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みなさんは不自由なくお買い物を
楽しめていますか？

足腰の力が低下すると、日常的な支援が必要になり、お買
い物や外出の機会は少なくなります。デイサービスにいって
いるけれど、買い物には数年いけていないという方にたくさ
ん出会ってきました。

そのような想いから、ソフィアコネクトは「ショッピングリハ
ビリ」というサービスを導入しました。
これはリハビリ専門職がご利用者様のお買い物に同行する
サービスです。楽々カートは、ショッピングカートと歩行器
が一体型となった独自のカートで、足腰の負担を軽減する
目的で作られています。ぜひ、車椅子や歩行器を使用してい
る方、足腰に痛みがある方にご活用いただきたいです。

１ヶ月間、約30名のモニターを通じ、リハビリとお買い物を
組み合わせることで心身が元気になるだけでなく、お孫さん
と交流をしたり、離れていた家事に再チャレンジするきっか
けになること等、ショッピングリハビリは様々な可能性があ
ると感じました。

“全ての方がお買い物を楽しめる街づくりをしたい”

通所リハビリと訪問リハビリを利用している80代の
Aさん。

普段のリハビリでは、歩行器で歩けた距離は70m程
度でしたが、モニター当日は、スーパーの中を１周歩
いてお買い物することができました。たくさん歩いた
日の夜は関節が痛くなるとの事でしたが、当日は痛
みなく眠れたそうで、ご本人も驚いておられました。

足腰の力が弱く、車椅子で生活されています。車椅子
移動になってからは通院や通所以外、ほとんど外出
されていませんでした。スーパーには何年もいってい
ないので歩くのは自信がないとの事でしたが、「炊き
込みご飯を作って食べたい」ということで、ショッピン
グリハビリのモニターに参加されました。

®

“お買い物を通じて街を元気にしたい”

ご興味のある方はぜひご利用ください。

楽々
カート

あとは炊くだけ！

前腕支持台により荷重を免荷でき、荷重痛を
軽減した長距離歩行ができます。
また高さ調整もできるので、背筋を伸ばした正
しい姿勢で歩行ができます。
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医療保険制度で受けることができるリハビリには期間に
限りがあり、脳血管障害では150日、高次脳機能障害を
伴った重篤な脳血管障害では180日と定められていま
す。限られた時間の中でリハビリに求められることは、日
常生活動作の回復が主にならざるを得ません。

そのため、退院後も後遺症に悩まされている方は一定数
おられます。多くの方が外来リハビリや介護保険制度によ
る通所・訪問リハビリなどで退院後もリハビリを継続され
ますが、回数制限等によりリハビリを受ける機会が減少し
てしまいます。

リハビリでは、上記の目標以外に困っていることや達成
したい課題を細かく聞き取りし、現在のお体に合わせた
プログラムを提供させていただいています。また、自主ト
レーニングメニューをお渡しし、ご自身でできる筋力
トレーニングやメンテナンスについてもアドバイスをさせ
ていただいています。
制度上の問題によってリハビリを諦めてしまっている
方や、十分なリハビリを受けられずに悩まれている方が
おられましたら、ぜひ一度ご相談ください。

利用者Bさん。50代男性　脳卒中（右片麻痺）

平日は働いており、保険制度を利用したリハビリを受け
ることができないため、お仕事終わりにご利用されてい
ます。日常生活は自立されていますが、足の装具や杖の
使用を余儀なくされています。仕事上は右手で文字を
書いたり、物を運搬したり、狭い通路を横歩きする必要
があり、動作を行う上で様々な不自由さを抱えておられ
ます。ご本人の目標は、杖や装具を使わずに安全に歩く
こと、手が疲れずに文字を描くことができることです。

自費リハビリも行っています！

お問い合わせ
ショッピングリハビリや自費リハビリについてのご利用方法など、お気軽にお問い合わせください。

ソフィアテラス

〒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

0761-46-5382

terrace@sophia-hosp.jp お電話でのお問い合わせは10:00～18:30 まで（日曜日定休）

場　所：〒923-8565 小松市清六町315番地 
イオンモール新小松2階
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脳卒中を発症された方で、

いらっしゃいませんか？
後遺症に悩まされている方は
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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

小松ソフィア病院 腫瘍内科部長
漢方専門医・指導医

元雄 良治

今回は  についてご紹介します。六君子湯・四君子湯・安中散
りっくんしとう しくんしとう あんちゅうさん

今回は「胃もたれ」に効く、六君子湯・四君子湯・安中散の３つの漢方を
ご紹介させていただきます。

其の四

六君子湯と四君子湯には共通して、気を補う作用のあるニンジン、カンゾウ、
ソウジュツ、ブクリョウなどが含まれています。それに加えて六君子湯には、
胃腸の働きを良くする作用があるハンゲやチンピが含まれています。安中散
には気を補うカンゾウの他、健胃の作用のあるウイキョウ、止痛作用のある
リョウキョウ、制吐作用のあるシュクシャが含まれており、共通してお腹を
温める効果があります。また気をめぐらせ温めるケイヒなどが含まれています。

