
す
べ
て
は
患
者
さ
ん
の
た
め
に

発行：社会医療法人 将道会 総合南東北病院　

みな
みな
ねっと

みな
みな
ねっと

2月号2021

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

『運動』足りてますか？
総合南東北病院

放射線科科長　鈴木　考

現代における主要な病気として『生活習慣病』が
挙げられます。生活習慣病とは『食事、運動、休養
（睡眠）、喫煙や飲酒などの生活習慣が、その発症や
進行に関係する病気全般』を指します。糖尿病、�
高血圧、脂質異常症、心臓病、脳卒中などが一般的に
知られており、喫煙などの生活習慣が深く関係する
肺癌などの癌も含まれます。生活習慣病がなぜ�
生じるようになったのか、また、どうすれば予防�
できるのか、人間の歴史を振り返って考えてみま
しょう。
人間の本来の姿は原始時代の狩猟採集の生活�
です。人々は1日数時間、移動しながら木の実を�
食べたり動物を獲ったりして暮らしていた、と�
考えられています。時にはマンモスやサーベル�
タイガーと闘うこともあり、その際にはアドレナリン
の分泌や心拍の上昇などが引き起こされたことで
しょう。人間は『長期間続いたこの様な狩猟採集の�
生活環境に適応した進化を遂げてきた。』と考え�
られます。ある時、メソポタミアやエジプトで小麦の
栽培が始まりました。人々は農業のために定住し、�
農作業に従事するようになります。徐々に仕事が�
細分化、専門化し、文明が発達していきます。やがて
ヨーロッパで産業革命と言われる社会変化が起こり、
それが世界に拡がりました。現代人はこのような�
過程を経て発達した科学・技術の恩恵を受け、日々の
食糧に困らず便利な生活を享受するようになり�
ました。一方で、長時間労働、睡眠不足、運動量の

減少、糖質等の過剰摂取など、本来（原始時代）の
姿と全く異なる生活を送るようにもなりました。
ところが、人間の身体（遺伝子）は短期間では�
変化（進化）することが出来ません。現代人の身体は
原始時代からほとんど変わっていないのです。�
進化学的な視点からは、『生活習慣病は身体が現代の
不自然な生活に適応しきれないために生じるように
なった。』と言えるでしょう。生活習慣病の予防に
ついても、原始時代の生活がとても参考になります。
食事の内容や休養の仕方を真似ることはもちろん�
重要ですが、最も効果的なのは『運動すること』だと
思います。猛獣と闘ったり走って逃げるような行動、
すなわち運動、が様々な生体反応を引き起こし、�
それらが脳を含め身体に良い影響を及ぼすようなの
です。近年、多くの研究により、運動が生活習慣病を
予防することが分かってきました。生活習慣とは�
一見関係ないように思われるうつ病などの精神疾患や
アルツハイマー型認知症など脳の病気に関しても、
運動が発症リスクを減少させるなどの作用のある�
ことが分かってきています。
以上に述べたことと忙しい現代生活を鑑みますと、

『運動、それもある程度心拍が上がる運動（1日30分
から1時間程度）を習慣づけることが、生活習慣病の
予防をはじめ、現代人がより良い生活を送るための
秘訣である。』と言えるのではないでしょうか。�
運動習慣のない方はウォーキングなど軽めのもの�
からでよいので、是非、運動を試してみて下さい。
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リハビリ
ワンポイント

　前回は、座ってできる腰痛体操について説明しました。今回は寝てできる腰痛体操についてご紹介します
ので、ぜひ参考にしてみてください。
※この運動で痛みが増す時は速やかに中止し、医師・リハビリスタッフなどにご相談ください。

腰痛体操で予防しようpart2
～寝てできる腰痛体操～

リハビリテーション科　作業療法士　堀　萌絵

【参考】理学療法ハンドブック　シリーズ③腰痛

○お尻上げ運動（腰回りの筋力強化）
・息を吐きながらお尻を5秒間持ち上げましょう。
・身体と足が平行になるところまでお尻を持ち上げ
　ましょう。
・足や太ももではなく、お尻に力を入れましょう。
・20回を目標に行いましょう。

○太ももの裏のストレッチ
（股関節が硬いと腰痛の要因となります）

・息を吐きながら、片足を抱えて膝を肩に近づける
ようにして、20秒間止めてください。次に、もう
片方の足を同じようにしてください。
・お腹の力を抜いて、お尻や腰が伸びるようにしま
しょう。

○背骨のストレッチ（背骨の硬さを改善します）
・大きく息を吸いながら背中を丸めましょう。
・息を吐きながら背中を反るようにしましょう。
・腰はあまり動かさずに胸の部分をしっかり動かし
ましょう。これを10回繰り返しましょう。
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薬局
  だより

