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のよさこい演舞〉

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

第13回 南東北夏祭りが7月27日（土）午前10時30分から総合南東北病院北側駐車場で開催され、延べ
1,000人の来場者で賑わいました。

開会セレモニーでは、松島忠夫 院長の挨拶の後、菊地啓夫 岩沼市長、澁谷重光 里の杜2丁目町内会長、 
高橋徳次 里の杜3丁目町内会長からご祝辞を頂きました。

ステージでは岩沼さくら幼稚園 園児の皆さんのよさこい演舞、一
ひとえたからだいこ

会宝太鼓による迫力満点 和太鼓演奏、 
ウィンドアンサンブルブレーメン＆職員有志による音楽祭等、次々と催し物が行われました。出演者の方が 
客席まで行き、参加者の皆さんと一緒に手拍子をしたり握手をしたりと、会場一体となって盛り上がる場面も
見られました。

屋台には焼き鳥やフランクフルト、スーパーボールすくいなどが並び、行列ができるほどの大盛況ぶりでした。
中でも、通所リハビリテーションのブースでは和紙で作られた金魚すくいやプラ板づくり、豆つかみができ、
お子さんたちは夢中になって楽しんでいました。また、松島院長の写真展では多くの方が美しい風景写真を 
ご覧になられ、院長は撮影時のエピソード等を紹介していました。

お祭り終盤にはよさこい演舞が行われ、今年は県南地域から5団体の皆さんに参加頂きました。華やかな 
衣装を身にまとった出演者の方たちは躍動感あふれる踊りを披露。観客の皆さんは時折汗を拭いながら見入って
いました。当院の職員で結成したよさこいチーム「team踊踊」も力強い演舞で会場を盛り上げ、参加者の 
方にも鳴子が配られ一緒に鳴らしながらよさこいを楽しむ様子が見られました。

フィナーレを飾ったのは、各チームの踊り子が入り交じり熱気に沸いた総踊り。踊りきった一体感に包まれた
演者の皆さんに、会場からは拍手が送られました。

夏祭り開催に際しては、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。

菊地啓夫 岩沼市長

一会宝太鼓の皆さん ウィンドアンサンブルブレーメンの皆さんと
当院職員有志の音楽祭

猪股秋彦さんの
ミュージックライブ

ベガルタチアリーダーズの皆さん

岩沼市のゆるキャラ 岩沼係長

南東北夏祭りが開催されました
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薬局
  だより

湿布薬による光線過敏症について

薬局　薬剤師　菅生亮太

筋肉痛や捻挫、打ち身や肩こり等、様々な場面で重宝する湿布薬。飲み薬よりも抵抗なく使用している方も
多いと思います。しかし湿布薬には『光線過敏症』という副作用があるのをご存知ですか？今回は湿布薬に
よる光線過敏症について説明したいと思います。

　予防方法は湿布薬を貼っている患部を紫外線に当てないようにする
ことです。晴れた日だけでなく曇りの日でも、濃い色の長袖服等で、
患部を紫外線から遮るようにして下さい。特に湿布薬をはがした後、
患部に薬剤が残っている状態で紫外線にさらす事により引き起こされる
ことが多いので注意が必要です。そして湿布薬を貼らなくなった後も、
４週間は紫外線にあてないよう注意して下さい。

予防方法

　紫外線照射によって発生あるいは悪化する皮膚炎です。主な症状としては、
皮膚が赤くなる、かゆみが生じる等が挙げられます。
　湿布薬の中の有効成分は皮膚から吸収され血液の中に入りますが、その
一部は皮膚の中に残ります。湿布薬を剥がすと、血液の中からは速やかに
消えますが皮膚の中にはしばらく薬が残ります。そこに紫外線が当たると、
皮膚の中に残った薬が紫外線と反応してアレルギーの原因物質に変化する
ことがあります。これにより皮膚が炎症を起こします。

光線過敏症とは？

今回は湿布薬による光線過敏症についてお話ししましたが、内服薬等でも
同様の症状が現れる場合があります。薬には様々な副作用がありますので、
気になる症状が現れた場合はすぐに医師、薬剤師に相談しましょう。

最後に

【参考】一般社団法人 徳島県薬剤師会、久光製薬株式会社 各ホームページ（順不同）

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

予約しているのに長々と待たされて疲れ
ました。一言あっても良いのでは、ないで
しょうか。

お待たせしてしまい、申し訳ございません。待ち時間についての案内表示と 
声掛けを徹底する様、スタッフへ指導致しました。ご不明な点がございましたら、
近くの職員へお声掛け下さい。



2 みな・みな・ねっと9月号

認定看護師
コラム Column

認知症って問題ですか？

認知症看護認定看護師　山田愛実

今年の5月に発表された国の「2025年までの計画として70歳代の認知症の発症を10年間で1歳遅らせる」
という方針は多くの議論を呼びました。私たち認知症に関わる専門職もこの発表に驚きを感じると同時に 
認知症が独り歩きをしてどんどん社会問題化している現状に心を痛めております。

