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岩沼市の植栽活動に参加しました。詳しくは4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

心臓リハビリテーション
～動いて心臓をよくしよう～ 総合南東北病院

循環器センター長　大友達志

生活指導
規則正しい生活が重要です。寝不足もよくあり 

ません。心臓病の増悪は、生活習慣が関係し、手洗い、
口腔ケアなど基本的な自己管理が重要になります。

運動療法
心臓病の人はどのくらい動けるのか。答えは、 

心臓病の種類、心臓機能の状態により異なります。
心臓リハビリテーションでは、各々に合わせ運動量を
決め（運動処方といいます）、適度の負荷のもと 
運動をしてもらいます。ポイントは、無理なく楽しく
行える、です。運動の基本は有酸素運動で、ウォー
キングは安全かつ効率的で簡単に行える方法です。
息の切れない範囲で1日20分～30分、週に2～3回
行うのが良いとされています。

食事指導
塩分管理が大切です。1日の塩分摂取量は6g以内

とされ、だれでも最初は難しいと感じます。しかし
摂取の制限に取り組むと意外と簡単に目標を達成 
できてしまう事が少なくありません。家族などの 
協力のもと行うのが成功の秘訣です。脂質の取り方
などの指導も行われます。いかがでしょうか。

心血管カテーテル治療、ペースメーカー治療など、
多岐に渡る心臓治療ですが、心臓疾患治療の基本は
生活習慣の改善です。実際、心臓病になると、生活
習慣は変えなくてよいのか、激しく動けるのか、 
食生活は、等の疑問がわいてきます。心臓リハビリ
テーションとは、これらの疑問にこたえ、患者さんと
ともに行動するプログラムです。

運動耐容能を高める
心臓病の患者さんには適度の運動（負荷）が必要

です。重症の人ほど、症状が心配で動けない、動くと
悪化するのではないか、などの理由で活動を制限 
しがちです。その結果“運動耐容能”が低下します。
運動耐容能とはその人が活動できる能力です（簡単に
言うと…体力）。運動耐容能は、心機能のほかに、
呼吸機能、自律神経機能、骨格筋機能（筋肉）が関係
します。心臓病の患者さんは、心機能とともに 
これらの機能も低下し（特に骨格筋機能）、これが
更なる活動性の低下を招くという負の連鎖に陥って
います。心臓自体を治療しても、これらの機能不全を
残しては意味がありません。

心臓リハビリテーションとは、この負の連鎖を 
断ち切るため無理のない範囲で運動を行い、機能 
不全を改善し（生活習慣の見直しも行いながら）、
徐々に活動性を上げていく取り組みです。状況に
よっては心臓病になる前の活動性を取り戻すことが
可能になります。

現在多くの施設で心臓リハビリテーションへの 
取り組みがなされるようになってきております。 
皆様も積極的に運動療法を取り入れてみるのは 
いかがでしょうか。
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リハビリ
ワンポイント

前月号でも転倒の危険性や原因についてのお話がありましたが、今回は生活編です。
復習になりますが、転倒は1つの原因で起こるのではなく、多数の原因が重なり起こるものです。
段差や濡れたところで転んでしまうなどの住んでいる環境のことを差す「外的要因」、腕や足の筋力低下や

バランス能力の低下など身体機能低下が影響して起こる「内的要因」の大きく分けて2つの要因があります。

自宅での転倒の多くを占めているのは、「リビング」での転倒です。転倒の原因を解消するためにも、 
自宅内の環境整備は非常に大切です。

リビングで簡単にできる環境整備の例を下記に挙げていますので、参考にしてみてください。

少しずつ出来るところから、自宅内の整備を進めていきましょう！

高齢者のための転倒予防  ～生活編～

リハビリテーション科　作業療法士　川越　大

転倒の原因って何だろう？

生活の中で出来る転倒予防

●床の上にはなるべく物を置かない
●カーペットの毛先が長いマットではなく毛先の短いマットを使う
●カーペットがずれて捲り上がらないように、カーペットの下に滑り止めマットを敷く
●普段よく通る道の上に電源コードがかからないように置く
●�敷居と床（畳）や階段（段鼻）の境目を明確にする。色テープなどを貼り、変化をもたせる。

外的要因 内的要因

➡➡ 転倒
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脱水症を防ぐには薬局
  だより 薬局　薬剤師　佐藤賢志