保湿剤について

薬局　薬剤師　武田真由美

塗り薬は基剤・有効成分・添加物が組み合わさっています。
基剤（ベースの部分）の違い
・�軟膏…保湿力が高く皮膚を保護します。刺激が少なく、傷があるところやひび割れにも使用できます。
べたつきやすいのがデメリットです。
・�クリーム…軟膏よりもべたつきが少なく、伸ばしやすいため皮膚へ浸透しやすいです。軟膏に比べると
刺激があるため、水疱・びらん（皮膚や粘膜の表皮が欠損しただれている状態）などには適しません。
・�ローション…さらっとした塗り心地です。頭皮にも使いやすいです。アルコールが含まれており、刺激が
あるため傷があるところには適しません。
他には泡状やスプレータイプのものも登場しており、それらは広範囲に伸ばしやすいという利点があります。
有効成分の違い
・�ビタミン…例えばしもやけの治療に使う塗り薬にはビタミンE製剤が配合されています。血行をよくして
症状を改善します。角化した肌に使用する塗り薬では、ビタミンAが配合されている製剤もあります。
・尿素…角質をやわらかくします。
・ヘパリン類似物質…刺激が少なく、お顔にも使用できます。

【参考】マルホ株式会社ホームページ

保湿剤の種類

軟膏・クリームは人差し指の先端から1つ目の関節まで、
ローションは1円玉大で手のひら2枚分の面積に塗れます。
保湿剤を塗ったあと、ティッシュ 1枚が皮膚にくっついて
落ちないくらいが目安とも言われます。少なすぎても多すぎ
ても十分に効果を発揮しません。

使用量の目安

令和2年12月7日（月）、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社様より
車いす1台を寄贈して頂きました。
同社は社会貢献取組みの一環として「ゆにぞんスマイルクラブ」という�

募金制度を用意しておられ、この募金から全国の災害への備えに取り組む�
自治体への寄付、公共施設や福祉施設に車いすや福祉車両を寄贈するなど、
さまざまな社会貢献活動を実施されています。
寄贈頂いた車いすは、院内にて活用させていただきます。同社の取り組みに
敬意を表し、厚く御礼申し上げます。

当院へ車いすを寄贈して頂きました

写真左：あいおいニッセイ同和損害保険株式会社　仙台支店　支店長　佐々木祐子様
写真右：当院�松島忠夫院長
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南東北
看護師コラム

Column 手術を安全に
うけていただくために

手術室看護副主任　周術期管理チーム認定看護師　梅原妃香留

当院では主に脳神経外科・脊椎・外科・整形外科・形成外科の手術をしています。
手術をする時には麻酔が必要になりますが、麻酔方法には全身麻酔・脊椎麻酔・硬膜外麻酔・局所麻酔�

などがあります。私たち医療スタッフは、患者さんにどの手術・麻酔方法でも安全に手術をうけていただける
よう、事前に情報収集を行い入念な準備をしていきます。
事前の準備に関して、患者さんにもご協力いただく事が何点かあります。その中でも今回は化粧・�
マニキュア等について説明させていただきたいと思います。

【手術前に化粧・マニキュアは落とすこと】
●�手術の時は患者さんの顔色を観察して、異常の早期発見に努めます。ファンデーションや口紅を付けて�
いると異常時の変化に気づきにくくなります。

●�手術時に必要なモニタリングの器械やテープを顔に直接貼る場合もあります。その場合、ファンデー�
ションが妨げになり正確な数値を測定できなかったり、テープが付きづらく剥がれやすくなったりします。

●�顔に直接テープを貼る場合、皮膚が弱い方はテープを剥がす時に皮膚の一部が一緒に剥が
れることがあります。それを防ぐために被膜剤を使用し皮膚を保護します。ファンデー�
ション・化粧水・乳液・リップクリームなどをつけていると被膜剤の効果を発揮できません。
そのため当院では、色の付いていない化粧水・乳液等も手術前には落としていただいて�
おります。

●�電気メスを使用する手術の場合、アイシャドー・マスカラ・ラメには金属が含まれているため、やけどの
原因になります。

●�全身麻酔での手術の場合、患者さんの目元全体にテープを貼って目が乾燥するのを�
防ぎます。このテープを剥がす際に、つけまつ毛やまつ毛エクステが一緒に取れて�
しまうことがあります。手術自体に影響はありませんが、こういった可能性があるので
注意しておく必要があります。

●�手術中は患者さんの呼吸状態観察のため、血液中の酸素を測る器械を指先に付けます。
マニキュア・ペディキュア・ジェルネイル等を付けていると正確な数値が測定できません。

以上のことから手術をうける時には「化粧・マニキュア等はしない、または落とす」ようにお願いして�
います。
手術をうけるとなると不安な事、分からない事が沢山あると思います。不安なく、安全な手術をうける�
ために参考にしてみてください。
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《　人生100年時代とは　》
最近、「人生100年」という言葉を耳にするようになりました。
多くの方が100歳まで生きるという意味でしょうか。
そこで調べてみたところ「2007年生まれの方々で100歳まで生きる方の
割合が50％」という統計を見つけました。
終戦当時は「人生60年」と言われていたようですので当時から40年も
寿命が伸びることになりますね。

