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小松ソフィア病院  代謝・内分泌医 能登  裕

正常人の早朝空腹時血糖は110mg/dl未満、経口75ｇブドウ糖
負荷試験で2時間血糖値が140mg/dl未満とされています。糖尿
病の診断にはブドウ糖負荷試験が必要なこともあるのですが、「先
生、またあの甘い砂糖水飲まんなんがけ？」と文句をいう患者様が
おられます。もっともなご意見ですが、正確な診断には必要な場合
があるのです。

さて、糖尿病では血糖値が高くなること（高血糖）が特徴であるとお話しまし
たが、早朝空腹時の血糖値が126mg/dl以上か、随時血糖値200mg/dl
以上、あるいは空腹時に75ｇブドウ糖を飲んで2時間後の血糖値が
200mg/dl以上であると糖尿病の可能性が大きいと考えられます。これに
加えて口渇、多飲、多尿など糖尿病の典型的な症状があるか、いずれお話し
する糖尿病合併症の一つである網膜症があれば、糖尿病と診断されます。

まずは高血糖が明らかに存在すること

よ　も　や　ま

糖尿病編　その３

HbA1cは採血時から過去1、2ヶ月の平均血糖値を反映することから、糖尿
病の診断や治療の指標に用いられています。正常値は4.6～6.2％ですが、
6.5％以上であれば糖尿病である可能性が大きいと考えます。ただし、血糖
測定をせず、HbA1c反復測定のみでの診断は正しくありません。HbA1cは
種々の状態で平均血糖値を正確に反映しないことが知られているからです。
必ず血糖値を測定し、先に述べた基準を満たしていることが必要です。

HbA1ｃ(ヘモグロビンA1c、グリコヘモグロビン)が高値

つまり同じ日に血糖値とHbA1cを測定し、上記の二つの基準を満たせば初回検査だけで糖尿病と診断されます。
「糖尿病の診断について分かってもらえたけー？」

糖尿病が疑われる場合には血糖値とHbA1cの同時測定が大切

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

HbA1ｃ6.5％以上

空腹時血糖 126mg/dl以上 随時血糖 200mg/dl以上

200

126
110

朝食 昼食 夕食

高血糖

正 常

今回3回目のお話は糖尿病
の診断についてお話します。
どのようにして診断されるの
かを知っておくと、健診の結
果などを理解するのに役立
つかも知れません。
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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。

当帰芍薬散・加味逍遙散・桂枝茯苓丸
とうきしゃくやくさん かみしょうようさん けいしぶくりょうがん

今回は女性の更年期障害に使われる３つの漢方を
ご紹介させていただきます。
3つとも共通して、女性の更年期障害や月経周期に
伴ういろいろな症状に効果があります。
「婦人科3大漢方」とも呼ばれており、いずれも
冷え症に有効です。

其の五

それぞれどのような効果がある？それぞれどのような効果がある？

名称の由来は？名称の由来は？

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

更年期障害にはさまざまな症

が
⋯当帰芍薬散…血を補い、めぐらす作用のあるトウキや、水分調整をしてくれる

ソウジュツなどが含まれています。そのため、月経不順、冷え症、
性周期に伴うむくみ、貧血傾向がある場合に効果があります。

とうきしゃくやくさん

当帰芍薬散では、竹久夢二の美人画のような、きゃしゃな女性に有効で、「当芍美人」という言葉もあります。
加味逍遙散の「逍遥」とは、さまよい歩くと言う意味があり、さまざまな症状がさまよい歩くように、移り変わる
多彩な症状のある人に有効です。

しょうよう

とうしゃくびじん

加味逍遙散…血を巡らすトウキのほか、局所のうっ血を治すボタンピ、神経を
安らかにするサンシシなどが含まれており、体力の低下などから
起こる月経不順や、性周期に関連したイライラなどのさまざまな
精神・神経症状に効果があります。

かみしょうようさん

桂枝茯苓丸…局所のうっ血をとるボタンピや、気を巡らすケイヒ、痛みを止める
シャクヤク、水の調整をするブクリョウなどが含まれているので、
月経不順、のぼせ、頭痛・肩こり・めまい、足の冷えなどに効果が
あります。がっちりタイプで、便秘傾向の方に使います。

けいしぶくりょうがん



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、精油の選び方等メールでの
ご相談を行っております。（Mail：terrace@sophia-hosp.jp）

補完代替医療
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ご存じの方も多いかと思いますが、アロマテラピーは、不定愁
訴（検査をしてもどこも問題がないが…なんとなく身体の不
調が続く）や更年期障害には有効的に働くと言われています。
最近では、男性の更年期障害も問題視されていますね。

