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新入職員辞令交付式が行われました。詳しくは3ページをご覧ください。

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

心不全パンデミック（後編）
総合南東北病院

循環器内科科長　密岡幹夫

ステージAやBの段階において、ご自身でできる
ことは減塩・肥満解消・適度な運動・禁煙・節酒�
などです。運動は、ウォーキングなどの有酸素運動を
1日30分以上、週3日以上行うことが目安です。
減塩ですが、WHOでは減塩目標を1日5gとして
います。日本人は平均でこの倍の塩分を摂取して�
いると言われています。カップラーメン1個には�
おおよそ5gの塩分が含まれていますので、達成は
かなり大変ですが、予防のためには目標に向けて
日々努力する必要があります。
心不全の症状が出てきたらステージCやDです。
心不全の経過を改善するためには症状を早期に察知
して、心不全の治療を開始することが大切です。�
心不全の主な症状は息切れとむくみです。息切れは
当初は坂道を歩いたり階段を上がったりした時に�
感じる程度ですが、進行すると安静時にも感じる�
ようになります。心不全のむくみは急激な体重増加を

伴って起こることが多いとされています。体位の�
影響でむくみが起こったり、心不全以外の病気�
（肺疾患など）で息切れが起こったりすることも�
あります。気になる時は外来を受診して心臓の検査を
受けることをお勧めします。検査により心不全が�
原因となっているか否かが判定できます。
ステージCやDに至った心不全の治療は薬が�
中心となります。原因となる疾患によっては冠動脈
形成術、冠動脈バイパス術、人工弁置換術、不整脈
アブレーション術、ペースメーカー植え込み術等の
侵襲的な治療が必要となることもあります。ステージ
CやDに至ってしまうとその後の経過は決して�
良くないのですが、治療法も日々進歩しています。
進行した心不全に対しては他病院での先進的な�
治療も含めて治療法を検討していきます。
心不全は日本でも人口の高齢化に伴いますます�
増加してきています。まさに心不全パンデミックの
状態です。心不全への対処として最も大切なことは
予防です。自分は若いから、あるいは家族に心不全の
人がいないから関係ないと思わないで今日から生活
一般を見直すことを始めて、心不全パンデミックに
備えてください。

心不全の4つのステージ（前号より抜粋）
ステージA：�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
ステージB：心臓の働きに異常が現れてきた段階
ステージC,D：心不全の症状が出てきた段階
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リハビリ
ワンポイント

加齢や骨粗鬆症などにより骨が弱くなると、わずかな外力でも骨折することがあります。骨折は寝たきりや
閉じこもりの原因にもなりやすいです。今回は、高齢者に多い４つの骨折について説明します。

高齢者に多く見られる骨折は?

リハビリテーション科　理学療法士　奧村和美

【参考】標準整形外科学　第８版（石井清一、平澤泰介）医学書院
　　　�ここがポイント整形外科疾患の理学療法（冨士武史）金原出版株式会社

①脊椎圧迫骨折
背骨の骨折で、尻もちをつくように転倒�

した時に起こりやすいです。骨粗鬆症が重度の
場合、物を持ち上げるなどの生活動作の中�
でも骨折することがあります。

③上腕骨頸部骨折
腕の付け根の骨折です。転倒し肩を直接
打った時や手をついて転倒した際に生じます。

②大腿骨頸部骨折
転倒して直接足の付け根を強打したり、�
膝をついて太ももを捻った際に受傷し原因と
なることが多いです。寝たきりになる場合も
ある骨折です。

　④橈骨遠位端骨折
手首の骨折です。転倒した際に、手のひらを
床面についてしまうことで起こりやすい骨折
です。

高齢者の
４大骨折
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目薬の正しい使い方薬局
  だより 薬局　薬剤師　佐藤賢志

目が疲れているときや乾燥を感じた時、花粉症の時期などには目薬を使用する方が多いと思います。今回は
目薬の正しい使い方についてお話ししたいと思います。

1．点眼する前に石鹸と流水でしっかり手を洗います。
2．�下まぶたを軽く引き、1滴を点眼します。うまく点眼できない場合は、反対の手でゲンコツを作り、�
下まぶたを引きそのゲンコツを台にして点眼する方法もあります。

3．点眼後はまばたきをせず1～5分程度まぶたを閉じるか、目頭を軽く抑えます。
4．目からあふれた点眼液は清潔なティッシュ又はガーゼでふき取りましょう。
5．�使用後はキャップをしっかりと閉め、投薬袋などに入れて直射日光が当たらない涼しいところで保管�
しましょう。

