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<写真：当院リハビリテーション科>
1ページにてリハビリテーション部門の概要をご紹介します。

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

心不全パンデミック（前編）
総合南東北病院

循環器内科科長　密岡幹夫

コロナウイルスによる新型肺炎の流行がテレビや
新聞で報道され、1月以降大きな社会問題となって
います。世界保健機構（WHO）は2月初旬の時点で
パンデミックには至っていないと発表していますが、
4月には日本でもかなり広まっているかもしれません。
パンデミックとは本来はコロナウイルスやインフル
エンザウイルスなどによる感染症が世界的に大流行
することを言うのですが、最近「心不全パンデミック」
という言葉も使われるようになってきました。　

心不全は「心臓が悪いために息切れやむくみが 
起こりだんだん悪くなり生命を縮める病気」と定義
されており、コロナウイルスやインフルエンザ 
ウイルスのような感染症ではありません。人から人に
伝染する病気ではないのに、どうしてパンデミック
という言葉を心不全に対して使うことになったので
しょうか？これは2019年の米国の有名な医学雑誌に

「米国で心不全による死亡が激増」という記事が掲載
されたことからもわかるように、心不全が世界的に
激増しているからです。

パンデミック化して激増する心不全に対して 
私たちはどう対処したら良いのでしょうか？それを
探るために日本循環器学会の最新の治療指針を見て
みます。指針では心不全をA・B・C・Dの４つの
ステージに分類しています。ステージAとBは 
心不全の症状がない段階、ステージCとDは心不全の

症状が出てきた段階を示しています。ステージAや
Bは心不全の症状がない段階ですから、これに対する
医療は予防と言うことになります。心不全は発症 
してからでは対処が難しくなりますので早い段階での
予防が重要です。以前の指針には心不全の症状がない
ステージAやBについてほとんど記載がありません
でしたが、最新の指針にはこれを重要な段階と位置
づけて詳しい説明が加えられています。

ステージAは高血圧、糖尿病などの心不全の危険
因子を持っている段階です。高血圧や糖尿病が 
あっても症状がないことがほとんどですから放置 
している方が多いのですが、これでは将来の心不全を
予防できません。生活習慣に気をつけても改善が 
得られない場合は医療機関を受診して治療を受ける
ことが大切です。

ステージBは心臓の働きに異常が現れてきた段階
です。心臓の働きの異常は高血圧による心肥大や 
心筋梗塞が原因となっていることが多いとされて 
いますが、不整脈や心臓弁膜症が原因となっている
こともあります。検診などでこれらの病気を指摘 
されたら、医療機関を受診して精密検査を受ける 
必要があります。検査でステージBの段階と診断 
されたら、原因疾患の治療を早期に開始することが
重要です。

（5月号に続く）
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リハビリ
ワンポイント

当法人では発症・受傷直後の時期（急性期）から、積極的にリハビリテーションが行われる時期（回復期）、
自宅や地域で生活を送る時期（生活期）と一貫したサポート体制を整えています。

リハビリテーション部門は、理学療法・作業療法・言語聴覚療法の3部門で構成され、スタッフは法人内 
各部署（下図参照）に配属されています。

その他、当院で定期的に開催されている糖尿病教室やミニ健康講話、介護予防教室での運動指導など 
地域との連携にも力を入れています。
●理学療法部門

病気やケガにより低下した運動機能の向上、寝返る・
起きる・歩くといった基本的な動作が出来るよう、運動
療法、物理療法などを行います。

また、ロボットスーツ医療用HAL®や末梢神経磁気
刺 激 装 置Pathleader（ パ ス リ ー ダ ー） な ど 最 新 で 
効果的な治療・評価機器を活用し身体機能・能力の改善
を促進しています。
●作業療法部門

主に作業活動（軽い運動や日常動作など）を通して、基本的な動作能力から食事やトイレ、家事など 
日常生活で必要となる活動の練習や、地域活動への参加、就学・就職など社会の中に適応する能力の維持と
改善を支援します。

その他にも患者さんが安全でより楽な生活ができるように、家屋改修や福祉機器選択時の助言、自助具の
紹介や作成も行っています。
●言語聴覚療法部門

脳卒中や頭部外傷により脳が損傷を受けると、その損傷部位によって「失語症」や「高次脳機能障害」 
「摂食・嚥下機能障害」といった後遺症が生じる場合があります。このような後遺症をもつ入院・外来の 
患者さんに対する支援を行っています。

リハビリテーション部門の紹介

リハビリテーション科　作業療法士　蒲生玲香

令和2年2月13日（木）午後2時から当院1階売店前で糖尿病教室を 
行いました。今回は「糖尿病の合併症」というテーマで看護師が話しました。

糖尿病の合併症は無症状に進行し、発見されたときには重症化していることが多いです。日頃から予防に
努め、早期発見・早期治療を行うことで重症化を防止することができます。

そこで、糖尿病の三大合併症である糖尿病神経障害、糖尿病網膜症、糖尿病腎症の症状や治療・対策に 
ついてご紹介しました。例えば、神経障害では足先から症状が出現しやすいため、自分の足を興味深く観察し
清潔を保つことが大切です。

