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 おんこちしん 

温故知新
総合南東北病院

循環器内科科長　密岡 幹夫
「敵に塩を送る」は長い目で見ても正しい戦略
上杉謙信が武田信玄に塩を送った「敵に塩を送る」という
故事があります。人が生きていくためには塩（塩分）が	
不可欠です。では、体の中の塩分が多過ぎるとどうなる	
のでしょうか？多すぎる塩分は腎臓が尿として体の外に	
出してくれ気づかないうちに調整されています。そのため、
すぐに体の調子が変わることはありません。しかし、多くの
塩分を慢性的に出し続けていると腎臓は疲れてしまい	
ます。血液中の塩分が増加し、それを薄めるために血管内に
引き込まれる水分が増え、結果として血管内の圧が上がり
血圧が高くなってしまいます。

減塩は三文の徳
血圧はよほど高くならない限り自覚症状が出てきま	

せん。そのため塩分を控えようとなかなか思えないのです。
でも、塩分を控えたら長生きできると言われたらどう	
でしょう。2016年に発表された研究によると、食塩の	
摂取量を1日当たり1.4g減らしただけで、収縮期血圧は
2.7mmHg、拡張期血圧は1.1mmHg減少しました。	
わずかな変化に思えますが、高血圧の合併症である	
「脳卒中」や「虚血性心疾患」等による死亡率が、40％	
以上も減少しました。1日たった1.4gの減塩で、血圧を
下げることができただけでなく、命に関わる病気を防ぐ	
ことができたのです。	

減塩のしすぎ？
塩分が少なければ少ないほど、死亡率が減少するという	
研究がある一方で、1日4g未満にすると死亡率が上昇	
するという研究もあります。塩分を減らしすぎると良く	
ないか、については医学的な結論が出ていません。しかし、
1日4g未満という目標値は達成すること自体が相当困難な
レベルなので、普段の食事で減塩のしすぎを心配する必要は

ありません。（日本高血圧学会は1日6g未満をすすめて	
います。令和1年の日本人の食塩摂取量は10.1gです）

美味しくない？
ハーゲンダッツ、とんがりコーンのブランドを保有して
いる合衆国の巨大食品企業が朝食用シリアルの塩分を	
徐々に減らしていったのですが、売り上げは変わらなかった
そうです。減塩＝美味しくない、は思い込みの要素が	
大きかったようです。先日、食塩不添加のポテトチップスを
買って食べてみました。素材由来の食塩が1袋あたり0.04
～0.13g含まれてはいましたが、同メーカーの普通タイプ
（1g弱含有）に比べるとごく少ない量でした。とても美味
でした。

豊富な減塩食品
大手通販サイトには減塩をうたった調味料、缶詰や	
お菓子などがたくさん並んでおり、見ると楽しいです。	
どうしても塩味が恋しいという方は食卓でごく少量の塩を
振ってアクセントをつけるのも一法です。ハーブ、こしょう、
ニンニクや塩の入っていない調味料で風味を加えることも
良いですし、血圧を下げる効果のあるカリウムを含む	
果物や野菜を一緒に摂取することも良いです。（腎臓が	
悪い方のカリウム摂取は注意が必要です）

温故知新な話、塩
検診で蛋白尿が（±）となったことを契機に、私は減塩を
心がけるようになりました。巷にあふれる健康食品や	
サプリに興味を持ったこともありましたが、減塩の効果を
明らかにしたデータを知ってからは、それらを見ることは
なくなりました。減塩は安価な方法でもありますので、その
大切さを再認識して今日から減塩に努めてみてください。
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なぜ運動が必要なのでしょうか？
　運動を継続することで、心筋梗塞や狭心症・心不全の増悪予防など様々な効果が期待できます。また、症状の軽減や
精神的安定によって、より快適に日常生活を送ることができるようになります。

では、どんな運動のやり方をしてもよいのでしょうか？
　心疾患といっても、一人ひとり病気の種類や程度は異なります。負荷が強すぎると病気を悪化させてしまったり、	
逆に負荷が弱いと効果が薄れてしまうこともあります。そこで、適切な運動の強度を設定するのが「運動処方」です。

【運動処方】
　医師の指示の下、「心肺運動負荷試験」という検査によって、患者さんの全身
持久力や心疾患の症状の有無などを評価し、安全かつ効果的な運動の強さを	
決定し処方します。処方後は医師やリハビリスタッフの指導の下で運動を行い、
徐々に在宅での自主的な運動へ移行します。

【基本の運動処方】

【運動療法の内容】
◎有酸素運動：	歩行や自転車こぎなど、一定時間続けられる運動です。主に全身の持久力を向上させる効果があります。
◎筋力トレーニング：	座位で足を動かすものから、自分の体重や重り・機器を使用するものなどがあります。主に筋力

