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※（　）内は平成29年11月の件数

明けましておめでとうございます。吐く息が白く、寒い日々が続いていますが、いかが
お過ごしでしょうか。本年も皆様にとって素晴らしい一年になりますように心からお祈り申し
上げます。これからも、みなみなねっとでは患者さんの日々の生活に役立てて頂けるような
健康情報などを積極的に発信して参りますので、どうぞよろしくお願い致します。
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11月の救急車搬入件数
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免疫力 UP!
老化予防にも♪免疫力 UP!
老化予防にも♪ 黒豆ご飯 [材料 3合分]

作り方作り方

栄養価（１人分）
エネルギー：253kcal

管理栄養士　戸田友里

①お米は、といでから通常の水加減で炊飯器に入れて
吸水しておきます。

②黒豆をフライパンで10分ほど乾煎りします。
　（弱火で皮が割れる程度まで）
③熱湯250㏄に黒豆を加え、10分以上蒸らします。
④③を汁ごと①に入れ、少し混ぜてから炊飯します。
（お好みでゴマ塩をかけても美味しく食べられます）
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黒豆は縁起物としてお節料理に入っていますが、
黒豆の黒色は、魔除けの色・邪気を払う色とされて
います。関西では、しわが寄らないようにふっくらと
仕上げ、関東では、しわができるように仕上げて、
「しわがよるまで長生きできますように」と言う思い
を込めているそうです。

黒豆は「アントシアニン」と言う成分が多く含まれ、

抗酸化作用を持っています。免疫力を高めたり、老化
予防の効果が期待されています。また、ビタミンB₁や
ビタミンEも含まれているため、疲労や肌荒れにも良い
食材です。

黒豆ご飯は、黒豆を炒ることで香ばしくなります。
お湯で蒸らす工程を省いても仕上がりますが、蒸らす
ことでお米がきれいな濃いピンク色に染まります。

み な・み な・ねっと 1 月 号

新年のご挨拶
理事長　渡邉一夫

明けましておめでとうございます。
平成31年、西暦2019年の年頭の挨拶を理事長渡邉

一夫より謹んで申し上げます。
さて、昨年も国内外で様々な出来事がありました。

国内では、1月に普段雪の少ない関東甲信地方や東北地方の
平野部でも大雪が降り、夏には台風による豪雨や高潮で
西日本を中心に全国的に広い範囲で大きな被害が
ありました。さらに、北海道では震 度 7を記録する
大地震によって、大変な物的・人的被害に見舞われた
1 年でした。昨年に限らず、近年は自然災害が多発する
ようになりました。政治では、第四次安倍政権の成立
など、民意は継続安定を求めました。医療・福祉行政に
おいても今までの流れが継続することになると思い
ます。また、スポーツ界では、数多くのパワハラ等の報道が
あり、社会常識との乖離が顕在化し、旧態依然とした
組織の在り方が問題視され、東京オリンピックが迫る中、
改革の必要性が広く認識されました。

世界に目を向けますと、政治・経済面では、アメリカの
トランプ大統領と北朝鮮の金委員長が昨年6月に歴史
的な会見を行って以降、期待した拉致問題や非核化は
進展せず、朝鮮半島の状況は不透明です。さらに、中国と
アメリカの貿易摩擦も深刻さを増して、世界経済に
影を落としています。また、中東情勢の不安定化による
原油の高騰など、グローバル化が進む中で、日本へも
大きな影響が懸念されています。

そのような中で、昨年は、南東北グループにとって
嬉しいことがありました。吉本高志最高顧問が長年の
研究と教育に対する功績により平成30年春の叙勲で、
瑞宝章では最高位の瑞宝大綬章を受けられたことです。

私を始め、南東北グループ全体にとって、大変誇らしい
慶事でありました。

さて、近年の病院や介護福祉施設における、虐待や
殺人などの凶悪な事件が後を絶ちません。改めてグループの
理念である「すべては患者さん・利用者さんのために」を
肝に銘じて、取り組んで参りたいと考えております。

また、国が進める働き方改革についてですが、今後
さらに、国は長時間労働の是正、多様で柔軟な働き方の
実現を進めることとしています。時間外勤務削減の取り
組みは、昨年も重点項目として取り組んできたところ
ですが、今年は、さらに国の改革に合わせた取り組みを
進めます。それぞれ知恵を出し合って生産性を維持しつつ、
職場における協力体制の強化、柔軟な働き方、業務の
効率化を推進したいと考えております。

院内感染については職員の適切な対応によって現在
問題なく対処されていますが、今後もしっかりと継続
するとともに、インフルエンザ、ノロウイルス、風疹等の
感染や食中毒防止には、万全を尽くしてまいります。