女性にとっての更年期障害は、個人差が強く、全く何事もなく
通過した方、半年位、ほとんどベッドの上の生活に近く、お仕
事なんて全く出来ない方もいらっしゃいます。個人差はありま
すが、主に閉経の前後10年位の期間に、頭痛、ほてり、落ち込
み、情緒不安定、イライラ、冷え、むくみ等、不快な症状に悩ま
される方も少なくないです。

ホルモンの変化で、気分が激しく揺れ動いたり異常行動を引き起こしたりとそんな状態も珍しくありません。
そんな時、香りはとても効果的です。

更年期の症状を和らげる精油

アロマテラピーでは、女性ホルモンと同じエストロゲン様作用を持つ精油をはじめ、抗うつ作用、鎮静作用に
効果が期待出来ます。ぜひお試しください。

更年期の女性に最も効果が期待できた精油

おすすめ精油処方

上記の精油をお風呂の湯船に入れ、
よく混ぜてからリラックスしてバスタイムを
お楽しみください。

clary sage

rosemary

peppermint

ローズマリー ……１滴
クラリセージ ……２滴
ペパーミント ……２滴
粗塩………………適量

クラリセージ

特徴成分のスクラレオールは
エストロゲン（女性ホルモン）
の構造と似ています。また、鎮
静力が非常に高いので、不眠の
方にもよく使われます。
リラックスしすぎる事もありま
すので使用するタイミングには
お気をつけください。
直接、高濃度で吸入
しますと気分が悪く
なることもあります。
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通常、ビタミンCは熱を加えると壊れやすいですが、じゃがいもやさつまいも、かぼちゃ（特に皮部分）に含まれる
ビタミンCは、でんぷんに守られているため壊れにくくなっています。そのため、加熱調理でも効果的にビタミンC
を補うことができます。

小松ソ
フィア

病院

管理栄
養士監

修

POINT

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 ACE(エース)美容の鍵となる栄養素…

秋に旬を迎える食材には、ビタミンやミネラルなどの抗酸化物質が豊富に
含まれている野菜や果物が多く存在します。秋の代表的な果物である柿は
ビタミンC（メラニンの生成抑制）の宝庫です。他にも、人参にはβカロテン
（体内で必要に応じてビタミンAへ変換：皮膚や粘膜の保護効果）、さつま
いも、かぼちゃにはビタミンCやビタミンE（抗酸化作用）も豊富に含まれて
います。
鮭、鯖、秋刀魚にはミネラル、ビタミン、良質なたんぱく質やオメガ３脂肪酸
（DHA・EPA）が多く含まれ、肌に嬉しい食材です。夏の間に受けた、紫外
線によるダメージは秋に表面化するとされています。そのため、秋から冬に
向けて、肌トラブルなく美肌を手に入れたい方は、ぜひ外からのケアと一緒に
身体の内側からのケアのために、ビタミンACE(エース)を取り入れた、
バランスの良い食事を心がけてみてはいかがでしょうか。

季節のお料理
アドバイス

今回から不整脈（脈の乱れ）について、連載形式にてお話します。

不整脈は決して稀ではありません。脈が飛ぶ、脈が抜けるように感
じる、動悸がする、心臓がドキッとなる、などいろいろな感じ方があ
るようです。結論から言いますと、ほとんどの不整脈は死に至るよう
な恐ろしいものではありません。もっと言えば放置してかまわないも
のが多いのですが、中には治療が必要になるものが含まれています。
手首の親指の付け根の下あたりに脈が触れる場所があります。
気になる人はそこを触ってみましょう。　　　　

心房から出る不整脈は、ただ単に脈が飛ぶだけの心房期外収縮、
急に早く打つ発作性頻拍症、心房粗動、そして心房細動があります。
このうち最近最も話題になっているのは心房細動です。年齢を重
ねるにつれて多く見られる不整脈で、放置すると脳梗塞の危険性
が増すため注意が必要です。

不整脈 第 １ 回

次回はこの心房細動をもう少し解説します。

秋の味覚 で 夏 ダメージケアの

※食材によっては、糖質やカリウムも多く含まれるため糖尿病や腎疾患、
　その他疾患をお持ちの方は医師や管理栄養士にご相談ください。 15歳以上で100mg/日  推奨

ビタミンCの食事摂取基準（mg/日）
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大腿四頭筋の運動：弱

