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病院探検ツアーが行われました。詳しくは4ページをご覧ください。
〈写真：リハビリテーション科 トレーニングマシーンを体験！〉

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

ロコモを知りましょう
総合南東北病院

整形外科医長　佐藤俊介

　皆さん、ロコモをご存知でしょうか？「ロコモティブシンドローム（運動器症候群）」の通称であり、骨、
関節や筋肉の運動器が衰えてしまい、「立つ」「歩く」といった、移動機能が低下してしまった状態をいいます。
厚生労働省の調べでは、高齢者が要介護になる原因の1位は脳血管障害（18.5％）といわれています。しかし、
4位の骨折・転倒（11.8％）と5位の関節疾患（10.9％）を合わせると、いわゆる運動機能や移動機能の低下が
1位を凌駕する結果となります。健康で日常生活を送れる期間と、平均寿命の間は、男性で約9年、女性で 
約12年の差があります。つまりロコモの状態が悪化すればするほど、この9−12年、つまり健康上の問題で
日常生活が制限される期間が増加する恐れがあります。今は何も気にしていないでしょうが、ふとしたキッカケで
健康寿命が減ってしまう可能性があるのです。
　では、自分がロコモかどうか、どのようにわかるのでしょうか？ 3つのテストがあります。「立ち上がり 
テスト」「2ステップテスト」「ロコモ25」のどれかひとつでも当てはまれば「ロコモ」なのです。今回は 
2ステップテストをご紹介します。

（次頁へ続く）



1みな・みな・ねっと10月号

10月は臓器移植普及推進月間です。この機会に、いのちの贈り物についてご家族で話し
合い、意思を確認してみてはいかがでしょうか。

臓器移植とは、病気や事故によって臓器（心臓や肝臓など）の機能が低下し、移植でしか治療できない方に
健康な臓器を提供して回復させる医療です。今、日本で移植による健康回復に望みを持ち、公益社団法人 
日本臓器移植ネットワークに登録している方は約1万3千人もいます。また、約14万人もの方が自分の 
臓器提供に関する意思を表示しています。

意思表示の方法に関しては、臓器提供意思表示カードへの記入やインターネットによる意思登録などが 
あります。また、運転免許証や健康保険証、マイナンバーカード（個人番号カード）への意思表示欄設置が
進んでいます。臓器を提供するという意思だけではなく、臓器を提供しないという意思も表示できるように
なっており、どちらの意思も尊重されます。いずれかの方法で書面による意思表示をしておくことが重要 
です。当院では受付等に意思表示カードを設置しておりますので、ご利用ください。

第82回健康医学セミナーが8月24日（土）山元町防災拠点・山下地域交流センター　つばめの杜ひだまり
ホールで開催され多くの方に参加頂きました。今回は院長代行・脳神経外科部長・脳卒中センター長の西村
真実先生が「脳卒中について―予防はできる？どんな人がなりやすい？―」と題して講演しました。

西村先生は、脳内出血や脳動脈瘤、脳梗塞などの病態について、実際の症例を交えて説明しました。特に、
治療に関しては当院で行っている手術の動画や写真を用いて詳しく紹介しました。また、予防については 

「血圧コントロールが重要です。朝、夕食後2回計測し、130/80以下を目標に血圧手帳をつけましょう。 
早期発見・早期治療のためには定期的に脳検診を受けることも大切です」と話しました。さらに、脳卒中に
なりやすい季節について「10月～11月や3～4月などの季節の変わり目は、血圧が変動しやすいため注意を
してください」と呼びかけました。

質疑応答の際には「突然家族が脳卒中で倒れて 
しまった時はどのようにすればよいですか?」という
質問に対し、西村先生は「まずは、急に動かさず 
静かに安全な場所へ移動させて意識を確認し、救急車を
呼びましょう」と回答しました。

講演前には個別の医療相談会も実施され、参加者の
方からの相談に先生は丁寧にアドバイスをしました。

第82回健康医学セミナーが開催されました

臓器提供について考えてみませんか?

