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東北の復興10年から世界の復興10年へ
総合南東北病院

脳神経外科科長　風間　健

2011年3月11日の東日本大震災から10年が 
過ぎました。皆様方はこの10年、復興を目指し、 
頑張られてこられたかと思います。一番大変だった
のは、東北の皆様方ですが、被災地ではない地域 
でも、被災地優先のために物流が滞ってスーパーの
物が少なくなったり、ガソリン給油制限が起きたり
しました。計画停電といって、病院以外の場所が、
一定地域毎に交代で停電になった地域もありました。
それでも、被災地に義援金や物品を届けようとする
方が多かったように思います。日本中で団結しようと
していたと思います。

実は私は、2011年4月7日の最大の余震に遭遇
しています。医療救護班として避難所での診療に 
回るために、長野県から高速バス車中泊含め3泊 
4日で宮城県石巻市に来ていて、石巻の内陸の 
公民館に、各地からあつまった医療従事者達と一緒に
雑魚寝をしている時に被災しました。人的被害は 
無かったのですが、薬剤等荷物運搬用のスーツ 
ケースの取っ手が転倒により破損しました。信号が
消えて道に迷ったり、状況が分からないために医療
救護に出かけられずに待機していたり、ということも
ありましたが、被災者の皆様を少しでも応援したい、

との思いに燃えていたと記憶しています。
そういった経験や、東北復興に微力ながら加担 

したい、という思いもあり、私も6年前の2015年
から当院に勤務、微力ながら医療の面などで東北 
復興に加担してきたつもりです。

2021年2月13日午後11時8分、福島と宮城を
中心とした東日本大震災の余震と考えられる震度 
6弱の地震がありました。私も被災、かなり家も 
散らかりましたが、家で飼っている金魚の水槽が 
破損、金魚はすぐには救出できなかったため、駄目に
なったかなと思っていましたが、なんとか6匹中 
5匹、復活してくれました。次元は違いますが、 
大震災で被災した東北の皆様の、諦めない、負けない
気持ちを、少し学べた様な気がしています。

2020年初め頃から、人類は新型コロナウイルス
感染症と戦っています。コロナを終息させ、日本を、
世界を復興するには、まだ様々な思いはあるかとは
思いますが、東日本大震災に負けないで復興して 
こられた東北の皆様方を見習い、人類で団結する 
べきであると感じています。

今度は世界の復興です。皆様、励まし合いながら
団結して、コロナに打ち勝ちましょう！ 
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令和3年4月19日（月）より、職員への新型コロナウイルスワクチン接種が開始されました。当院の 
医療従事者を始めとした職員や委託業者等を対象とし、5月14日（金）には1回目の接種が終了しました。

接種は当院2階講堂にて、複数日に分けて実施されました。午後14時から時間帯を指定して行われ、 
講堂内に設けられた4つのブースで、フェイスシールドを着用した当院看護師らが接種にあたりました。

2回目の接種も順次行い、6月中には接種が完了する見込みです。今後も感染対策に努め、地域住民の 
皆様が安心して治療を受けられるよう尽力して参ります。

職員の新型コロナウイルスワクチン接種を
行っています

早めの熱中症対策について

外来看護主任　救急看護認定看護師　鎌田 貴幸

6月に入り、暑くなる季節が近づいてきました。毎年この季節に注意しなければならないことは、熱中症
予防です。熱中症を引き起こす条件には、「環境」「からだ」「行動」の3要素が関係しています。
「環境」は、高い気温と湿度、風が弱いなどの要因のことです。２つ目の「からだ」については、平常時は

体温が上がっても汗や皮膚温度が上昇することで体温が外へ逃げる仕組みになっており、体温調節が自然と
行われています。しかし、激しい労働や運動によって体内に著しい熱が発生したり、暑い環境に身体が十分に
対応できないことなどが要因となり、熱中症を引き起こすことがあります。最後の「行動」は、長時間の 
屋外作業や十分に水分補給できない状況などの要因を指しています。

この「環境」「からだ」「行動」の3要素における要因を予防することが熱中症 
対策の基本です。暑くなる前に、無理をせず徐々に身体を暑さに慣らして 
いきましょう。屋外だけでなく、屋内でも適切な温度・湿度を保ちましょう。 
また、常日頃の体調管理が大切です。適度な運動・睡眠・食事を心がけ、早めに
熱中症予防に努めましょう。