大腿四頭筋の運動：中（スクワット）

ストレッチお家で  　　　にできる手軽

大腿四頭筋の運動：強（ランジ）

足首を自分の方に反らし、膝をゆっくり
伸ばして下さい。
膝を伸ばした状態で10秒キープします。
その後、ゆっくり膝を曲げ、もとに戻します。

回数 左右 各10回

痛みのない範囲で実施して下さい。

ゆっくりしゃがみ、膝を曲げた状態で
5秒止まります。
その後ゆっくり膝を伸ばして下さい。
膝がつま先より前に出ないようにします。

回数 10回

片足を前に出しゆっくりしゃがみます。
その後ゆっくり膝を伸ばし体制を戻して下さい。
膝がつま先より前に出ないようにします。

イオンモール新小松にて
ウォーキングイベントを行っています！
小松ソフィア病院の理学療法士が
正しい歩き方を指導します。

参加費無料・予約なし！
イオンモール新小松1階 インフォメーション前にお集まりください。
（祝日・年末年始はお休みです）

回数 左右 各10回

毎   週 木 曜

10:10スタート

ウォーキングの後は…
イオンモール新小松２F ソフィアテラスにて

第２・第４木曜開催
11:00~11:50

お気軽に
ご参加
ください

セラバンド体操

■参加費：500円（税込）　■定員：5名

【お問い合わせ】 ソフィアテラス
（営業時間10:00～18:30／日・月定休日）

TEL:0761-46-5382

筋力をつけたい、
肩こりや腰痛などの
悩みがある、。そんな方に
理学療法士が
運動のポイントを
わかりやすく指導します。



〒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

INFORMATION

医療者が伝授する、「がん」を知るための基礎講座です。

受 講 料：2,000円（税込）

講　　師：元雄  良治 (金沢医科大学 名誉教授　小松ソフィア病院 腫瘍内科）

（別途テキストが必要となります）

応募締切： ①10月12日（水） ／ ②11月2日（水）

どちらかをお選びください

①2022年 月 日（土）　第一部 10:00～12:00／第二部 13:00～15:0010 22
②2022年 月 日（土）　第一部 10:00～12:00／第二部 13:00～15:0011 12

お問い合わせ
詳しい講習内容や、
申し込みなどはこちらから       

日本がんサポーティブセラピスト協会
　　　　　　　　　　　http://sophia-connect.or.jp/course/

がんサポーティブケアオンライン講習 基礎講座

発熱外来について
小松ソフィア病院では患者さんに安心して受診していただくために、ドライブスルー形式での発熱外来を開設しています。
受診日時は月曜日～金曜日の12：00からと16：00からになります。（それぞれ定員あり）

①ご予約…8：30～15：00の間にお電話にてご予約ください。定員になり次第受付終了となります。
　　　　　時間外でのご予約は受けかねますのでご了承ください。
　　　　　②ご来院…検査の1時間前から飲食はしないでください。
　　　　　指定の時間に駐車場に着きましたら、車内からお電話にてご連絡ください。
　　　　　③受　診…職員の案内に従って、診察、検査となります。PCR検査の結果は翌日となります。

④支払い…後日請求書を郵送いたしますので、請求書が届きましたらお支払いください。

●受診の流れ●

TEL : 0761-22-0751ご予約・お問い合わせ
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去る2022年8月19日、医療法人社団愛康会理事長加登康洋が永眠
いたしました。

2020年春。超音波内視鏡検査により、すい臓がんステージ１で発見。
同年10月には、国立がんセンター中央病院のレインボーブリッジが見
えるお部屋で２ヶ月間の入院生活。
手術は大成功でしたが、翌年再発。その後は、抗がん剤治療をしながら
時には外来に出て診察を続けておりました。

最期の最期まで患者さんとソフィアグループの未来を気にかけ、「明る
く、楽しく、元気よく、いくつになっても夢を持って生きなさい！」という
言葉を遺し、旅立たれました。

生前、お世話になりました皆々様には、心より感謝申し上げます。
ありがとうございました。

理事長の現役生活55年の半生を振り返り
ながら、自身ががんになって感じたこと、
若い医師たちに伝えたいことなどを綴って
います。

定　価：1,500円（税込）
加登 康洋 /著

オンライン通販の他、
小松ソフィア病院や
ソフィアテラスでも
ご購入いただけます。

「ソフィアの風にのって」

加登康洋理事長  追悼

夢
を
持
っ
て
生
き
な
さ
い

明
る
く

楽
し
く

元
気
よ
く

い
く
つ
に
な
っ
て
も

故・遠藤周作さんの主治医時代

海外執筆旅行に同行 80歳のお誕生日ケーキ
地鎮祭　鍬入れの儀

ソフィアクリニック

コロナ前の忘年会にて…生前は篠笛、パステル画など、

多趣味で絵画は50点以上の

作品があります。

2022年9月  発行：法人本部 広報 　 HP : http://sophia-hosp.jp