どのような生薬が含まれている？どのような生薬が含まれている？

漢方医学では主薬のことを君子（品のあるものや人格者の意）になぞらえ君薬
と呼ばれている。ニンジン、ソウジュツ、カンゾウ、ブクリョウからなる四君子湯
は、中国古代に梅・蘭・竹・菊を並べて「四君子」と総称したことを踏襲して
名付けられている。六君子湯は四君子に加え、チンピ・ハンゲの2種の君薬を
加えたことにより名づけられている（４＋２＝６）。かわって安中散は、中（腹部
を意味する）を安ずるという効能があることを処方名としており、上部消化管
における諸症状（とくに胃痛）を改善し安らかな状態にすることを「安中」と
表現したものである。

名称の由来は？名称の由来は？

六君子湯…比較的体力が低下しており、胃腸機能も低下し、
食欲不振や消化不良を伴う場合に。

四君子湯…体力が低下し、痩せて疲れやすい方の
胃腸虚弱や胃痛を伴う場合に。

安 中 散…やせ型の方で比較的体力低下を感じる方が、
慢性的に胃痛や胸やけを伴う場合に。

元雄先生の外来診療日は下記になります
【小松ソフィア病院】毎週 月曜午前・水曜午前・金曜午後 【ソフィア内科クリニック】毎週 木曜午後
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小松ソフィア病院  代謝・内分泌医 能登  裕

血液中の血糖値が高くなること（高血糖）が糖尿病の特徴ですが、高血糖の
起こる仕組みによって4つの種類に分類されています。

この4つです。以前に2次性糖尿病と言われていたものは上記分類の③に入り
ます。膵臓や肝臓の病気あるいはホルモンによる病気に伴う糖尿病が代表的
なものです。普通に糖尿病と言えば1型か2型のことを指していると考えます。

一言で「糖尿病」と言ってもいくつかの種類がある

糖尿病についての2回目のお話はその原因（発症の仕組み）に基づいた分類を解説しますが、少し難しいかも知れません。

よ　も　や　ま

糖尿病編　その２

①1型 ②2型 ③その他の特定の機序、病気によるもの ④妊娠糖尿病

糖尿病のほとんどは２型です。血糖を低下させるホルモン（インスリン）は膵臓の
β（ベータ）細胞で作られ、血液中に分泌されます。２型糖尿病には主にイ
ンスリン分泌不足によるものと、インスリンはそれなりに分泌されてはいるので
すが、インスリンの効きが悪いこと（インスリン抵抗性）によるものとがあります。
ただしその原因は不明で、過食（特に高脂肪食）や運動不足などがより一層イン
スリン抵抗性を増悪させます。「先生、私、腹一杯食べて運動もせんと太った
罰やね。」まー確かにそう言うことなんだけど、何ともはや。

これに対し、１型糖尿病は膵β細胞が高度に破壊されることが特徴で、多くはインスリ
ンがほとんどなくなり、インスリン注射で治療しないと命に関わる状態になります。
自分のβ細胞を自分で攻撃するしくみ（自己免疫性）が体内で起こることによると
考えられていますが、原因が明らかではないものもあります（特発性）。「先生、私
太ってもいないし、痩せの大食いでもないし、家族にも糖尿病はいないし、なんで
これから一生インスリン注射せにゃならんがや？」　ほんとに悩ましい話です。

原因が明らかではない2型糖尿病がほとんど

難しい話はさておき、原因はどうであろうと共通の敵は異常な高血糖である
ことは前回にお話したとおりで、この高血糖を正常に近づけることが治療の
最も重要なポイントであることを、再度確認しておきましょう。

原因がどうであろうと共通の敵は高血糖

能登先生の外来診療日は下記になります
【小松ソフィア病院】毎週 火曜午後・金曜午後 【ソフィア内科クリニック】毎週 水曜午前
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ビタミンB1は水溶性のビタミンのため、調理の際に煮汁に流出して減少していきます。そのため、ホイル焼など
ビタミンの流出を防ぐ調理方法で工夫をしましょう。

小松ソ
フィア

病院

管理栄
養士監

修

POINT

夏バテ予防に最適な豚肉を活用しましょう!