（表紙より続き）
2ステップ値が1.3未満の方は、筋力、バランス能力や柔軟性が落ちてきているので、ロコモーショントレーニングを

始めとする運動を習慣づける必要があります。また、1.1未満の方は自立した生活ができなくなるリスクが高くなって
います。特に痛みを伴う場合は、何らかの運動器疾患が発症している可能性もありますので、専門医の受診をお勧め
します。

詳細は日本整形外科学会のホームページ（https://locomo-joa.jp/check/test/）をご参照ください。ロコモに 
気をつけて、健康で明るい生活を送りましょう。

〈出典元〉【ロコモチャレンジ推進協議会　公式ホームページ「ロコモオンライン」より】
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睡眠薬について薬局
  だより 薬局　薬剤師　菅生亮太

睡眠は私たちが生きていくうえで欠かすことのできない生理現象ですが、ストレスや生活リズムの変化等
から、誰しもが十分な睡眠時間を確保できているとは限りません。

そんなときに服用するのが、睡眠薬です。今回は、睡眠薬について紹介します。

　睡眠作用が翌日の昼まで続いたり、筋肉の緊張を緩める
筋弛緩作用等があります。特に注意すべきなのは筋弛緩 
作用です。ご高齢の方が睡眠薬を服用し夜間にトイレに 
行くとき、足元がふらついて転倒・骨折した事例もあります。

副作用はどんなものがあるの？

　睡眠薬にはさまざまな種類があります。
　薬を選択する際の指標となるものの1つに、
薬の作用時間があります。
　作用時間というのは、薬の服用によって期待
する効果が持続する時間のことで、大きく分けて
右図の4つあります。
　睡眠状況に応じて処方する薬が異なるので、
医師や薬剤師に睡眠状況を正確に伝える必要が
あります。
※ 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。

睡眠薬にはどんな種類があるの？

夜中に起きてしまう人でも「何時頃にベッドに入っていますか？」と聞くと、
「20時にはベッドに入っています。」と回答がありました。つまり、7時間 
たっぷり睡眠をとって真夜中の3時に起きているのです。また、昼寝をしている
にもかかわらず、夜眠れないから薬が欲しいとの相談もあります。本来寝るべき
時間帯に寝ていないと不眠症であると判断しがちですが、日中時間帯の過ごし
方やベッドに入る時間を工夫することで、睡眠薬を飲まなくて済む場合も 
ありますので、医師や薬剤師に相談してみましょう。

最後に

【参考】一般社団法人日本睡眠学会、エーザイ株式会社　各ホームページ（順不同）

超短時間型
主に寝つきが悪い人に使います

短時間型
主に睡眠の前半に何度も目が
覚める場合に使用されます

中時間型
睡眠全体を通して何度も目が
覚めたり、朝早くに目が覚める
場合に使用されます

長時間型
睡眠の後半に何度も目が覚め
る場合や朝早くに目が覚める
場合に使用されます



みな・みな・ねっと10月号 3

リハビリ
ワンポイント

ウォーキングとは、歩くことによって健康増進を目的とした運動のことをいいます。道具を必要としない
ため「いつでも」「どこでも」「誰でも」行うことができる手軽な運動です。近年の健康ブームにより 
ウォーキングを行っている方も多くいるのではないでしょうか。今回はその効果と適切な方法について説明
します。

〈ウォーキングの効果〉

①高血圧や糖尿病、高脂血症などの生活習慣病の改善
② 筋持久力やバランス機能の向上、転倒予防：歩く速さの低下は将来的に介護が必要な状態となる危険性が

高くなります。
③骨粗しょう症の予防：太陽を浴びることでカルシウムの吸収を助けるビタミンＤが体内で作られます。
④ 認知症やうつ病の予防：脳内のセロトニン量が増えることで心が落ち着き集中力も高まり不安や抑うつ感も