これから夏本番になり蒸し暑い日が続き、脱水症を起こしてしまうことを心配する方もいらっしゃるかと
思います。今回は脱水症の予防についてお話しします。

脱水とは ｢体内の水分が減少している状態｣ です。体内の水分が失われる原因としては発汗・排尿・嘔吐・
下痢・利尿剤の服用などが挙げられます。脱水が進むと喉の渇きを感じるようになりますが、高齢の方では 
喉の渇きを感じるのが遅くなる傾向があるため脱水を招きやすく、注意が必要です。喉の渇き以外にも 
発汗量の減少や尿量の減少などが見られます。また脱水がひどくなるとめまいや錯乱、昏睡を引き起こす 
こともあります。

脱水により電解質（塩分が水に溶けたもの）が失われることで脚がつったりしびれが起こったりすることも
あります。

脱水とは？

脱水症を放っておくと熱中症・熱射病につながり、死亡するケースもあります。
そうならないためにも日頃からこまめに水分補給を行うクセを付けておくのが 
良いのではないかと思います。また体調がすぐれないときには無理をせずしっかり
休息をとりましょう。

最後に

予防には適度な水分補給が大切です。水分補給のタイミングとしては喉の渇きを感じる前が良いとされて
いますが、高齢の方など喉の渇きが感じにくい場合は時間を決めて水分を取るようにしましょう。また水分 
補給を行う際、一度に多量の水分を摂るのではなく、こまめに水分を摂るようにしましょう。

脱水では塩分なども失われてしまいます。水だけでは電解質（塩分が水に溶けたもの）の補給ができない
ため、塩分も含んだ飲み物で水分補給を行いましょう。塩分を含んだ飲み物にはスポーツドリンク・経口 
補水液・塩を入れた水などがあります。

他に原因として温度や湿度なども挙げられますので、室内では我慢せずにクーラーや扇風機を使用する・
体から熱を放出させるためベルトやネクタイを緩め、風通しをよくするなどの対策を行いましょう。

脱水症の予防

【参考】サワイ健康推進課ホームページ
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認定看護師
コラム Column

新型コロナウイルスからの
熱中症とサルコペニア

救急看護認定看護師　西谷佳功

今年は新型コロナウイルス（COVID-19）が世界的に流行し、世界中で緊急事態宣言が発令されました。
日本でも2020年4月7日に緊急事態宣言が発令され、自宅待機せざるを得ない状況となりました。感染症の
恐怖を身近に感じながらも、少しでも早く日常が戻ってくることを心から願うばかりです。

私がこの記事を書いているのは、緊急事態宣言中である4月末です。そのため、今回の記事が掲載される
7月には緊急事態宣言が解除されていることを期待しています。

緊急事態宣言により、自宅待機となったことでの心配事をお話しようと思います。
1つ目が、熱中症です。人間の体は、環境に適応しようとする力があります。春夏秋冬と季節の変化に 

適応するために少しずつ調整されていきます。しかし、今年は新型コロナウイルスのために自宅にいる時間が
長くなり、季節を感じにくい環境にあったと思います。そのため、夏場を迎え突然暑くなると熱中症になり
やすい状況にあるのではないかと予想されます。今年はより一層熱中症予防に注意していく必要がある 
でしょう。

2つ目は、筋力の低下です。自宅待機にともない、活動量が減少した結果、筋力が低下していることが 
予想されます。筋力の低下のスピードは思ったより速く、臥床安静で1日あたり1～3％、3～5週間で 
約50%という報告があるそうです。しかし、筋力の低下に比べ、筋力の回復には時間がかかります。筋力
低下に伴う活動量の減少・また制限がかかることで、さらなる筋力低下を引き起こすという悪循環になる 
恐れがあります。高齢の方の筋力低下は、日常生活に支障をきたし、さまざまな健康障害が生じる可能性が
あります。そのため、自分に合った方法で活動を継続する必要があります。

健康であるためには予防や早期対処が必要だと改めて感じております。大変な状況下ではありますが、 
健康であるために手洗いやうがいなどのすぐに実行できる予防から始めてみてください。

当院へフェイスシールドを寄贈して頂きました

令和2年5月15日、株式会社仙台ニコン様よりフェイスシールドを寄贈して頂きました。フェイス 
シールドは同社の社員の方々が、工場で使用している資材を用いて作製されたものです。

株式会社仙台ニコン様は地域貢献の一環として、国内での
新型コロナウイルス感染拡大に伴い医療資材が不足している
市内の医療機関へ寄付活動を行っておられ、この度当院へ 
寄贈頂きました。