南東北グループは社会保障費の予算が枯渇している
状況で、今後も施設・設備・人員を有効に活用するため、
医療・介護・福祉の機関を一極集中化にしていく国の
政策に併せ、グループ内での更なる交流や経営の一体化を
推進し何ができるかを常に考え、理念である「すべては
患者さん・利用者さんのために」をモットーに掲げ、
使命感に燃え、奉仕の精神を尽くし、大きな目標に
向かって昨年にも増して地域医療・福祉の提供に尽力して
参る所存です。

本年もどうぞよろしくお願いします。

総合南東北病院

お米…………………………
黒豆…………………………
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VoiceVoice 患者さんからの声

病院からの回答

ご意見
外来患者さんより

長時間お待たせしてしまい、申し訳ございません。ご意見を頂きました日は緊急で検査、処置を
要する方がおり、待ち時間に遅れがございました。アナウンスを徹底すると共に、お待ちになられて
いる方への声掛け・容態確認等、配慮を徹底して参ります。

脳神経外科を受診しましたが、待ち時間が長い時がありました。

入院患者さんより

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、ご家族の皆さんに満足頂ける
医療が提供出来る様、スタッフ一丸となって取り組んで参ります。

看護師さんやリハビリの先生方、皆様に良くして頂き、不安な入院生活も安心して母をお願いする
ことが出来ました。本当にありがとうございました。お礼の言葉

病院からの回答

明けましておめでとうございま
す。

本年も総合南東北病院をどうぞ
宜しくお願い申し上げます。



1 ２みな・みな・ねっと1月号 みな・みな・ねっと1月号

規則正しい生活習慣を維持するのはなかなか難しく、健康を気にして健康食品を利用される方も多いのではない
でしょうか？

ワルファリン（血液をサラサラにする薬）という薬は、ビタミンKを含む食品を摂取すると効果が減弱してしまう
ことが知られています。このように体に良かれと思って摂取する健康食品が逆効果となる場合もありますので、
ご紹介します。

～健康食品は必ずしも安全とは限りません。まずは食生活が基本である
ことを忘れずに活用することを心がけましょう～

薬と健康食品の飲み合わせ
薬局　薬剤師　菅生亮太薬局だより

地震を想定した防災訓練を行いました

14:00 ～ 15:00　　　　  当院 1 階売店前時間 場所

地域の皆さんが健康で楽しく生活するための「良い生活習慣」のヒントとなれるよう、セミナーを
開催しています。事前予約は不要です。お気軽にご参加ください。

生活習慣病セミナーのご案内

■ミニ健康講話
・花粉症のくすりについて〈薬局〉
・つらい膝・腰の痛み　改善運動〈リハビリテーション科〉

■糖尿病教室
・糖尿病足病変の予防 －フットケア－〈看護部〉

日　時 講座名〈講座担当〉

２ 月 14 日(木)

２ 月 28 日(木)

※演題名は変更になる場合がございますので、ご了承ください。

組み合わせ①
ビタミンK含有食品（納豆、クロレラ、青汁等）×ワルファリン
→ワルファリンの作用が弱まる可能性があります。

組み合わせ②
ミネラル（カルシウム、マグネシウム等）含有食品×アクトネル等（骨粗鬆症薬の一部）
→吸収が阻害されてしまい、作用が弱まることがあります。

組み合わせ③
ミネラル（カルシウム、マグネシウム等）含有食品×レボフロキサシン等
（抗菌薬の一部）
→吸収が阻害されてしまい、作用が弱まる場合があります。

組み合わせ④
カルシウム含有食品×ジゴキシン、ラニラピッド等（心臓の薬の一部）
→作用が強まってしまい、副作用（不整脈、嘔吐等）が出やすくなることがあります。

組み合わせ⑤
カフェイン含有食品×テオフィリン等（気管支拡張薬の一部）
→中枢神経刺激作用が増強する可能性があります。

【参考】
国立研究開発法人　医薬基盤・健康・栄養研究所ホームページ
https://hfnet.nibiohn.go.jp/

【参考】
標準救急医学　第4版（監修：日本救急医学会、出版社：医学書院）

救急車の歴史
救急看護認定看護師　西谷佳功

認 定
看 護 師コラムコラム
明けましておめでとうございます。
私は、2018年に救急看護認定看護師となり、外来の主に救急処置室で勤務させていただいております。
ところで、救急車の始まりは、19世紀初めナポレオン戦争でナポレオン軍の軍医長であったドミニク・ジャン・

