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小松ソフィア病院  代謝・内分泌医 能登  裕

　もう一つのポイントは、兎に角治療を続けること。怒られてもいいから医者
の顔を見に通院を続けること。診断されてからきちんと治療を続けようが、
放置しようが、10年間は一見何も差がないように見えることが多いのです。
ところがドッコイ、治療を継続した効果はこれ以後に明らかになってくる。勝
負は結構長い目で見なければなりません。

　糖尿病の特徴は血液中の血糖値が高くなること（高血糖）ですが、高血糖状態
が長く続くと全身の細い血管（毛細血管）から太い血管（大血管）まであらゆる血
管が障害を受けます。しかも、それは長い年月をかけて症状もなく警告もなく、じ
わりじわりと「真綿で首が絞められるように」進んでいきます。気がついたときに
は眼底出血で視力が急激に低下したり、腎機能悪化で透析せざるを得なくなっ
たり、時には心筋梗塞や脳梗塞で命に関わるような出来事が起こります。これ
がサイレント・キラーの正体です。

糖尿病はサイレント・キラー（だんまりの殺し屋）

「痛くも、かゆくもない」のが当たり前

　ある日の診察室。「先生、職場の検診で糖尿病と言われたがやけど、痛く
もかゆくもないし、治療せんなんがかね。」と中年女性が方言丸出しで言い
ました。最近は検診で見つかる比較的初期の患者さんが多く、これまで言
われていた喉の渇きや多尿、頻尿を訴える患者さんはほとんどいません。
これらの症状を訴える患者さんはかなり長期間放置されていたか、急激に
悪くなった方に限られます。だから、症状がなくても糖尿病治療を開始す
る必要があるのです。私はこの患者さんに方言丸出しで答えました。「症状
の無い内が花や。症状が出たら地獄や。さあ、治療をはじめっろ。」

治療は10年続けてなんぼ（何程）のもん

これから何回かに分けて糖尿病について解説しますが、今回は一番大切な点をお話ししましょう。

よ　も　や　ま

糖尿病編　その１



- 3 -

漢方 ススメの
ここでは保険適用のある医療用漢方製剤についてご紹介いたします。
皆さんが病院やクリニックなどで処方される漢方薬の多くは
保険が適用される『医療用漢方製剤』で
現在日本には148種類の医療用漢方製剤があります。

漢
方
に
つ

いて解説していただくの
は

小松市ソフィア病院 腫瘍内科部長
漢方専門医・指導医

元雄 良治

　芍薬甘草湯は5分で効くと言われていますが、
特に頬の粘膜から吸収すると早く効くと言われて
いますので、少し口に含んでから飲み込むとより即
効性があると思います。

古くから使用されている伝統ある薬ですが、副作用を少なくお飲みいただくために、服用する上での
注意点など、医師とご相談ください。

今回は  についてご紹介します。芍薬甘草湯
しゃくやくかんぞうとう

芍薬甘草湯というのは名前の通り芍薬と甘草という２つの生薬から
成り立っています。この漢方薬は大変有名で、こむら返りの特効薬と言
われていまして、いわゆる普通の鎮痛剤よりもよく効くと言われていま
す。またこむら返りの他に、脱水症状の際に応急処置として使用される
場合があります。夏場のこむら返りでしたら、お湯ではなく冷たい水で
飲んでも良いです。

其の二

どのくらいで効いてくる？どのくらいで効いてくる？

　こむら返りは明け方や夜中に起こることが多い
ので、寝る前に１包飲むと効果的です。
　ただ、芍薬甘草湯は甘草というのがたくさん入
っていますので、1日の量は３包程度にしてくださ
い。それ以上を超えて飲むと、副作用で血圧が上
がったり、むくみが出たり血液中のカリウムが下が
ったりすることもあるので、連続で大量に飲むのは
避けてください。
　（副作用は服用後すぐ出る場合もあれば、3日～
長期連用後に起こるなど、様々なケースがあるの
で多量摂取には要注意です！）