春 夏 秋 冬
健康トピックス

【参考】環境省熱中症予防情報サイト（https://www.wbgt.env.go.jp/doc_prevention.php）
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薬剤科
  だより

1．高温・多湿・直射日光を避ける
　　光や温度、湿度などによって効能が落ちる場合が多くあります。
2．指示がある場合は冷蔵庫に保管
　　シロップ剤や目薬、坐

ざ

薬
やく

、未開封のインスリンなど。凍らせないように注意しましょう。
3．薬以外のものと区別して保管する
　　食品、殺虫剤、防虫剤などと一緒にしまっておくと、誤飲の危険があります。
4．薬の容器を入れ替えない
　　中味や使い方がわからなくなり誤用のおそれがあります。容器はそのままにして保管しましょう。
5．古いお薬は捨てる
　 　薬には使用期限があり、それを過ぎたら捨てるのが基本です。使用期限内でも、いつもと違う見た目や 

味だと思ったら使用を控えてください。
6．子どもの手の届くところにお薬は置かない

保管方法の基本

医療用医薬品（病院や調剤薬局でもらったお薬）：
症状に合わせて治療に必要な分だけ渡されるものですので、処方された日数が使用期限

です。原則正しく服用して飲み切るものですが、事情により余った場合は薬剤師に相談 
してください。
一般用医薬品（OTC医薬品）：

箱やラベルなどに使用期限が書いてあります。ただし未開封の場合の期限ですので、 
開封後は早めに使うようにしてください。

【参考】お薬の保管　6つのキホン（日本調剤ホームページ）

薬の期限について

薬の保管方法と期限について

薬剤科　薬剤師　妻神 菜奈子

　皆さん、家に持ち帰った薬は普段どのように保管されていますか？誤った保管方法によるトラブルを 
避けるためにも、いま一度確認してみましょう。
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今回は糖尿病について基本的な知識を紹介していきます。

○糖尿病とは

膵臓からインスリンが分泌されなくなる（インスリン分泌障害）、もしくはインスリンが
分泌されるが効きにくくなる（インスリン抵抗性亢進）などの作用不足によって、血糖値が
慢性的に高値となる疾患のことをいいます。日本における糖尿病患者は、予備軍を含めると
1000万人を超えるといわれています。

○糖尿病の種類

Ⅰ型糖尿病
主に小児～青年期に多く発症します。インスリンの分泌が急速・不可逆的に低下し高血糖となる病気です。

Ⅰ型糖尿病は日本では少なく、全糖尿病の約5％以下です。治療としては、インスリン注射がメインとなって
います。
Ⅱ型糖尿病

主に中高年に多く、インスリンの分泌が少なくなったり、働きが悪くなるために生じ
ます。遺伝要素に加え、過食・運動不足・ストレスなどの環境因子（生活習慣の不良）が
大きく影響し発症に繋がります。Ⅱ型糖尿病は日本の糖尿病患者の約95％以上を 
占めます。

○症状

主な症状は、尿の量が多くなる・口が乾きやすくなる・水分を多量にとる・体重が急激に減る、などが 
挙げられます。

○治療

糖尿病の治療は、①運動療法 ②食事療法 ③薬物療法の3つを基本に行います。今回は、
この中の運動療法について説明します。

運動療法の目的は肥満の解消と思われがちですが、痩せること以上に食後の運動に 
よって即効的に食後高血糖を抑える効果や、運動の継続によってインスリンの感受性を
高めることが重要な目的になります。運動は食後1 ～ 2時間の時間を空け、少なくとも
週3回以上が目安です。運動の内容としては、筋疲労が起こりにくい有酸素運動や、 
筋力向上させるレジスタンス運動（筋肉に軽い負荷をかける運動）が効果的であると 
いわれています。

次回は、運動療法の具体的な内容について詳しく説明していきます。　

糖尿病と運動療法について

リハビリテーション科　理学療法士　四野見 愛海リハビリ
ワンポイント

【参考】病気がみえるvol.3糖尿病・代謝・内分泌　第4版（岡庭豊）株式会社メディックメディア　2017年
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【参考】脳卒中看護実践マニュアル（田村綾子　他）

この症状が出たときは脳卒中の疑い
～ACT-FASTについて～

東１病棟看護副主任　脳卒中リハビリテーション看護認定看護師　澤邉 晃永

脳卒中とは「突然中
あた

る」という意味で、脳梗塞、脳出血、くも膜下出血などの脳血管障害の総称です。 
脳卒中の危険因子は動脈硬化、高血圧症、脂質異常症、糖尿病、肥満、不整脈があります。危険因子に 
つながる生活習慣には喫煙、過度の飲酒、ストレスの蓄積があげられます。さらに加齢や遺伝的要素も関係
します。