ラーレー（Dominique Jean Larrey）が考案したとされています。ラーレーは、軍救急部隊を編成し、迅速な治療を
行うため、戦場から野戦病院に搬送するシステムを構築したとされています。当時の搬送手段は、馬やラクダを使用
したもので、自動車が普及し始めた1920年以降に救急車は自動車が主な手段となってきました。

日本では、1931年（昭和6年）に日本赤十字社大阪支部が救急車を配備したのが最初の救急車とされています。
当時の救急車の運営は、警察機構によるものでありました。1963年（昭和38年）に消防法が一部改正され、消防機関に
よる救急業務が法制化されました。1991年（平成3年）には、救急救命士法の制定が行われ、救急車に救急救命士が
搭乗するようになりました。また、現代の救急車は、AEDや医療機器など高度な医療機器を搭載する救急車が増えて
きています。

さて、年々救急車出動件数は増加傾向にあり、2016年（平成28年）は約621万件で過去最多でした。救急車が現場に
到着するまでの時間は、全国平均8.5分となっています。2025年には救急搬送件数はピークを迎え、救急車の現場到
着時間もさらに延長すると見込まれています。

救急車が来るまで、自分たちでできることを行うためにも救命処置や応急処置の方法などを確認しておくことが
大切だと思います。

職員による防災訓練が11月27日（火）午後2時から行われ患者さんの避難誘導の手順等を確認し合いました。
今回は、震度6強の宮城県沖地震が発生したことを想定した訓練でした。

各病棟では、イーバック＋チェア※を用いて患者役の職員を搬送。互いに声を掛け合い、状態を確認しながら行って
いました。また、避難誘導では安全に避難できるように周りに注意しながら「災害対策本部はこちらです」等と
積極的に声がけをしていました。

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。今回の訓練を生かし、災害発生時に適切な対応を行えるよう職員一丸となって努めて参ります。
※イーバック＋チェア：座ったままで階段を降りることができる器具

イーバック+チェアを用いた搬送訓練 避難誘導

避難状況を報告 訓練後、災害対策本部で講評を聴く職員たち

（軽い運動を行いますので動きやすい服装でお越しください。）
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第31回 南東北連合学術学会が開催されました

第73回 健康医学セミナーが行われました

岩沼市の植栽活動に参加しました

第31回 南東北連合学術学会が11月3日（土・祝）、郡山市の（一財）脳神経疾患研究所附属 総合南東北病院で開催され、
南東北グループ7法人の病院や施設で働く医師や看護師など約500名が各地から参集しました。

今回は、一般演題37題（医師・看護・リハビリ・介護・コメディカル）、ポスター演題16題（看護・介護・コメディカル）の
計53題の発表があり、当法人からは4題の演題発表を行いました。

午後3時から審査結果が発表され、当法人は南東北地域包括支援センター 小菅瑠美副主任が発表した「『自立支援型
地域包括ケア会議』を開催しての考察」がポスター部門の銅賞を受賞し、リハビリテーション科 理学療法士 安孫子洋主任が
発表した「回復期リハビリテーション病棟におけるサルコペニア（大腿筋肉減少症）の積極的治療結果」がリハビリ部門で
第2位に選ばれました。そして、研修医 黒瀬裕樹先生が発表した「過換気症状で発症した悪性リンパ腫中枢再発の一例」は
医師部門の学術学会会長賞を受賞しました。

閉会式では渡邉理事長が「発表者は緊張していたと思うが、内容は一人ひとり素晴らしく明確だった。日々の努力が
そのまま積み重なり結果に繋がると思うので、また来年も頑張ってほしい」と講評し、入賞者や参加者を讃えました。

参加した職員は、互いの知識を共有し合い、今後の業務へ活かしていこうと気持ちを新たにした様子でした。

みな・みな・ねっと1月号 みな・みな・ねっと1月号

待ち時間にできる
　　　　肩こり改善運動
リハビリテーション科　作業療法士　小野歩美

ワンポイント

リハビリリハビリ
寒い日が続くと肩こりに悩まされる方も多いのではないでしょうか。

首の後ろや肩の重苦しさ、痛みはとても厄介です。そこで今回は待ち時間に
出来る肩こり改善運動をご紹介したいと思います。

（２）僧帽筋中部のストレッチ(背中伸ばし)
①両手を両肩の水平線上まで上げ(前ならえの様な状態)、そこから両手を

　　真っ直ぐ前に出しながら背中を少しずつ丸めるようにストレッチ
　  していきます。痛みの出ない範囲まで伸ばせたら10秒キープ。ゆっくり
　　体を起こします。

②次に、背中の後ろで手指を組んだ状態で肩甲骨を寄せます。①と　　   
　　同様に、痛みの出ない範囲まで伸ばせたら10秒キープします。

うまく行えましたでしょうか？効果的な対処法については、今回紹介
しました運動以外にもたくさんあります。個人によって差がありますので、
マッサージやツボ押し、入浴時に肩まで浸かり肩を温めるなど自分に
合った方法を見つけていきましょう。疑問等がありましたらお気軽に
リハビリスタッフまでお声がけください。