フェイスシールドは感染対策の一環として活用させて頂き
ます。同社の取り組みに敬意を表し、厚く御礼申し上げます。

写真左から：株式会社仙台ニコン　総務部　小宮山 亜矢様、
総務部　総務課マネジャー　中島 明様

当院　松島忠夫院長、菊地 修事務長



4 みな・みな・ねっと7月号

岩沼市の植栽活動に参加しました

岩沼市の植栽活動が令和2年6月20日（土）午前9時から行われました。当法人の環境美化委員会の活動
及び地域貢献の一環として、5名の職員が参加し、地域住民の皆さんと一緒に里の杜地区道路沿いの花壇に
マリーゴールドを植えました。新型コロナウイルス感染症の影響によりマスクを着用しての作業となった 
ため、事前に飲み物が配られ熱中症にも気を付けながら植栽活動が行われました。

赤、オレンジ、黄色などのたくさんの花苗を一つ一つ丁寧に植えていき、1時間ほどで作業は完了し道路
沿いの花壇が華やかに彩られました。

岩沼市では公共の場の花壇やプランターに植栽する活動を行い、毎年春と秋の年2回、花の植替えをして
います。花壇は、地域の皆さんの協力で管理されています。病院にお越しの際は、色とりどりのお花もぜひ
ご覧ください。

西村真実 院長代行・脳神経外科部長兼脳卒中センター長が
The Best Doctors in Japan 2020-2021 に選出されました

この度、西村真実 院長代行・脳神経外科部長兼脳卒中センター長がThe Best Doctors in Japan 2020-
2021に選出されました。Best Doctors in Japan（ベストドクター）の選出は、医師同士の相互評価で決定
されます。「自分自身または家族の治療を自分以外の誰に委ねるか」という観点から、ベストドクターズ社
による調査が行われ、一定以上の評価を得た医師がベストドクターに認定されるというものです。

今回の認定に対して、西村先生からコメントを頂きましたのでご紹介します。
「この度ベストドクターに選ばれ、大変光栄です。一人でも多くの患者さんの力になれるよう努力して 

参ります。」

Best Doctors、star-in-cross ロゴ、ベストドクターズ、Best Doctors in Japan は米国および / またはその他の国における
Best Doctors, Inc. の商標です。ベストドクターズ公式サイト：https://bestdoctors.com/japan/
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レシピ紹介
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編集
後記

　いよいよ7月に入り、本格的に夏が始まろうとしています。認定看護師コラムでもお話が
あったように、今年は特に熱中症になりやすいと予想されています。感染症対策にも気が�
抜けないところですが、暑さに負けず健康に夏を過ごせるよう、早めの対策を心掛けて�
いきましょう。

※（　）内は令和元年5月の件数
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社会医療法人 将道会

総合南東北病院

レシピ紹介

［材料　4人分］

作り方
①豆腐の水を切り、4等分に切る。
②�フライパンに油を敷き、豆腐を両面焼き、皿に�
盛る。
③同じフライパンで豚肉を炒め、ポン酢を加える。
④�煮汁にとろみが出るまで煮詰めたら、肉を豆腐の
上に盛りつける。お好みで大葉やネギを飾る。

夏になると冷奴として食べることが多くなる豆腐
ですが、肉料理とも合います。夏バテ防止のためにも、
ひと手間加えることで栄養価がアップします。�
ポン酢で味付けをするとさっぱりとした味に仕上がり
ます。また、絹豆腐でも木綿豆腐でも作ることが�
できます。絹豆腐は滑らかな食感があり、木綿豆腐は
しっかりとした食感と濃厚な味わいがあります。木綿
豆腐の方が煮崩れしづらいため作りやすくなります。
豚肉には牛肉よりもビタミンB1が多く含まれて
います。ビタミンB1は疲労回復に効果があると�
言われており、夏バテ予防にも期待できます。

豆腐………1丁
豚肉………150g
ポン酢……大さじ4
サラダ油…適量

栄養管理課　管理栄養士　戸田友里

夏バテ予防に！

肉のせ豆腐

栄養価（1人分）エネルギー：115kcal、塩分：0.4ｇ

介
紹
師
医 令和2年5月7日付で、当院に着任した医師を紹介します。

豊島 歩美 （としま あゆみ）
①診療科……麻酔科
②専門分野…同上（手術室）
③ひとこと…“手術”と聞くと恐いイメージを持たれる方が多いと

思います。全身麻酔が必要な手術では、さらに不安が増す方も
いらっしゃるかもしれません。患者さんが安心して安全に手術に
臨めるよう、お手伝いさせていただきます。