《　第2の人生　》
多くの男性は「教育」⇒「就職」⇒「老後」というサイクルが一般的だと思います。
現在の平均寿命（男性80.98歳）で行けば65歳で退職し老後期間は10数年、これが人生100年となれば
老後期間が20年ほど伸び30数年になるという理屈です。
こうなってきますと退職後に30数年間というたくさんの時間がある訳ですから、「老後」というより�

「第2の人生」と位置付けを変える必要があるのかもしれません。
あきらめていた夢に挑戦、人生の目標を１段階上げる、何と言ってもやり残したことが無いように…など
など。
思いは膨らみますが、それはあくまでも健康状態が保たれ体が自由に動くという前提でのお話。

《　日常の健康管理　》
では「どうすれば不自由な老後を送らずに済むのか」
生活習慣病にかからないよう気を配り、１年に１回健康診断でその成果を
チェックする。
健康診断でカバーしきれない（予防が難しい）ものは「がん」と「認知症」
ですのでPET検査や認知症リスク検査などを受けてみるのもいいですね。

《　ご提案　》
健康管理と言えば「適度な運動」や「バランスの取れた食事」などに意識が
向いてしまいますが、その前に２つのご提案。
①睡眠時間を（最低）7時間確保：良い睡眠から得られる効果は絶大です
②１日に10回笑う：笑うふりでもいいそうです
箸を横にくわえて3秒間、これだけで笑ったことになるそうですので、是非
試してみてください。

からだが動く今のうちから助走を始め今後に備えておくことは、第2の人生を有意義に過ごすための�
重要な戦略といえます。
多くの方が悔いの残らない人生を送れることをお祈りいたします。

健診事業部　PETマネージャー　佐伯　悟

人生100年時代に向けた日常の健康管理
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レシピ紹介
レシピ紹介

※（　）内は令和元年12月の件数

12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

作り方
①★の材料を全て鍋に入れ煮立たせ、粗熱をとる。
②玉ねぎは薄切り、人参・ピーマンは千切りにする。
③タラは一口大程度に切る。
④�フライパンにサラダ油をひき、②を入れ軽く炒め
それを①に入れる。
⑤タラは塩こしょうをし、小麦粉をまぶす。
⑥�フライパンにサラダ油をひき、⑤を入れ両面を
しっかりと焼く。
⑦�⑥を①の漬け汁に入れて、10分程度味をしみ�
込ませる。

［材料　2人分］
・タラ………200g
・玉ねぎ……1/2個
・人参………1/3本
・ピーマン…2個
★水…………60ml
★酢…………50ml
★醤油………小さじ2

栄養管理課　管理栄養士　黒澤和香

編集
後記

　今号では日常の健康管理についてのお話がありました。「笑う」ことが健康によいと�
いうのは驚きでした。調べてみたところ、脳の働きが活発になったり、血の巡りが良く�
なったりと様々な効果があるようです。是非日常の健康法として取り入れてみてください。

患者さんからの声Voice
入院患者さんより【お礼の言葉】

病棟を移動することになりましたが、南5病棟の看護師さん、
助手さんがとても素晴らしい人達ばかりで、正直移りたく
ないくらいです。皆さん、本当にありがとうございました。

病院からの回答

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。

タラのさっぱり
南蛮漬け

寒さに負けない！

　タラは漢字で「鱈」と書くように、冬の代表的なお魚
です。淡白な味わいであるため相性のよい食材が多く、
和食にも洋食にもよく用いられています。塩味をつけて
ある塩だらは、年間を通してほぼ変動なく出回りますが、
生だらとしてよく出回るまだらの旬は11月から２月です。
タラを表す漢字に雪が入っているのは、初雪が降る寒い
時期に獲れるからだと言われています。タラは魚の中で
も脂肪が少なく、骨や筋肉・血液などの元になる�
たんぱく質が豊富に含まれています。また、血を作る�
働きを促して貧血を防ぐビタミンB12・葉酸や、代謝を
上げて免疫力を高めるビタミンB1・B2、カルシウムや
リンなどの吸収力を高め、骨を丈夫に保つビタミンD�
などが多く含まれています。まだまだ寒い日が続くこの頃、
体調を整えるためにも旬の美味しいタラを積極的に�
食事に取り入れてみてはいかがでしょうか。

栄養価（1人分）
エネルギー：160kcal　塩分：1.8g

★みりん………大さじ1/2
★酒……………大さじ1/2
★砂糖…………大さじ2
・塩こしょう…適量
・薄力粉………適量
・サラダ油……適量