飲む量やタイミングは？飲む量やタイミングは？

他の漢方と併用しても構いませんが、芍薬甘草
湯は甘草が多く含まれており副作用も出やすい
ので、併用する場合は担当の医師に相談して確
認しながら飲んでください。

他の漢方と併用できる？他の漢方と併用できる？飲みにくい？飲みにくい？

　芍薬甘草湯には甘草がたくさん入っています。
「甘草」とは甘い草と書く通り、甘くてとても飲み
やすいです。芍薬甘草湯を飲んでみると、漢方のイ
メージが変わると思います。

Shakuyaku

Kanzo



臨床検査技師
病院のお仕事

No.10

Clinical Laboratory Technician
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臨床検査技師とは、医師の指示のもと様々な検査業務を行い、病気の診断や治療における必要なデータを
提供する専門職です。仕事内容としては、「検体検査」と「生理機能検査」の２つに大きく分けられます。

のお仕事

検体検査とは…患者様から採取した検体を検査することです。
血液検査、尿検査、便検査、喀痰検査などがあります。

院内で測定できる検査を一部ご紹介

血液学的検査

生化学検査

尿一般検査

ヘモグロビンA1c検査

白血球や赤血球などの数値を測定し、炎症や貧血の度合いをみます。

試験紙を用いて、尿中の蛋白や糖、潜血を調べます。

検査前１～２ヶ月の血糖の平均を知ることができます。
当日の食事に左右されず、糖尿病の診断や血糖値の状態の確認などに
役立ちます。

肝機能や腎機能、脂質など病気の診断や治療の判定、病状の経過観察に
欠かせません。

生理機能検査とは…直接患者様に接して行う検査のことを言います。
心電図、血圧脈波検査、呼吸機能検査、超音波検査などがあります。

院内で測定できる検査を一部ご紹介

心電図検査

血圧脈波検査(ABI検査)

肺機能検査

心臓の動きを電気的な波形に現して記録し、それによって心臓の状況を
把握します。
ベッドに寝てもらい、両手首と両足首、胸部に電極を取り付け記録します。
所要時間は３～５分です。
その他に、小型心電計を装着し心電図を24時間記録するホルター心電図
検査、階段を昇り降り後に検査をする運動負荷心電図などもあります。

肺がどれだけ空気を取り込み、どれだけ吐き出すことができるかや、
空気を出し入れする換気機能を調べる検査です。
呼吸器の病気が疑われるときや、その状態をみるときに行います。
鼻から空気が漏れないようにクリップでつまみ、マウスピースを口で
くわえて息を吸ったり、吐いたりします。

両手足に血圧計を巻き、手首に心電図の電極、胸に心臓の音を拾う
マイクを付け、足の動脈硬化(血管の硬さや、血管のつまり)を調べる
検査です。
所要時間は10～15分程度です。

当院では、慢性的に咳が続いている患者様を対象とした「せき外来(毎週月曜・火曜／要予約)」を開設しており、
特殊な機械を用いて咳の原因を調べる検査も行っています。



アロマテラピー の活用法

アロマテラピー・リフレクソロジー・フィトテラピー・ホメオパシー・アーユルベーダ・漢方・鍼灸・フットケア等、西洋医学を補完し、
患者さんの症状を改善し、治癒することを期待できる療法の事です。私も病院での患者さんとの臨床経験と、ヨーロッパでの体
験を基に、一般の方々はもちろん、大学の学生教育、国内外の医療者・介護者への補完代替医療教育を通して啓発活動を
実施しております。また、精油を活用した商品開発にも力を注いでおります。
ぜひ、みなさまの生活の質を上げるお手伝いが出来ればと思っております。

文責：服部 香里（Hattori  Kaori）
補完代替医療って何？

精油選びは慎重にお願いします。高品質、保管管理のしっかりしているお店での購入をお勧めします。  ソフィアテラスでは、必要に応じ、みなさまの症状を
お聞きして必要な精油選びをさせて頂きます。ご相談ください.（TEL ：0761-46-5382　　Mail：terrace@sophia-hosp.jp）

