもろう 抗菌薬
　～かぜに抗菌薬は効きません！～
　（臨床検査科）
・バランスの良いお食事について
　（栄養管理課）

7月11日㈭ ■糖尿病教室　
・糖尿病とくすりについて（薬局）

※講座名等は変更になる場合がございますので、ご了承ください。

生活習慣病セミナーのご案内
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認定看護師
コラム Column

夏に注意したい感染症

感染管理認定看護師　熊谷亜希

1年も早いもので半年が経ち、梅雨が明けると暑い夏の季節がやってきます。夏といえば海やプールを 
想像しますが「プール」とついた感染症がありますので、ご紹介します。

これからの季節で注意が必要な感染症の1つとして、「咽頭結膜熱」があります。別名「プール熱」とも
呼ばれており、塩素消毒が不十分なプールに入る事で感染が拡がると言われている事からそのような名前が
付いたとされています。

流行は6月頃から始まり7～8月にピークを迎えます。しっかりと塩素消毒が行われている
プールの水からの感染はほとんどないと言われていますが、感染している人がドアノブや 
階段の手すりなど不特定多数の人が触れる場所を触ったり、タオルやハンカチを共有する 
事で感染は拡がっていきます。主に10歳以下の小児が感染する事が多いですが、小児から大人へ感染する 
場合もあるため注意が必要です。

主な症状は39度前後の高熱・のどの痛み・目の充血などで、目の症状としては他に、目やにや涙が多く 
なったり眩しがったりする事もあります。小児の場合は法律により出校停止期間もありますので、専門の 
医療機関を受診頂きご相談ください。

予防としては、①目をこすらない ②タオルやハンカチは共有しない ③目やになどはティッシュ等使い捨ての
もので拭きとりすぐに捨てる ④石鹸と流水による手洗いとうがいを行う ⑤咳などの症状がある場合は 

マスクを装着する ⑥お風呂はシャワーのみとし最後に入浴する、などが挙げられます。
症状が落ち着いても、のどからは約2週間、便からは約1か月ウイルスが排出される 
ことがありますが、石鹸と流水による手洗いをしっかり行うことで予防することが
できますので、日ごろから手洗いを行い感染症にかからないように元気に夏を 
楽しみましょう。

患者さんからの声Voice
外来患者さんより【ご意見】 病院からの回答

保険証確認の為、並んでいたら男の人が
横入りしてきました。何故、スタッフは
注意しないのでしょうか。

大変失礼致しました。受付担当者が割り込みに気づいた際には声掛けを行っており
ますが、当日は保険証確認に意識が集中してしまい、声掛けが出来ておりません 
でした。受付開始の際に一列に並ぶ様声掛けすると共に、混雑時は担当者以外の 
スタッフも声掛けして参ります。また、案内表示も併せて設置して参ります。

入院患者さんより【ご意見】 病院からの回答

病室の換気口が汚れているので、清掃
して欲しい。真っ黒になっている所も
ありました。

大変失礼致しました。清掃スタッフの確認が不足しておりました。直ちに、全病室の
換気口の汚れの確認と汚れていた箇所の清掃を実施致しました。

入院患者さんより【お礼の言葉】 病院からの回答

このお仕事に携わる全ての皆様に感謝
申し上げます。食事も美味しく頂き�
ました。ありがとうございます。

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。
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リハビリ
ワンポイント 高齢者の食事　低栄養と脱水症状

言語療法室　言語聴覚士　大和田彩香

胃や腸などの消化機能の低下、噛む力の衰えなど加齢による機能低下により食事が上手くできなくなり、
食生活にも影響が出る可能性があります。食事の量が減ることで栄養不足に陥ってしまい、慢性的に体の 
栄養が足りなくなると、低栄養・脱水症状を招く危険性があります。

低栄養とは、食欲の低下や食事が食べにくくなったなど様々な理由から徐々に食事量が減り、健康な体を
保ち日常生活を送るのに必要なエネルギーとタンパク質が不足した状態の事です。

⇒ 低栄養になると、気力や体力が落ちてしまい昼間も寝て過ごしがちになり、お腹も空かず食事からの水分
摂取も限られてしまいます。また、加齢により暑さや寒さを感じる能力・のどの渇きを感じる能力等も 
低下するため、意識的に水分を補給し脱水症状を防ぐことが大事になります。

　低栄養を防ぐには、さまざまな食品をバランスよく食べることが大切です。肉や魚、野菜、穀物などを 
本人に合わせ食事の時間を変えてみる・食事回数を5～6回に分けてみる・味付けを変えてみる・食べやすい 
ような食材を細かく刻んだりすりつぶして形態に気を付けてみるなどの工夫をしましょう。そして、おいしく
食べて食事の時間を楽しむようにしましょう。
参考：高齢者の食事メニュー 122　中村育子監修　ナツメ社

低栄養

こんな症状には注意！

予防・対策！

低栄養
□食事量が減ってきた
□肉や魚を食べなくなった
□BMI（※）が20以下
□過去3カ月で体重が減ってきた
□起きることや立ち上がることもつらい

水分不足
□トイレに行く回数が減っている
□食欲が出ない
□なんとなく元気が出ない
□昼間寝てばかりいる
□暑いのに汗をかかない

（※）BMI：体重（kg）÷身長（m）という数式で算出される体格指数のこと

タンパク質
エネルギーの摂取不足

低栄養3つの要因 食欲の低下

体力の低下
体重の減少

エネルギー消費量の低下
活動量の減少

低栄養
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第78回健康医学セミナーが4月20日（土）当院2階
講堂で開催され174名の方が参加しました。今回は
松島忠夫院長が「手足の『しびれ』『痛み』『麻痺』に
ついて 中高年に多い脊椎・脊髄の病気（当院で行って
きた治療例から）」と題して講演しました。