正しい点眼方法

目薬を使っている人で正しく使えている方は半分以下といわれています。
薬の効果を高めるためにも正しく使いましょう。

最後に

・点眼するときに容器の先が目やまつ毛、まぶたに触れないようにする。
　→容器に残っている点眼液が汚染されてしまうため。
・目の周りについた点眼液を目に流し込まない。
　→目の周りの汚れや細菌が目に入り込んでしまいます。
・点眼後にまばたきをしない。
　→�まばたきによって点眼液が鼻やのどに流れてしまいます。点眼液が目の表面全体にいきわたるわけでは

ありません。
・指示された滴数を超えて何滴も点眼する。
　→何滴点眼しても効果は変わりません。用法用量を守りましょう。
・2種類以上の目薬を点眼するときは5分以上間隔をあけましょう。
　→先に点眼した薬が、後に点眼した薬によって流されてしまいます。
・使用期限を守る。
　→開封後の使用は1ヶ月を目安とし、残ったものは処分しましょう。

注意すること

【参考】参天製薬ホームページ
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認定看護師
コラム Column

スロートレーニングについて

脳卒中リハビリテーション看護認定看護師　澤邉晃永

コラムを書かせていただいているのは3月なのですが、皆様の多くが新型コロナウイルスの感染拡大防止の
ため手指衛生の徹底や不要不急の外出を避ける、臨時休校になったお子さんの世話や仕事のスケジュール�
調整など大変な努力をしているところと思います。私個人としても、医療従事者として冷静に賢明な対応を
継続したいと思います。
今回は、このような状況下で運動の機会が少なくなっている方がいるのではないかと考え、スロー�
トレーニングについての話です。スロートレーニングとは文字通り動作をゆっくり行うトレーニングのこと
です。スクワットであれば3～5秒かけて沈み、再度3～5秒かけて戻るようにします。動作中は力を入れ
続け、関節を伸ばし切らないノンロックという動作と組み合わせるようにします。
この方法であれば、高重量のバーベルやダンベルを扱うトレーニングでなくても、筋力増強と筋肥大の�
両方に効果が望めると言われ、特に怪我のリスクが高い中高齢者も怪我のリスクが少なく行えるという�
メリットがあります。実際に行ってみるとわかりますが、スロートレーニングの場合は高重量の重りを�
使わなくてもすぐにヘトヘトになり驚くと思います。一般的な筋力トレーニングに慣れてしまった方や、�
運動の機会から遠ざかっている方も参考にしてみてください。

スロートレーニングのメリットまとめ
1．器具を使わない自重トレーニングでも大きな効果が期待できる。
2．関節、腱への負担が少なく整形外科的な障害のリスクが小さい。
3．腕立て伏せやスクワットなど一般的な種目で取り入れられる。

【参考】石井直方の筋肉の科学（東京大学教授�石井直方）ベースボールマガジン社，2017年
　　　スロートレーニングとは（谷本道哉）厚生労働省　e－ヘルスネット　

令和2年度新入職員辞令交付式が4月1日（水）、当院2階講堂で行われました。今年度は新型コロナ�
ウイルス感染症の流行に伴い南東北グループ全体での合同入社式は中止し、各法人ごとに規模を縮小しての
開催となり、出席者は最小限の人数とし職員同士の間隔にも配慮して執り行われました。
辞令交付式では入職した職員に向けて、水野順一理事長特別補佐監兼執行本部長が「医療の現場では常に
緊張感を持ちつつも、患者さんには優しく接することが大切です。利用者の皆さんにより充実した人生を�
提供できる場所にしていきましょう。我々も一緒に頑張っていきたいと思います」と激励の言葉を述べました。
また、松島忠夫院長は「新入職員の皆さんには、謙虚さと学び続ける姿勢を持ち続けて頂きたいと思います。
すべては患者さんのために、という言葉を頭に置き、自分に何ができるか常に
考え続けてください。これから力を合わせて、よりよい病院にしていきましょう」
と鼓舞。人見浩施設長は「これから皆さんは多くの患者さん、利用者さんと�
関わっていくことと思います。思いやりと真心をもつことを忘れないように�
してください。皆さんの活躍を期待しています」と歓迎の挨拶を述べました。
最後に阿部常務理事より、新入職員代表者へ辞令が交付されました。
当グループ病院・施設全体では医師やコメディカルスタッフなど約540名が

採用となり、その内当法人は41名の職員を迎え、新たな体制で新年度をスタート
しました。

令和2年度新入職員辞令交付式が行われました



4 みな・みな・ねっと5月号

健診ナビ
健診センター　保健師　境ひとみ

「メタボ」って？ ―基準―

健診センターで腹囲測定をしていると「メタボだった？」と聞かれることが多くあります。「メタボ＝�
メタボリックシンドローム」が皆さんに定着してきた証拠でもありますが、メタボは腹囲測定だけではわかり
ません。
腹囲が男性85㎝、女性90㎝以上で、脂質・血圧・血糖の3項目のうち２つ以上が基準値から外れていると、
メタボリックシンドロームに当てはまります。ただし薬による治療を受けている場合は、薬による治療を�
受けている場合、薬によって正常値を保っていると考え基準値から外れているものとして数えます。