補完代替医療
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みなさまの生活をこれほどまで変えてしまった新型コロナウイルス感染症！数年前は考えてもいなかった世の中に
なってしましました。テレワーク、外出自粛、感染症への不安感と・・・本当に、生活そのものが、不安定になりイライラ
感もつのり、ストレス一杯の生活になっています。
今回のコラムは、そんな毎日の生活を少しでも心穏やかにし、ストレスを緩和出来る手助けになる香り（精油）をご紹
介します。

神経を鎮静し心を
穏やかに…。バラン
スを失った時でも、
怒り、ストレスを緩
和し、精神疲労や神
経的な揺さぶりを穏
やかにしてくれる作
用があります。
また、リンパの流れ
を促進する効果も
期待できます。

ストレスによる消化器系の不調にも
効果が期待できます。
気持ちが落ち込んだ時に、植物油に
希釈して鎖骨下に塗布。たちまち気
分がアップし、なんだか元気になっ
たわ！と患者さんからお声を頂くこ
ともあります。
16世紀のヨーロッパでは、解熱剤と
して活用されていたとの書物も残っ
ています。

私の学ばせて頂いたヨーロッパの病院門前薬局では呼吸器疾患
の患者さんにユーカリグロブルスを西洋医学のお薬の前に、必ず
と言っていいほど処方し、点鼻薬や鼻周辺に塗布する精油軟膏を患
者さんにお渡ししていました。しかし・・・ユーカリがすべて呼吸器系
に効果が期待できる訳ではありません。学名などを確かめてご使用く
ださいね。

ユーカリにはたくさんの種類があります。呼
吸器系に効果が期待出来、感染症にも非常
に期待できるという事は度々お伝えしており
ますので、みなさま、良くご存じかもしれませ
んね。呼吸器系のトラブル、特に、風や副鼻腔
の炎症には本当にすばらしい助け人になって
くれます。

※肌に塗布した場合は、直射日光にはあたらないでくださいね。

上記の３種をそれぞれブレンディングしたオリジナル精油（３種類）を3月21日（月）に新商品として
ご紹介します。ご興味のある方は、ソフィアテラスにお尋ねください。

ヨーロッパの
薬局

シダーウッド ベルガモット

ユーカリグロブルス
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材 料 (1 人分）

作り方

① 竹の子（醤油・砂糖・かつおだし等で味付けしたもの）は0.5㎝位にスライスし、
　 トマトを角切りにする。
② 菜の花を3㎝に切り、茹でる。
③ グラタン皿に竹の子煮を敷き、チーズをのせる。その上に、さらに
　 竹の子煮、トマト、菜の花をのせ、もう一度チーズをのせる。
④ 上にパン粉・黒コショー・オリーブ油をかける。
⑤ オーブントーストで、チーズがとけて焼き色が付くまで焼いたら
    出来上がり。

竹の子は不溶性食物繊維が多く、大腸でスポンジのように水分を吸収して便
の量を増やしてくれます。チーズで焼くことで、蛋白質（筋肉の材料等になる）
とカルシウム（骨を丈夫にしたり・イライラを抑える働きがあります）が手軽に
摂れます。夏は、トマトを薄くスライスしてチーズ焼きにすると、オリーブ油がカ
ロテン（脂溶性ビタミン）の吸収を高めてくれます。

小松ソ
フィア

病院

管理栄
養士監

修

;dJ
6lDu.