そもそもこの方針がなぜこのように議論を呼んだのかというと、認知症には有効な治療手段が確立されて
いないこと、また認知症を予防する方法も様々な方法が提唱されていますが、これをすれば確実に予防できる、
という方法が確立されていないことに起因すると考えられます。認知症は脳の加齢性変化により起こるもの
です。つまり、認知症を予防する究極の手段は“老いないこと”ということになります。では、“老いないこと”が
可能なのでしょうか。現代では不老不死の方法はまだ確立されておらず、“老い”は誰にでもやってくるもの
です。同様に、認知症もまた誰にでもやってくるものと考えることが出来ます。現に、現代においては4人に
1人が何らかの認知症を抱えていると言われています。

つまり認知症は私たちが生きていく中で確実に訪れる加齢性変化です。では認知症になったからと言って
何かが変わるのでしょうか。認知症は1日1日と悪化するような病気ではありません。昨日出来ていたことが
診断を受けたからと言って今日からできなくなる訳ではありません。また、その人自身の考え方、性格、生活
習慣が急に変わるものでもありません。記憶することや日付の感覚が少しずつ難しくなりますが、人として
何一つ変わりはしないのです。どうか皆さん、認知症を問題として捉えず、誰にでも起こる極当たり前の 
事として考えてみては頂けないでしょうか。認知症になっても、周囲の人々の協力を得ながら、当たり前の
ように普通に生活出来る社会を、私たちは目指したいと考えます。

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。認知症が
疑われるがご本人の拒否などで病院の受診が出来ない方、認知症の症状への対応に困っている方、
ご本人が介護サービスの利用に納得しない方など、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 ※祝祭日を除く］

糖尿病教室が7月11日（木）当院1階売店前で行われました。今回
は薬剤師の千葉真由美さんが「糖尿病とくすりについて」と題して話し、
13名の方が参加しました。

千葉さんは、近年の糖尿病治療の主流薬や薬を飲み忘れたときの 
対処法について詳しく説明しました。また、糖尿病薬の誤使用や不規則な
食事、過度な運動などが原因で起こる低血糖についても解説し、主な 
症状には発汗や動悸、手指のふるえなどが挙げられました。対策等に 
ついては「なるべく早急にブドウ糖やそれが含まれた飲み物等を摂取 

しましょう。しばらく安静にしていても症状に改善がみられない場合は、すぐにかかりつけの医師に連絡し、
症状が治まった場合でも次回受診時には必ず低血糖になったことを伝えてください」と呼びかけました。

講話後、特に参加者の方に伝えたいポイントについて取材した所、千葉さんは「低血糖にはどのような 
症状があるかを知って頂き、ブドウ糖の摂取等で早めに対処することが非常に大切です。また、血糖コント
ロールが大切なので、自己判断でお薬を中止したり、量を増やしたり減らしたりしないように気を付けて 
頂ければと思います」と話していました。

糖尿病教室が行われました
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リハビリ
ワンポイント

●こむら返りとは
皆さんは夜間足がつってしまうことはありませんか？これはこむら返りと言い 

1度は経験されたことがあるのではないでしょうか。今回はこむら返りがなぜ 
起こるのか原因と対策についてお話しします。

こむら返りとは、自分の意思とは関係なしに起こる筋肉（主に腓
ひ

腹
ふく

筋
きん

：ふくらはぎの
辺り）の痙攣のことを言います。強い痛みを伴いますが、ほとんどの場合は数秒から
数分程度でおさまる一過性のものとなっております。特に激しい運動の後や睡眠中に
みられることが多く、頻度によっては筋肉痛や寝不足を引き起こしてしまうことも
あります。

●主な原因と対策
①急な運動や過度な運動

→ 過度な運動による筋疲労はこむら返りが起こりやすい状態になってしまい 
ます。自分の身体に合った運動を無理なく行うことが大事です。また、運動後の
マッサージやストレッチなどセルフケアも重要です。方法としては右イラストの
ようなふくらはぎを伸ばすストレッチがおすすめです。

②水分不足
→ 水分が不足し、筋肉を安定させている電解質が不足すると、筋肉は十分な代謝を

行うことができなくなり、こむら返りが起こるリスクが高くなります。夜間の
トイレを避けるために水分を取らないようにしている方は多いのではないで
しょうか。夜間寝ている間に汗をかいたり、排泄により体内の水分は減って 
います。そのため、睡眠前やトイレに起きたときに水分補給を行うことが大切

【参考】こむら返りが起こったら　公益社団法人 日本医師会

こむら返りについて
～原因と対処法～

です。

③薬の副作用
→ 薬の副作用によりこむら返りが起こりやすくなっている場合があります。その場合には、薬を調整する

等の対応が必要になります。薬は自己判断で調整せず必ず医療機関を受診し相談するようにしましょう。

上記の原因だけでなく他の重大な病気が隠れている可能性もあります。生活に支障が出るようであれば 
早めに医療機関を受診するようにしましょう。

リハビリテーション科　理学療法士　千葉大地
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7月19日（金）「家族介護教室・在宅介護者激励会」（主催：
亘理町社会福祉協議会）のなかで、介護老人保健施設サニーホーム　
理学療法士　佐藤大樹が「介護者の負担軽減とセルフケアに 
ついて」というテーマで講話を行いました。本事業は、在宅で
要介護度2以上の方を介護されているご家族のリフレッシュや
交流を深める目的で毎年開催されているものです。当日は、 
地域の在宅介護者31名の方の参加
がありました。