増強や体脂肪の減少効果があります。

※検査中は換気をした上で患者さん
のみマスクを一時的に外しており	
ます。また、写真のような歩行での
検査の他に、自転車エルゴメーター
で行う方法もあります。

リハビリ
ワンポイント

【参考】国立循環器病研究センター	循環器病情報サービス（http://www.ncvc.go.jp/cvdinfo/target-pub/heart.html）、心臓リハ
ビリテーション（上月正博）医歯薬出版株式会社、心臓リハビリテーション必携（心臓リハビリテーション学会）株式会社	コンパス

心臓リハビリテーション
って何？～運動編～

リハビリテーション科　理学療法士　渡邉 妙子

　前回は「心臓リハビリテーション」の概要についてご紹介しました。第2弾となる今回は、心臓リハビリテー
ションの要素の1つである“運動療法”について、その効果や内容についてご紹介します。

運動の効果
◆体力が向上し楽に動けるようになると、心臓への負担が減り、息切れや狭心症発作が軽減します
◆動脈硬化のもとになる血圧や中性脂肪、血糖の値などが改善することで、再発予防・予後改善に繋がります
◆心筋梗塞の再発や、心不全での再入院・死亡リスクを低下させます

有酸素運動
　最大酸素摂取量（全身持久力）の40～ 60％
　目安：会話をしながら運動が続けられる程度
　　　　あるいは自覚的なBorg指数11～13程度（※）
　　　　その他、心拍数から算出する方法など
筋力トレーニング
　1回最大挙上重量の40～60％
　目安：疲労なく10～15回反復できる強度
　　　　あるいは自覚的なBorg指数11～13程度

※	運動のきつさを、自分
の感覚で表したもの。
11は「楽である」、13は
「ややきつい」と感じる
程度。

適した運動の強度は各々の病態や病期、元々の体力などによって異なります。
安全に運動するために、まずは主治医やリハビリスタッフにご相談ください。
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薬剤科
  だより

　病院でもらった薬（処方薬）と、薬局で買える
薬（市販薬）の中には同じ成分が含まれている	
ことがあります。また、違う成分でも同じ効果や
副作用が重なって強く作用することがあります。
特に風邪薬・解熱鎮痛剤・酔い止めの薬などには
注意が必要です。

処方薬と市販薬の飲み合わせ

　薬は基本的にコップ1杯の水かぬるま湯で飲みましょう。
他の飲み物で服用すると、効き目が弱くなったり、強くなり
すぎて副作用があらわれることがあります。それ以外にも	
お薬の効果が変化する場合があるので、服用中のお薬と良く
ない組み合わせのものは摂取しないよう注意が必要ですが、
時間をずらせば摂取できるものもあります。

●相性が悪い飲み合わせ

・血圧の薬＋グレープフルーツジュース
・総合かぜ薬＋コーヒー
・抗生物質＋牛乳
・睡眠薬＋アルコール

薬を水以外で飲んでもいい？

薬に添付されている説明書には、一緒に飲んではいけない薬や食品などについて記載されています。	
忘れずに確認しましょう。また、病院から薬をもらっている方が市販薬を利用する場合、あらかじめ医師・
薬剤師に相談してください。

最後に

薬の飲み合わせについて

薬剤科　薬剤師　妻神 菜奈子

　薬と薬、または薬と飲み物・食べ物との組み合わせによっては、薬の効果が弱まったり強まったり副作用が
強く出たりすることがあります。	今回はお薬の飲み合わせについて、注意点や良くない具体例をご紹介	
します。

【参考】日本OTC医薬品協会　上手なセルフメディケーション
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献血バスによる献血が行われました

火災を想定した防災訓練が実施されました

令和3年7月21日（木）当院正面玄関入口にて、岩沼市献血推進事業の一環として献血バスによる献血が
行われました。新型コロナウイルス感染症予防のため、事前の体温測定及び手指消毒の徹底・マスク着用の
上での実施となりました。
今回は一般の方と当院職員合わせて17名（400㎖献血）の方の協力が得られました。皆様の温かい	
ご協力をありがとうございました。

令和3年8月5日（木）午後13時45分より、職員による防災訓練が実施されました。今回は東1病棟	
給湯室での出火を想定し、病棟患者さんの搬送訓練を中心に行われました。
職員を患者役として、独歩可能な患者さんと護送が必要な患者さんの避難誘導にそれぞれ取り組みました。
護送者を座らせたまま階段を降りることができるイーバックチェア（階段避難器具）を使用し、安全に護送
訓練を行いました。
避難後は搬送患者に怪我がないか等を確認し、部署ごとに避難	
状況の報告を行いました。今回は感染症予防の観点から消火訓練等は
行わず、短時間での訓練終了となりました。
当院では年2回、火災や地震を想定した防災訓練を実施しており、
日頃から防災意識を高め災害に備えております。万が一に備え安全に
全員が避難できるよう、今後も職員一同意識をさらに高めて参りたいと
思います。
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南東北
看護師コラム