また、歯周病は糖尿病の重大合併症の一つで、歯周菌が血管内に入り炎症を起こすことで動脈硬化を進行
させ、様々な疾患を引き起こします。口腔内を清潔に保つことで予防に繋がることもご紹介しました。

講話後には、糖尿病の検査等に関する質問が寄せられ、一人ひとりから詳しく話を伺い回答しました。

看護師（宮城県糖尿病療養指導士）　小澤五月

糖尿病教室を行いました
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おくすり手帳の意義について薬局
  だより 薬局　薬剤師　佐藤賢志

医療機関や薬局に行った際に「おくすり手帳はお持ちですか？」と聞かれることがあります。なぜそのような
確認が必要なのかと思う方もいるかと思います。そこで今回はおくすり手帳の意義と活用方法について 
お話しします。

　おくすり手帳は患者さんが「いつ・どこで・なんの薬をもらったのか・その
薬はどれくらいの期間飲んでいるか」という情報を記録するものです。その 
記録を提出してもらうことで飲み合わせは問題ないか、同じ薬は出ていないか
などを医療機関で把握することができます。また、今まで飲んだ薬で起こった
副作用やアレルギーの記録などを記載することにより体に合わない薬を伝える
ことも可能です。これらの記録があることでより安全にお薬を使用することが
できるようになります。

おくすり手帳を持つ意義

このようにおくすり手帳を持つメリットはたくさんあります。最近は電子
おくすり手帳も登場し、持ち運びがしやすくなっています。薬を安全に使用
するためにもおくすり手帳を活用していきましょう。

最後に

　次に、おくすり手帳の活用方法についてポイントごとにご紹介します。

・おくすり手帳は一冊にまとめて記載する。
　→医療機関ごとに分けずに一冊にすることで過去にもらったお薬が分かります。
・医療機関には必ず持参する。
　→薬の重複や過去にあった副作用について把握することで安全に使用できます。
　　また、どこの医療機関を受診しても今飲んでいる薬が何なのかが分かります。
・使用している一般用医薬品（OTC薬）や健康食品、サプリメントも記載する。
　→処方してもらった薬との飲み合わせなどが分かります。
・常に持参する。
　→外出先で意識を失ったときや災害に合ったときなどに役立ちます。

おくすり手帳の活用方法

【参考】株式会社ファーコスホームページ、愛知県薬剤師会ホームページ
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認定看護師
コラム Column

認知症との向き合い方

認知症看護認定看護師　山田愛実

2020年東京オリンピックの年になりました！みなさんは観戦予定はありますか？
一方で【2025年問題】と言われる団塊世代の方々が75歳以上の後期高齢者になる年も近づいてきました。

認知症に罹患する患者さんは75～79歳で10.4％、80～84歳で22.4％、85～89歳で44.3％と年齢を重ねる
毎に増加していきます。認知症は脳の加齢性変化等により起こりますので、年を重ねれば罹患率が増える 
のは当然のことです。

さて、みなさんは自分が認知症になることは想定しているでしょうか？ 2025年には高齢者の5人に1人
（20％）は認知症になると言われています。宝くじの300円当選確率は10％（1枚購入の場合）だそうですので、
宝くじで300円を当てるより高い確率で認知症は起こりうるということですね。

様々な身体疾患に加えて、自分が認知症になった時の事を考えておく必要があります。ご家庭において、
認知症になった場合はどうするのか、どのように生きたいか、何をしている時が一番心が落ち着くのかなど
を家族の間で具体的に話し合っておくことが重要です。

縁起でもない、と思われると思います。しかし、少子化・高齢化が急速に進行している日本においては、 
認知症は誰にでも起こる「明日は我が身」の出来事です。現役世代の減少で介護人材の不足も懸念されて 
います。また、最近では若年性認知症と言われる65歳以下の方の認知症も増えています。若いからまだ 
大丈夫と言えることでもありません。

どうかみなさん、認知症は誰にでも起こりうることとして向き
合ってみませんか。そして、自分が認知症になった時のことを 
考えると同時に、認知症の人が地域の中で暮らしていくためには 
自分に何が出来るのかを考えてみましょう。それが、認知症に対する
備えになります。ぜひ市民の皆さんの力を貸してください。共に、
認知症になっても住みやすい地域を作り上げていきましょう!!

厚生労働省「人生会議（ACP）普及・啓発
リーフレット」

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 ※祝日を除く]

「日本における認知症の高齢者
人口の将来推計に関する研究」

（平成 26 年度厚生労働科学研究
費補助金特別研究事業　九州
大学  二宮教授）による速報値
より
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第88回健康医学セミナーが令和2年2月22日（土）柴田町 槻木生涯学習センターで開催され、多くの 
方に参加頂きました。今回は理事長特別補佐監兼執行本部長・低侵襲脊髄手術センター長 水野順一先生が 