のおはなし ソフィア内科クリニック  院長　小川 純

ビタミンB1夏バテ予防の鍵となる栄養素…

豚肉は炭水化物を体や脳のエネルギーに変換するのに役立つ、ビタミ
ンB1が豊富に含まれています。
ビタミンB1は、別名「疲労回復のビタミン」とも呼ばれています。
夏は冷やし中華やそうめんなどの糖質過多な食事やビール、冷たいス
イーツなどを多くとりがちなので、ビタミンB1が不足しやすくなります。
それが夏バテを引き起こす原因の一つと言われています。ビタミンB1
が不足すると、エネルギーがうまく作れず、食欲不振、疲労、だるさ、手
足のしびれなどの症状が現れる可能性があります。
他にも、豚肉にはマグネシウムやカリウムなど、暑い夏を元気に乗り越
えるために役立つ栄養素が豊富に含まれているので、夏は特に積極的
に取り入れたい食材だと言われているのです。

季節のお料理
アドバイス

肥満は病気です、と聞いてびっくりされますか？内臓脂肪と
いう言葉を聞いたことがありますか？おなかの中にある脂肪
のことで、これがいろいろな病気を引き起こすことがわかって
きました。内臓脂肪を減らす決め手は運動と食事です。
まずは自分の肥満度を計算してみましょう。

肥満

体重（kg）÷身長（m）÷身長（m） が25以上で肥満です。

【肥満防止のための食事の心がけ】

以上に気をつけておいしく食べましょう。

当然ですが食べすぎないこと、カロリーを抑えること。

早食いしないこと。
夜中にたくさん食べるのは禁物。
動物性脂肪は必要量に抑え、魚を多くすること。
食物繊維を多く摂ること。
糖質を摂りすぎないこと。余った糖質は中性脂肪に替えられ
体内にため込まれ、肥満の原因になるからです。

規則正しく食べること、朝食は抜かないこと。抜くとおなかが
すくので食べ過ぎになりやすいからです。

肥満のおはなしにある
食事の心がけを参考に、
バランスの良いお食事を！

暑い夏に・・・
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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

8/10 (水)
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。

猫背改善：大胸筋上部線維のストレッチ

猫背改善：大胸筋中部線維のストレッチ

ストレッチお家で  　　　にできる手軽

猫背改善：大胸筋下部線維のストレッチ

肩を45度挙上し、壁に肘と手を置いて
胸を張ります。
同側の足を一歩踏み出し、肩と胸の間を
伸ばしていきます。

回数

注意点

10秒を3セット

痛みのない範囲で実施して下さい。

肩を90度挙上し、壁に肘と手を置いて
胸を張ります。
同側の足を一歩踏み出し、肩と胸の間を
伸ばしていきます。

回数

注意点

10秒を3セット

痛みのない範囲で実施して下さい。

肩を135度挙上し、壁に肘と手を置いて
胸を張ります。
同側の足を一歩踏み出し、肩と胸の間を
伸ばしていきます。

回数

注意点

10秒を3セット

痛みのない範囲で実施して下さい。

45度

正面

正面

正面

90度

135度



〒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7月  発行：法人本部 広報 　 HP : http://sophia-hosp.jp

INFORMATION

がん患者が
楽しく人生を過ごすために。

がん治療の第一線で活躍される医療機関・医師の皆さまや、教育現場の方々のコラムなどがあります。

がんになり、治るのか治らないのかと不安とともに生活をしている方。
がんになったことでこれからの生活を半ば諦めてしまっている方。
ご家族ががんになったことで悲しみに打ちひしがれている方。

がんポータルサイト「Cancone」が公開されました

お仕事体験 in イオンモール新小松

https://cancone.com/
運営団体：
一般社団法人ソフィアコネクト医学研究振興協会

がんと共に生きていっても幸せに過ごせることを伝えたい。
安心してもらいたい。
そのために、医師や医療機関からの最新の治療や・お薬の情報、
がんと共に生きる人たちのこれまでの経験など、たくさんの情報を
集めています。

イオンモール新小松では7月の夏休み期間にお子
様を対象としたお仕事体験のイベントを行います。
小松ソフィア病院もこのイベントに参加しています。

当日は健康測定も行っております。こちらは予約
なしで、どなたでもご参加いただけます。日頃か
ら健康状態が気になっている方は、この機会に
身体の隅々をチェックしてみてはいかがでしょ
うか。ぜひお気軽にお越しください。

小松ソフィア病院の開催日時

下記の健康測定がどなたでも無料で受けられます。

11:00～17:007月30日（土）

詳しくはイオンモール新小松のHPで

イオンモール新小松

（他の店舗とは開催日時が異なる場合があります。）

・骨ウェーブ　　　　　  　骨の状態
・血管年齢計　　　　　 　血管年齢
・マインドチェッカー　　 　心と身体のバランス
・肌年齢計　　　　　　 　肌年齢
・ダイエットアナライザー　 減量アドバイス
・物忘れプログラム　　  　認知機能の低下
・体組成計　              　 筋肉量・体脂肪率など

………………

…………………

…………………

………………
………

………
…

イオンモール新小松１階 お祭り広場開催場所：