なぜ肩こりは起きるの？
肩の筋肉に負担がかかった状態が続くと、筋肉に乳酸という疲労物質が

溜まります。すると、筋肉が固くこわばってきて血管を圧迫し、その結果
血行が悪くなってしまいます。これが肩の痛みやコリが生じるメカニズム
です。主に首から肩にかけての筋肉である僧帽筋に起こると言われて
います。また、あまり知られていませんが頭は全体重の10分の1もの重さが
あると言われているため、肩は負担の大きい場所とも考えられます。

運動方法の紹介
（１）僧帽筋上部のストレッチ(首伸ばし)

椅子にしっかりと座り、後頭部で手を組みゆっくりと顔を下に向ける
ように伸ばしていきます。この時、背中は丸めずにしっかりと伸ばしま
しょう。首裏と背中側の筋肉が伸びているのを感じながら20秒キープ。
ゆっくりと戻しもう一度同じ動作を行います。

同じ手順で左右、斜め方向にもストレッチすると効果的です。

学術学会長より賞状を贈られる黒瀬先生（右）

第73回 健康医学セミナーが11月17日（土）当院で開催され多くの方に参加頂き
ました。

第1部は、佐々木みゆき院内感染管理者・看護師長が「呼吸器感染症予防について」と
題して肺炎及び肺炎球菌性肺炎について詳しく話しました。

続く第2部は、座安清呼吸器内科科長が「この冬のインフルエンザ対策」に関して、
実際の症例をあげながら感染経路や予防法について詳しく説明しました。

それぞれの講演後には、肺炎や誤嚥性肺炎の予防法や
インフルエンザのワクチンを受ける時期・治療薬など
セミナー内容に関する質問が数多く寄せられ、講師は一人
ひとりへ丁寧に回答しました。

（左から）講演する佐々木師長、座安先生

岩沼市の植栽活動が11月10日（土）午前9時から
行われ、当法人からも4人が参加し地域住民の
皆さんと一緒に里の杜地区道路沿いの花壇に
ビオラを植えました。

岩沼市では公共の場の花壇やプランターに
植栽する活動を行っており、毎年春と秋の年2回
花の植替えをしています。花壇は、地域の皆さんの協力で管理されています。病院にお越しの際は、きれいなお花も
ぜひご覧ください。
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※（　）内は平成29年11月の件数

明けましておめでとうございます。吐く息が白く、寒い日々が続いていますが、いかが
お過ごしでしょうか。本年も皆様にとって素晴らしい一年になりますように心からお祈り申し
上げます。これからも、みなみなねっとでは患者さんの日々の生活に役立てて頂けるような
健康情報などを積極的に発信して参りますので、どうぞよろしくお願い致します。

編 集

後 記

11月の救急車搬入件数

岩　沼

名　取

亘　理

62（72）台

62（44）台

49（66）台

13（  14）台

4（    3）台

190（199）台

仙　南

その他

合　計

免疫力 UP!
老化予防にも♪免疫力 UP!
老化予防にも♪ 黒豆ご飯 [材料 3合分]

作り方作り方

栄養価（１人分）
エネルギー：253kcal

管理栄養士　戸田友里

①お米は、といでから通常の水加減で炊飯器に入れて
吸水しておきます。

②黒豆をフライパンで10分ほど乾煎りします。
　（弱火で皮が割れる程度まで）
③熱湯250㏄に黒豆を加え、10分以上蒸らします。
④③を汁ごと①に入れ、少し混ぜてから炊飯します。
（お好みでゴマ塩をかけても美味しく食べられます）
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岩沼駅から車で5分、徒歩15分
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社会医療法人 将道会

総合南東北病院

黒豆は縁起物としてお節料理に入っていますが、
黒豆の黒色は、魔除けの色・邪気を払う色とされて
います。関西では、しわが寄らないようにふっくらと
仕上げ、関東では、しわができるように仕上げて、
「しわがよるまで長生きできますように」と言う思い
を込めているそうです。

黒豆は「アントシアニン」と言う成分が多く含まれ、

抗酸化作用を持っています。免疫力を高めたり、老化
予防の効果が期待されています。また、ビタミンB₁や
ビタミンEも含まれているため、疲労や肌荒れにも良い
食材です。