「腰痛と手足の痛みとしびれ―健康な明日を過ごすための知識と医療の紹介―」と題して講演しました。 
講演前には講師との個別の医療相談会も実施されました。

水野先生は腰痛や手足のしびれの原因となる代表的な疾患について、実際の症例を交えて詳しく解説 
しました。また、姿勢を改善する簡単な体操を紹介し、会場の皆さんと一緒に体を動かしながら運動すると
きのポイントについて話しました。講演の最後には、手術後の過ごし方や残った症状との付き合い方などに
ついて説明し、「手術が終わってからも、自分に合った運動を毎日続ける、生活習慣病に気を付けるなど 
自分の健康を守るためにできることをしましょう」と話しました。

令和2年1月23日（木）午後2時から、当院中央棟1階売店前でミニ健康講話が行われました。
1題目は「認知症サポーター養成講座」と題して、地域包括支援センター　副主任　南部圭介さんが　　

話しました。現在、認知症に対する正しい知識と理解を持つ認知症サポーターの輪が広がっています。認知症
サポーターの役割とは認知症の方やその家族を見守り、困っていたならば声を掛け、手を差し伸べること 
です。南部さんは実際の事例について映像を交えながら解説し、最後に「認知症の方と接するときは笑顔で
ゆっくりと話し、わかりやすい言葉を使いましょう」とアドバイスしました。

2題目は「骨粗鬆症について」と題して、栄養管理課　渡辺莉帆さんが骨粗鬆症予防の食事について話し
ました。骨を丈夫にするポイントとして①カルシウムを取る②骨を強くするビタミンD、ビタミンKなどの
栄養素を取ることの2点が重要になります。また渡辺さんは「食事以外にも日頃から日光浴や適度な運動を
することで丈夫な骨になります」と説明しました。

講話終了後、個別に講師へ質問する方も多く、関心の高さがうかがえました。

第88回健康医学セミナーが開催されました

ミニ健康講話が行われました
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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
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編集
後記

　今月号のレシピ紹介は春キャベツを使ったメニューが掲載されました。旬の美味しい�
野菜を味わうことができ、体調を整えるのにも良いそうです。こうして楽しみながら健康な
体づくりができるのは嬉しいですね。

※（　）内は平成31年2月の件数
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社会医療法人 将道会

総合南東北病院

栄養価（1人分）エネルギー：350kcal　塩分：2.0ｇ

レシピ紹介

作り方
①器にキャベツ・水を入れてラップをし、3分程度加熱する。
②①のキャベツの水気をふき取り、重ねて棒状に巻く。
③豚肉を少しずつ重ねながら縦長になるように並べる。
④�並べ終わった豚肉に塩こしょう・薄力粉をふり、②の�
キャベツをのせて巻く。
⑤ボールに★の調味料を入れてソースを作る。
⑥�フライパンにサラダ油を入れて④を中火で色が変わる�
まで焼く。
⑦水を加えて蓋をし、弱火で8分程度蒸し焼きにする。
⑧�⑤のソースを加えて煮立たせ、とろみがつくまで中火で
煮絡める。
⑨食べやすい大きさに切り、器に盛る。

最近では暖かい日が続き、まさに春本番となってまいり�
ましたね。店頭にも旬を迎えた春野菜が並んでいるのを見かける
かと思います。そこで今回は春キャベツについてご紹介します。
キャベツには色々な種類があり季節に合わせて栽培されて�

います。春キャベツは、秋に種をまき春に収穫する品種で、�
新キャベツとも呼ばれ巻きがゆるやかで葉が柔らかく、中の�
ほうまで薄い色が付いているのが特徴です。春キャベツには�
ビタミンC、ビタミンK、ビタミンU、カロテン、カリウム、�
食物繊維などの栄養素が豊富に含まれています。栄養成分の中でも�
特徴的なのは、ビタミンCとビタミンUです。ビタミンCには
皮膚や血管の老化を防ぎ免疫力を高める働きがあり、抗酸化�
ビタミンとしての作用があります。
また、ビタミンＵには胃酸の分泌を抑えて胃の粘膜を修復�

する働きがあります。ビタミンCやビタミンUは、水に溶けやすく
熱にも弱いので出来る限り生で食べることがオススメです。季節の
変わり目でもある時期、体調を整えるためにも旬の美味しい�
キャベツを積極的に食事に取り入れてみてはいかがでしょうか。

［材料　2人分］

栄養管理課　管理栄養士　久田和香

春の訪れ♪

肉巻き春キャベツの
ポークチャップ

患者さんからの声Voice
入院患者さんより【ご意見】

同室者の都合等お構いなしに勝手に窓を
開けたり、携帯電話を使用したりする患者が
いた。注意して欲しい。

病院からの回答

室温調整は、「看護師が行いますので、看護師にお声掛け下さい」と掲示を
出しており、入院オリエンテーションでも携帯電話の使用遠慮の件と 
併せて、同様の旨説明しております。声掛けを適宜行うと共に、オリエン
テーションの際の説明をより徹底して参ります。

豚ロース薄切り肉…200g
キャベツ……………４枚
塩こしょう…………少々
薄力粉………………大さじ１
サラダ油……………大さじ２

【ポークチャップソース】　　
★酒……………大さじ１
★醤油…………大さじ１
★ケチャップ…大さじ３
★おろしにんにく…小さじ1/2