POINT

グラタン皿に合わせて
分量は調節して下さい。

竹の子のチーズ焼き
春の食材

4月、温かくなると地元東山産の竹の子が店頭に並びます。朝採りを下茹でして、煮たりして食べることが
多いと思いますが残った竹の子をチーズ焼きにしてみてはいかがでしょうか。

味付けした竹の子
菜の花  
トマト 
チーズ（溶けるタイプ） 
パン粉  
黒コショー
オリーブ油
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読者
日頃、ソフィア通信をご覧いただいている皆様に

素敵なプレゼント企画！

応募方法

ソフィアひふ科クリニック
川原病院長オススメ オリブ石鹸

抽選で

5 名
の方に

下記のQRコードを読み込んで、必要事項と
アンケートを記入してから送信してください。

当選者の発表は、賞品の発送をもってかえさせていただきます。

応募締切

4/11 (月)
令和4年

ソフィア通信 プレゼントコーナー

乾燥肌、敏感肌の方にお勧めです。
防腐剤や香料などが含まれていません。

脊柱の運動①

脊柱の運動②

回数

注意点

ストレッチお家で  　　　にできる手軽

脊柱の運動③

①背中と首を丸めて下さい。
②背中と首を反らして下さい。

膝を抱えて丸まって下さい。

片手を挙げた状態で5秒キープ
して下さい。

回数

注意点

①と②を交互に10セット

20秒×3回

痛くない範囲で実施して下さい。

痛くない範囲で実施して下さい。

回数

注意点

10セット

肩が痛くない範囲で実施して下さい。

空い
た時
間を有

効活用！健康
のため

に



〒923-0861 
石川県小松市沖町478番地
ＴＥＬ:（0761）22-0751

〒921-8035 
石川県金沢市泉が丘2丁目14番1号 
ＴＥＬ :（076）255-7124

〒921-8035 
石川県金沢市泉が丘2丁目14番1号 
ＴＥＬ：（076）255-7712

〒923-0801
石川県小松市園町ニ71番地1
ＴＥＬ:（0761）22-2737

ソフィア
居宅介護支援事業所

ソフィアテラス
街の保健室

〒923-8565
石川県小松市清六町315番地 
イオンモール新小松2階
ＴＥＬ：（0761）46-5382　 

ソフィアフィットネス
フィットネス型デイサービス

〒923-0801
石川県小松市園町ニ71番地1
ＴＥＬ：（0761）46-6166

はなはな
訪問看護ステーション

〒923-0921
石川県小松市土居原町297番地1
ＴＥＬ:（0761）48-8666

ソフィアことぶき
看護小規模多機能ステーション

〒923-0921
石川県小松市土居原町297番地1
ＴＥＬ:（0761）25-3501

愛 康 会
医療法人社団

2022年3月  発行：法人本部 広報 　 HP : http://sophia-hosp.jp

●スタッフ大募集！●
小松ソフィア病院では下記のスタッフを募集しています！

その他の職種についても募集しております。
詳細等、どんなことでも結構ですので、お気軽にお問い合わせください。

お問合せ： 0761-22-0751  （法人本部）

あなたのスキルを
活かしてみませんか

少ない
やや多い
多い

●花粉カレンダー●
花粉名

ハンノキ属
ス　　ギ
ヒノキ科
イネ科

ブタクサ属

１月 2月 3月 4 月 5 月 6月 7月 8 月 9 月 10月 11月 12月

石川県における2022年シーズンの花粉飛散傾向は、例年並みです
が、前シーズン比より（2021年より）非常に多くなることが予想され
ています。前シーズンは症状が軽く済んだ方も万全な花粉症対策と
十分な治療が必要になりそうです。

花粉情報 呼吸器内科医 木村 英晴

花粉症（アレルギー性鼻炎）など、気になっている方には、小松ソフィア病院・ソフィア内科クリニック「呼吸器内科」での
診療をお勧めします。

管 理 栄 養 士看 護 師 透 析 室 勤 務 看 護 師

その他の職種も募集しております。
詳細等、お気軽にお問い合わせください。

呼吸器内科 診療日
【小松ソフィア病院】 【ソフィア内科クリニック】

月
午 前
午 後 (16時まで)

火 水 木 金 土

4月よりこちらに
移転となります。

毎週 月曜日／午前

〒923-0861  石川県小松市沖町478番地   ＴＥＬ :（0761）22-0751法人本部