黒豆ご飯は、黒豆を炒ることで香ばしくなります。
お湯で蒸らす工程を省いても仕上がりますが、蒸らす
ことでお米がきれいな濃いピンク色に染まります。

み な・み な・ねっと 1 月 号

新年のご挨拶
理事長　渡邉一夫

明けましておめでとうございます。
平成31年、西暦2019年の年頭の挨拶を理事長渡邉

一夫より謹んで申し上げます。
さて、昨年も国内外で様々な出来事がありました。

国内では、1月に普段雪の少ない関東甲信地方や東北地方の
平野部でも大雪が降り、夏には台風による豪雨や高潮で
西日本を中心に全国的に広い範囲で大きな被害が
ありました。さらに、北海道では震 度 7を記録する
大地震によって、大変な物的・人的被害に見舞われた
1 年でした。昨年に限らず、近年は自然災害が多発する
ようになりました。政治では、第四次安倍政権の成立
など、民意は継続安定を求めました。医療・福祉行政に
おいても今までの流れが継続することになると思い
ます。また、スポーツ界では、数多くのパワハラ等の報道が
あり、社会常識との乖離が顕在化し、旧態依然とした
組織の在り方が問題視され、東京オリンピックが迫る中、
改革の必要性が広く認識されました。

世界に目を向けますと、政治・経済面では、アメリカの
トランプ大統領と北朝鮮の金委員長が昨年6月に歴史
的な会見を行って以降、期待した拉致問題や非核化は
進展せず、朝鮮半島の状況は不透明です。さらに、中国と
アメリカの貿易摩擦も深刻さを増して、世界経済に
影を落としています。また、中東情勢の不安定化による
原油の高騰など、グローバル化が進む中で、日本へも
大きな影響が懸念されています。

そのような中で、昨年は、南東北グループにとって
嬉しいことがありました。吉本高志最高顧問が長年の
研究と教育に対する功績により平成30年春の叙勲で、
瑞宝章では最高位の瑞宝大綬章を受けられたことです。

私を始め、南東北グループ全体にとって、大変誇らしい
慶事でありました。

さて、近年の病院や介護福祉施設における、虐待や
殺人などの凶悪な事件が後を絶ちません。改めてグループの
理念である「すべては患者さん・利用者さんのために」を
肝に銘じて、取り組んで参りたいと考えております。

また、国が進める働き方改革についてですが、今後
さらに、国は長時間労働の是正、多様で柔軟な働き方の
実現を進めることとしています。時間外勤務削減の取り
組みは、昨年も重点項目として取り組んできたところ
ですが、今年は、さらに国の改革に合わせた取り組みを
進めます。それぞれ知恵を出し合って生産性を維持しつつ、
職場における協力体制の強化、柔軟な働き方、業務の
効率化を推進したいと考えております。

院内感染については職員の適切な対応によって現在
問題なく対処されていますが、今後もしっかりと継続
するとともに、インフルエンザ、ノロウイルス、風疹等の
感染や食中毒防止には、万全を尽くしてまいります。

南東北グループは社会保障費の予算が枯渇している
状況で、今後も施設・設備・人員を有効に活用するため、
医療・介護・福祉の機関を一極集中化にしていく国の
政策に併せ、グループ内での更なる交流や経営の一体化を
推進し何ができるかを常に考え、理念である「すべては
患者さん・利用者さんのために」をモットーに掲げ、
使命感に燃え、奉仕の精神を尽くし、大きな目標に
向かって昨年にも増して地域医療・福祉の提供に尽力して
参る所存です。

本年もどうぞよろしくお願いします。

総合南東北病院

お米…………………………
黒豆…………………………

２合
100g

VoiceVoice 患者さんからの声

病院からの回答

ご意見
外来患者さんより

長時間お待たせしてしまい、申し訳ございません。ご意見を頂きました日は緊急で検査、処置を
要する方がおり、待ち時間に遅れがございました。アナウンスを徹底すると共に、お待ちになられて
いる方への声掛け・容態確認等、配慮を徹底して参ります。

脳神経外科を受診しましたが、待ち時間が長い時がありました。

入院患者さんより

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、ご家族の皆さんに満足頂ける
医療が提供出来る様、スタッフ一丸となって取り組んで参ります。

看護師さんやリハビリの先生方、皆様に良くして頂き、不安な入院生活も安心して母をお願いする
ことが出来ました。本当にありがとうございました。お礼の言葉

病院からの回答

明けましておめでとうございま
す。

本年も総合南東北病院をどうぞ
宜しくお願い申し上げます。