講話は、介護を行う上での身体的負担軽減について①負担のかかりにくい 
介助方法と②腰部のセルフケアの方法の2点お伝えしました。介助方法は、 
実際の動作も交えながら介助を行う上で重要な力学的要素を説明しました。 
腰部のセルフケアは、腰痛予防の体操をお伝えし、実際に参加者の皆様にも
行って頂きました。介護では、特に腰を痛めてしまう方が多いため、是非 
ご自宅でも取り組んで頂ければと思います。今回の講話で少しでも在宅で介護を
されている方の負担が軽減されれば幸いです。

出前ミニ健康講話を行いました

社会医療法人 将道会　介護老人保健施設サニーホーム　理学療法士　佐藤大樹

第81回健康医学セミナーが7月13日（土）当院2階講堂で開催され多くの方に参加頂きました。今回は
副院長・救急センター所長の赤間洋一先生が「熱中症予防について」と題して講演しました。

赤間先生は熱中症の発生状況を示しながら、発症の要因について説明しました。主な症状には、めまいや
手足のしびれ、脱力、頭痛、嘔吐などが挙げられ、「このような症状が現れたら意識があるか確認することが
大切です。なければすぐに救急車を呼び、意識があれば涼しい場所へ移動し服をゆるめて身体を冷やし 
ましょう」と話しました。

予防法は大きく分けて①暑さを避ける②こまめに水分・塩分を補給するという2点です。②については、 
「水分と塩分の量は、1ℓの水に対して塩2gです。塩2gはティースプーン約2/3杯を目安にしてください。
作業・運動中は1時間あたり500～1,000ml、軽作業中でも1時間あたり200～300mlは必要です」と詳しく
説明しました。最後に、熱中症予防の合言葉として「か：風通し良く、き：休憩をとる、く：クーラーを 
利用、け：健康管理は日頃より、こ：こまめに水分補給」を紹介しました。

赤間先生の講演に続いて、救急看護認定看護師の鎌田貴幸さん・西谷佳功さんが心肺蘇生法を実践しながら
解説しました。手順は①反応があるか確認する ②応援を呼ぶ ③呼吸の確認をする ④胸骨圧迫（心臓 
マッサージ）をする⑤AEDを使用するという流れになっており、それぞれの項目毎に詳しく説明しました。

鎌田看護師は「勇気ある行動で命が助かります。万が一に備えて、このような機会に何度も見て覚えて 
頂ければと思います」と話しました。

第81回健康医学セミナーが開催されました
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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。

レシピ紹介

みな・みな・ねっと9月号

［材料　4人分］

作り方
① 切り干し大根は2～3回水を替えながら洗い、 

水に浸して戻す。
　水気を絞り、食べやすい大きさに切る。
②ハムときゅうりは千切りにする。
③ だし汁と●の調味料を合わせ、①、②の食材と 

和える。

食物繊維の摂取量は平成29年度の国民健康栄養
調査では男女とも15g程度です。1日の目標量は 
成人男性20g、女性18g以上とされており、食物
繊維は摂取量が不足している栄養素です。食物繊維
には、水に溶けやすい水溶性と溶けにくい不溶性が
あります。切り干し大根には水に溶けにくい不溶性
食物繊維が豊富です。水分を含んで膨張し、腸を 
刺激して蠕動（ぜんどう）運動を活発にしたり、 
腸内の有害物質の排出を促してくれます。今回の 
レシピでは1食で2gの食物繊維を摂取することが
できます。切り干し大根の歯ごたえとごま酢の 
さっぱりした味付けを楽しんでみてください。 

・切り干し大根……30g
・きゅうり…………1本
・ハム………………2枚
・だし汁……………大さじ2
●醤油………………小さじ2
●酢…………………小さじ2
●砂糖………………小さじ2
●すりごま…………お好きなくらい

栄養管理課　管理栄養士　森屋香奈子

編集
後記

だんだんと朝晩の空気が涼しく感じられるようになりました。朝は身体が冷えて 
いることが多く、なかなか布団が手放せません。季節の変わり目は体調を崩しがち
ですが、体温調節や食事に気を配り、これからの1ヵ月も健やかに過ごしていきたい
ですね。

※（　）内は平成30年７月の件数

７月の救急車搬入件数
岩　沼
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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

さっぱりヘルシー♪

切り干し大根の
ごま酢和え

栄養価（1人分）エネルギー：65kcal、塩分：0.8ｇ

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）

9月26日㈭

■ミニ健康講話
・介護について
　（南東北相談支援センター）
・低栄養について
　（株式会社 明治）

10月10日㈭
■糖尿病教室　
・糖質量を砂糖で表現してみよう
　（栄養管理課）

※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