Column

令和3年2月号では患者さんにご協力いただく手術の事前準備として、化粧・マニキュアについて説明	
しました。今回は『ヒゲ』について説明させていただきます。

「全身麻酔とヒゲってどう関係するの？」と思われた方もいらっしゃる
のではないでしょうか。
全身麻酔で手術を受ける患者さんは、人工呼吸器で呼吸を管理するので
空気の通り道を確保するために口からチューブを入れます（※写真1）。
このチューブがズレないように唇の周りや顎にテープを貼って固定します。
この時、ヒゲがあるとテープがうまく貼れず浮いて剥がれやすくなり、
チューブが不安定になります。チューブが固定されていないと手術中の呼吸
管理ができなくなり、大変危険な状態になってしまう可能性があるのです。

特別な理由やこだわりがないなら手術前に剃った方がいいでしょう。しかし、「どうしても
ヒゲを剃りたくない！」と思う方や、宗教上の理由で剃れない方もいるかと思います。手術の

内容や手術中の体勢など、安全のためにどうしても剃らなくてはならない場合もありますが、ヒゲの長さや
範囲・場所によっては剃らずにテープを固定できることもあります。手術の際には麻酔科医、または手術室
看護師にご相談いただければ説明・検討させていただきますので、お気軽にお話しください。

患者さんからの声Voice
外来患者さんより【ご意見】 病院からの回答

夜間に受診し、会計を待っていましたが、
難聴ということもあって呼出に気が付き
ませんでした。マイクがあるのであれば、
マイクを使用して貰いたいです。

夜間帯は会計を待つ方も少なく、会計前の座席で待たれていることが多い為、	
マイクを使用せずに直接お呼びしておりました。今後は必要に応じ、マイクを	
使用して参ります。何か不明な点がございましたら近くの職員へ遠慮なく	
お声掛け下さい。

入院患者さんのご家族より【お礼の言葉】 病院からの回答

いつも大変お世話になっております。 
皆さん、良い人ばかりで大変ありがたい
です。なるべくお世話にならない様、 
私も頑張っていきます。

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。

全身麻酔で手術を受ける時にはヒゲを剃る必要があります。

では「必ず」「どんな手術でも」ヒゲを剃らなくてはいけないのか？

（※写真 1）

手術を安全に
うけていただくために その2

手術室看護副主任　周術期管理チーム　梅原 妃香留
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レシピ紹介

栄養管理課　管理栄養士　吉田 あずさ

栄養たっぷり！

豆乳きなこプリン

※（　）内は令和2年7月の件数

7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

　大豆にはタンパク質が多く含まれています。また、 
脂質・炭水化物・食物繊維の他、カリウム・カルシウム
などのミネラルや、ビタミンE・ビタミンB1など様々な
栄養素が含まれます。一方、コレステロールは含まれて
いないという特徴もあります。
　大豆が日本に入ってきたのは弥生時代。その後仏教と
ともに味噌や醤油などの大豆加工品も伝わってきた 
そうです。昔から、米・麦・粟・稗と大豆を「五穀」と
呼び、豊穣を祈る行事も行われています。日本の食卓には
欠かせない食材です。

栄養価（1人分）
エネルギー：225kcal　塩分：0.1g

作り方
① 豆乳50ccとマシュマロを耐熱容器に入れ、600Wの 

レンジで1分程度加熱する。
②①のマシュマロをよく溶かし、きなこを入れて混ぜる。
③②に残りの豆乳150ccを加え混ぜる。
④③を適量ずつ容器に入れ、冷蔵庫で冷やし固める。
⑤お好みできなこや黒蜜をかけて完成。

［材料　2個分］
豆乳……………200cc
マシュマロ……60g
きなこ…………大さじ3

（飾り用）
きなこ、黒蜜………適量 

「正しい手洗い」
感染対策の基本は手洗いにあり！手洗い時に 
洗い残しがある部分を確認しながら、基本的な
洗い方や注意点を紹介しています。

「マスクのつけ方・外し方」
マスクのつけ外しの方法や注意点を確認しま
しょう。マスクの表と裏の見分け方やマスク 
管理アイテムの紹介もあります。

当院ホームページ　南東北地域包括支援センターのページからご覧いただけます。

ホームページ更新情報【南東北地域包括支援センター・動画】