松島院長はイラストや画像を用いて、腰椎・頸椎・
胸椎疾患に関して実際の症例を交えながら幅広く解説

5月12日は「看護の日※」です。フローレンス・
ナイチンゲールの誕生日であるこの日は、「看護の
心をみんなの心に」というテーマのもと、全国 
各地で看護にまつわる行事が開催されています。
当院も毎年、地域の皆さんに看護の心を知って 
頂くことを目的としてイベントを行っております。

今回は5月14日（火）から16日（木）までの 
3日間、当院1階売店前で看護師長が中心となり

5月17日（金）には「ふれあい看護体験」を
開催し、県内の高校生3名の方が病棟看護業務を
一日体験しました。生徒さんは看護師と共に 
検温や清拭などのケアを行い、患者さんへ声を
掛けながら熱心に取り組まれていました。また、
理学療法士・作業療法士によるリハビリテー
ションの様子も見学されました。体験を終えた
生徒の皆さんは「想像していたよりも一人の 

※看護の日… 21世紀の高齢社会を支えていくためには、看護の心、ケアの心、助け合いの心を、私たち一人一人が分かち合うことが必要であり、こうした
心を、老若男女を問わずだれもが育むきっかけとなるよう、旧厚生省により1990年に制定されました。（日本看護協会ホームページより引用）

第78回健康医学セミナーが開催されました

看護の日を記念したイベントが行われました

講演する松島院長

しました。特に、仙腸関節障害による腰痛や化膿性脊椎炎などの診断や治療法に関して詳しく説明しました。
講演後は個別に相談や質問をされる方が多く、松島院長は一人ひとりへ丁寧にアドバイスしました。

健康相談

～ふれあい看護体験の様子～

骨密度測定

血管年齢・骨密度測定、健康相談が実施され、延べ203名の方が参加
しました。この取り組みについて、我妻看護師長は「地域の皆さんが
住み慣れた場所でいつまでも安心して暮らし続けるためのお手伝い 
として、そばに寄り添いコミュニケーションを取ることを目的として
行っています」と話していました。看護師たちは、参加者の皆さんの
測定結果に基づき、生活習慣など具体的なアドバイスをしました。

患者さんに多くのスタッフが関わっていることを知り、連携が大切だと感じ
ました」「介助の際はご自身で動けない方も多いため、力が必要ということが
わかりました」「はじめての体験ばかりでどのようにしたらよいか分からない
ことばかりでしたが、看護師という職は改めて凄いと感じました」と感想を
語りました。伊東看護部長は「生徒の皆さんにとって、今回の体験が看護師の
道に進む一歩となることを期待しています」と話していました。ご参加頂いた高校生の皆さん
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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。

栄養管理課　管理栄養士　久田和香

熱々とろ～り♪

ピーマン&
パプリカオムレツ

レシピ紹介

編集
後記

　6月に入り梅雨の時期となりました。じめじめして洗濯物が乾きにくかったり�
食中毒に注意が必要だったりと、あまり過ごしやすいとは言えません。このような
季節ですが、今こそ生き生きと咲くアジサイを愛でたり、お気に入りの
傘や長靴など雨具を用意したりと、気分は晴れやかに今月も元気に�
過ごしていきたいですね。

※（　）内は平成30年４月の件数

４月の救急車搬入件数
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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

［材料　2人分］

作り方
①�ピーマンとパプリカを半分に切り、ヘタと種を
取り除く。
②ブロッコリーとベーコンを細かく切る。
③ボウルに②とAを入れて混ぜる。
④�①に③を詰めて、焼き加減を見ながらトースターで
10分程焼く。
⑤食べやすい大きさに切り、器に盛りつける。

ナス科のピーマンは唐辛子の仲間で、コロンブスが�
ヨーロッパに持ち帰り、香辛料として広まりました。日本には
16世紀にポルトガル人により伝来されたと言われています。
近頃はスーパーなどでも様々な色や形のピーマンを目にする
ようになりましたね。ピーマンは栄養価が高く、その効果や
効能が優れている野菜なのです。ビタミンA、C、Eが豊富で、
ビタミンCはレモンの 2 倍、トマトの約 5 倍はあると�
言われています。これらのビタミンは加熱調理しても栄養価が
消失しにくいのが特徴です。加熱により匂いや苦味がやわらぎ、
目の疲れを癒したり免疫力を高めるカロテンの吸収率も�
アップします。また苦味成分である「クエルシトリン」には
高血圧抑制や利尿作用、便秘改善などの効果があります。
梅雨の時期、体調を整えるためにも旬の美味しい野菜を�
積極的に食事に取り入れてみてはいかがでしょうか。

栄養価（1人分）
エネルギー：350kcal　塩分：1.2ｇ

●ピーマン………2個
●パプリカ………1個
●ベーコン………20g
●ブロッコリー…20g

＜ A＞
●卵………………2個
●ピザ用チーズ…20g
●塩こしょう……少々

介
紹
師
医 令和元年5月1日付で、当院に着任した医師を紹介します。

佐藤 俊介 （さとう しゅんすけ）
①診療科……整形外科
②専門分野…手外科、外傷
③ひとこと…手外科、外傷（新鮮・後遺症）等、何でも
　　　　　　御相談下さい。