太っている＝メタボではなく、内臓脂肪が蓄積されて、その影響が体に出ている
状態をメタボといいます。自分がメタボなのかは検査結果も確認しなければなり�
ません。
定期的に受けている健康診断、受けっぱなしになっているのではないでしょうか。

きちんと結果をみて自身の生活を振り返ることが大切です。今年の健康診断を受けた
際には自分がメタボに該当するのか、その結果が生活とどう関係しているのか考えて
日々の生活に生かしていきましょう。

【参考】保健指導における学習教材集（確定版）

必須項目
ウエスト周囲径

（おへその高さの腹囲）
男性：85㎝以上
女性：90㎝以上

選択項目
（3項目のうち
2項目以上）

1
高トリグリセリド血症（中性脂肪）

かつ／または
低HDLコレステロール血症

150㎎／dl 以上

40㎎／dl 未満

2
収縮期（最大）血圧
かつ／または

拡張期（最小）血圧

130mmHg以上

85mmHg以上

3 空腹時高血糖 110㎎／dl 以上

患者さんからの声Voice
入院患者さんより【お礼の言葉】 病院からの回答

入院当初、体調が優れず、何度も心が折れそうになりました。
そんな時、病棟スタッフの皆様が親身になって対応して�
下さり、心が救われました。現在は体調も安定し、順調に
回復に向かっております。本当にありがとうございました。
皆様も身体をご自愛なさって下さい。

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、ご家族の方に満足頂ける医療が提供出来る様、
職員一丸となって取り組んで参ります。
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レシピ紹介

みな・みな・ねっと5月号

介
紹
師
医 令和2年4月1日付で、当院に着任した医師を紹介します。

①診療科
②専門分野
③ひとこと

二瓶　憲
（にへい　けん）
①消化器内科
②同上
③地域医療に貢献
すべく頑張ります。

豊嶋 昌弥
（とよしま　まさや）
①脳神経内科
②脳神経内科全般
③地域の難病医療に
特に努めて取り組んで
いきます。

猪股 洋平
（いのまた　ようへい）
①整形外科
②整形一般・外傷
③地域の医療を支え
られるよう精一杯努め
させていただきます。

蓬田 翔太
（よもぎだ　しょうた）
①整形外科
②膝
③人工膝関節置換術
を積極的にやらせて
頂きます。

※（　）内は平成31年3月の件数

3月の救急車搬入件数
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市役所

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：380kcal　塩分：0.9ｇ

レシピ紹介

作り方
①�たけのこ、人参、水で戻した干し椎茸を食べやすい�
大きさに切る。
②�①の具材と豚ひき肉と★を鍋に入れ、弱～中火で10分
くらい煮て、冷ます。
③お米を研ぐ。
④�③に酒、塩、②の煮汁を入れてから、2合の目盛りまで
水を入れる。
⑤�④をひと混ぜしてから、②の具材をお米の上に乗せて�
炊飯する。

　5日5日は端午の節句。江戸時代以降の慣習として、男の子の
成長を願う大切な行事となっています。東日本で端午の節句に�
食べる物といえば「柏餅」ですが、西日本では「粽（ちまき）」
を食べる文化があります。「柏餅」「粽」以外にも、端午の節句に
食べると縁起が良い食材として、蓮根（先が見通せる良い人生を
送れるように）、鰹（勝男に通じる）、筍（スクスク育つように）、
海老（腰が曲がるまで長生きできるように）などがあります。�
今回は縁起の良い食材の「筍」を使った、ちまき風中華たけのこ
ご飯をご紹介しました。もち米を加える場合は2合の内、1/4合を
もち米にするともちもちした食感に仕上がります。
　筍は、ゴボウや大根などの根菜と同じくらい食物繊維の多い�
野菜です。筍に含まれる食物繊維の多くは不溶性食物繊維で、�
便秘解消や発がん性物質などの腸内の有害物質を体外に出す�
働きをしてくれます。縁起も良く、健康にも良い筍を、旬の時期に
是非食べてみてはいかがでしょうか？

［材料　4人分］

栄養管理課　管理栄養士　渡辺莉帆

端午の節句に！

ちまき風
中華たけのこご飯

米……………2合
酒……………大さじ1
塩……………少々
たけのこ……100g
豚ひき肉……80g
人参…………小1/2本

干し椎茸……2枚
★干し椎茸の戻し汁…150ml位
★鶏がらスープの素…大さじ1
★しょうゆ……………大さじ1
★みりん………………大さじ1
★オイスターソース…小さじ1