脳卒中になってしまった場合、脳梗塞であれば抗血小板薬や抗凝固薬といった、 
いわゆる血液をサラサラにするお薬を生涯にわたり服用することが必要になります。 
一度でも脳卒中になると、障害を受けた部位によりそれまでの生活が一変してしまう 
こともあるので、脳卒中にならないような生活習慣を送ることが望ましいと言えます。

今回はもし脳卒中が疑われる場合はどんな症状が見られるのか、そしてどう対処すればいいのかをわかり
やすく説明したACT-FASTという資料をご紹介します。

ACTとは行動を意味します。FはFace（顔）で顔面麻痺をさします。AはArm（腕）のことで、つまりは
麻痺の症状です。SはSpeechで言葉が出ない症状をさしています。これら3つの症状の内、1つでも出現
していれば脳卒中の可能性が高いです。そのときは最後のTime（時間）の、発症した時間が分かれば記録
しつつ、救急車を速やかに要請しましょう。発症した時刻を明確にしたい理由は、原因が脳梗塞であれば、
時間的制約のある血栓溶解療法や血栓回収療法を選択できる機会があるためです。ですから症状が出現した
場合は様子見をすることなく、また安全に医療機関まで到達できるよう救急車を要請してください。

南東北
看護師コラム

Column

ACT-FAST
3つの症状が1つでも出たら脳卒中のサインです。時間を記録して救急車を呼びましょう。

Face（顔の麻痺）

顔の半分がさがっている

Speech（言葉の障害）

呂律が回らない・話せない

Arm（腕の麻痺）

腕に力が入らない

Time（発症時刻）

発症した時刻を記録する
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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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レシピ紹介

介護老人保健施設サニーホーム
　管理栄養士　吉田 あずさ

香りを楽しむ♪

ごぼうのしぐれ煮

※（　）内は令和2年4月の件数

4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

一般的なごぼうの旬は秋口にかけてですが、春に収穫
される新ごぼうは、香りが高くやわらかいのが特徴です。
ごぼうを食べるのは世界でも日本だけと言われて 
きましたが、近年では台湾などのアジアでも食べられる
ようになり、ヨーロッパでの関心も高まっているそうです。

ごぼうと言えば食物繊維が思い浮かぶかと思います。
便秘の解消など腸内環境を整える効果が期待できます。
また、アクの成分はポリフェノール類で、抗酸化作用が
あると言われています。

ごぼうの香りやうま味は皮に含まれているため、皮は
こそげ落とすか薄くむく程度の方が良いようです。 
ごぼうの香りはにおいを消す効果があるため、肉や魚との
相性も良いです。

栄養価（1人分）
エネルギー：125kcal　塩分：0.9g

作り方
①  ごぼうは皮をむき薄く斜めに切り、水（分量外）に 

さらす。生姜は千切りにする。
② 鍋に★の調味料と水、生姜を入れ、沸騰させる。
③  ②の鍋に牛肉とごぼうを入れる。アクを取りながら 

中火で、煮汁がなくなるくらいを目安に煮詰める。

［材料　4人分］
・ごぼう………………1/2本
・牛肉（切り落とし）…100g
・生姜…………………適量

★醤油……小さじ4
★みりん…小さじ4
★酒………小さじ3
・水………1/2カップ

※インターネットからもラジオを楽しむことが出来ます。
エフエムいわぬまホームページのトップページにある「インターネット サイマルラジオ」バナーをクリックして、「エフエム
いわぬま」を選んで頂くと放送が流れます。また、当院ホームページからも放送内容を確認出来ます。

　当院医師、スタッフが健康法や病気の予防法、治療法に
ついて詳しくわかりやすく解説する番組です。当院の診療
科目や活動内容もご紹介します。院是でもある「すべては
患者さんの為に」に沿って、地域の皆さんのお役に立てる
健康情報を発信していきます。

ラジオ番組
「南東北病院
健康と医療のひろば」

番組名 南東北病院 健康と医療のひろば
放送局 エフエムいわぬま　FM77.9MHz

放送日時 月～金曜日　12:15～12:25

健康に関するテーマの他、コロナウイルスに
関する情報も発信しています。

感染予防対策に
ついて

コロナウイルスの
現状