改善されます。

〈適切なウォーキングの方法〉

・ 歩数の目安：歩数によって予防できる病気は異なるため、下表を
参考に歩数を調整しましょう。

・ 速さ：「速く歩く」（少しきついと感じる速さ）を混ぜながら歩き
ましょう。

　※ 例えば「ゆっくり歩く」と「速く歩く」を3分ずつ交互に歩く
など

・頻度：週に3回以上（体調と相談しながら行いましょう）

今回はウォーキングの効果と適切な方法について紹介しました。歩く速さや歩数に注意しながら、景色の
良い場所を通るなど楽しく継続できるように工夫をすることが重要です。無理に毎日行う必要はありません。
効果あるウォーキングを継続して生き生きとした生活を送りましょう。

【参考文献】青柳幸利「あらゆる病気を防ぐ『一日8000歩・速歩き20分』健康法」

ウォーキングについて
～高齢者の場合～

リハビリテーション科　理学療法士　柴田里奈

1日あたりのウォーキング量と予防できる病気
歩数 中強度（速く歩く）の歩行時間 予防できる病気

2000歩 0分 寝たきり
4000歩 5分以上 うつ病
5000歩 7.5分以上 認知症、心疾患、脳梗塞
7000歩 15分以上 動脈硬化、骨粗しょう症、骨折
8000歩 20分以上 高血圧症、糖尿病、メタボリック症候群

!たくさん歩いても健康効果は変わりません！
歩きすぎると免疫力の低下や
身体の老化を進行させて

しまいます。
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認定看護師
コラム Column

脳卒中と廃用症候群について

脳卒中リハビリテーション看護認定看護師　澤邉晃永

廃用症候群という言葉はご存知でしょうか。廃用症候群とは廃用（使わないこと）、すなわち不活発な 
生活や安静によって起こってくる全身のあらゆる器官、機能の生じる心身機能の低下です。

また、大川ら1）は廃用が「廃棄」、「廃棄物」などの言葉を連想させやすく、当事者に不快感を与えるという
理由から、廃用症候群ではなく「生活不活発病」という用語を用いていますが、用語の完全な統一は行われて
いないようです。

具体的な身体の一部に起こるものとしては骨粗鬆症、関節拘縮、筋委縮、褥瘡（いわゆる床ずれ）、深部
静脈血栓症などがあります。全身に影響するものとしては、心肺機能低下、消化器機能の低下、起立性低血圧
などがあります。精神や神経のはたらきに起こるものとして知的活動の低下やうつ傾向などがあげられます。

廃用症候群をおこすと疾患の回復に影響があるだけでなく、回復まで2−3倍の時間を要する可能性が 
あります。特に脳卒中においては発症時から意識の障害、身体の麻痺、治療上の必要な安静などで廃用 
症候群が発生するリスクが高くなると考えられます。しかし廃用症候群の予防は可能です。具体的な方法の
一つとしては、可能な限りベッドでの療養から離れること、すなわち早期離床があげられます。入院した際、
まだ起きるのは辛いと考えているのに看護師やリハビリテーションスタッフ、医師らからベッドからできる
だけ早く離れるよう促されるのはこのような理由のためです。しかし、病後の当事者としては、体を動かす
ことは身体的にも精神的にも辛いものです。当事者の個々の状態を勘案して心体両面から支えられる 
ように、十分にコミュニケーションを図りながら看護を提供して参りたいと思います。

ミニ健康講話「病院探検ツアー」が7月25日に行われ、小学4年生と5年生の合計6名の方が参加しました。
今回はリハビリテーション科のお仕事を知るために、理学療法室と作業療法室を探検しました。

まず、理学療法士 平間華月さんがリハビリに使うトレーニング 
マシーンについて説明しました。実際にマシーンを体験し、どれくらいの
重さを持ち上げられるか挑戦するなど、楽しみながらそれぞれの機器の
役割について学びました。中には熱心にメモを取るお子さんもいて、 

「この機械はなんていう名前ですか？」と積極的に職員に質問を投げ 
かけていました。

次に、作業療法士 渥美 恵さんが日常生活で行う動作ができるように
なるためのリハビリについて説明しました。パスリーダーという機械を
使った電気治療体験では、お子さんたちは初め怖がる様子を見せて 
いたものの、一度体験すると「もう一回やりたい！」と手を挙げる子も
多くいました。感想を聞いてみると、「最初はびっくりしたけど、 
だんだん楽しくなった！」と笑顔で話してくれました。

参加したお子さんたちは、普段見ることのないリハビリの機械を体験
することで、実際にどのようなことをしているのかを学び、病院の仕事の
重要性を知ることができたようです。

病院探検ツアーが行われました

【引用文献】
1）大川弥生　生活不活発病（廃用症候群）新・セミナー介護福祉：リハビリテーションの理論と実際　ミネルヴァ書房　2007年　44-46

【参考文献】田村綾子　新版脳卒中看護実践マニュアル　メディカ出版
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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
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［材料　2人分］

作り方
①�サンマは、頭と尾を切り落とし、ワタを抜き軽く
洗い流し、水気を拭き取ります。
②４等分に切り、片栗粉を軽くまぶします。
③�フライパンにサラダ油を熱し、サンマを入れ、�
蓋をして両面焼きます。
④�サンマが焼けたら、余分な油はキッチンペーパー
などで拭き取り、合わせておいた★の調味料を�
加えてサンマに絡めます。
⑤�器に盛り、小口ネギや貝割れ大根などで飾ります。
お好みでゴマや鷹の爪を加えても美味しく仕上がり
ます。

秋はサンマが美味しい季節です。近年、サンマの
漁獲量が減量していると言うニュースもあり、心配に
なります。
今回のレシピでは、サンマをぶつ切りに調理�
しましたが、中骨が気になる場合は、3枚に開いて
調理すると食べやすくなります。
サンマにはEPA（エイコサペンタエン酸）や
DHA（ドコサヘキサエン酸）が含まれ、血液を�
サラサラにする効果や脳細胞を活性化させる作用が
あると言われています。さらに、鉄分やカルシウム・
ビタミンDなど豊富な栄養が含まれるため、秋に
美味しく食べたい一品となります。

・サンマ…………２匹
・片栗粉…………適量
・サラダ油………大さじ１
★しょうゆ・みりん・酒・砂糖……各大さじ 1

管理栄養士　戸田友里

編集
後記

　暑さもひと段落し、これから過ごしやすい季節となりますね。スポーツの秋、芸術の秋、�
読書の秋などと言われますが、皆様はどのようにお過ごしでしょうか。今月のワンポイント
リハビリでも取り上げられましたが、私は運動不足解消のためウォーキングの時間を�
増やそうと思っております。
　寒さは増していきますが、身体を温め、これから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８月の件数

８月の救急車搬入件数
岩　沼

名　取

亘　理

24（  24）台

3（    4）台

259（234）台

79（73）台
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83（72）台

仙　南

その他

合　計

駅
沼
岩

線
号
４
道
国
旧

）
ス
パ
イ
バ
（線
号
４
道
国

路
道
部
東
台
仙

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

秋の味覚♪

サンマの照り焼き

栄養価（1人分）エネルギー：320kcal、塩分：1.6ｇ

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。

日　時 講座名（講座担当）

10月24日㈭
■ミニ健康講話
・インフルエンザについて（看護部）
・便秘とくすりについて（薬局）

11月14日㈭
■糖尿病教室　
・自宅でもできる糖尿病に対する運動療法
　（リハビリテーション科）
＊軽い運動が出来る服装でお越しください。

※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

 時間  14:00 ～ 15:00
 場所  当院1階売店前


