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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。

社会医療法人 将道会総合南東北病院
http://www.minamitohoku.jp/

随時更新中
当院ホームページへアクセス

岩沼　総合南東北病院 検索〒989-2483 宮城県岩沼市里の杜1丁目2番5号
TEL：0223-23-3151  FAX：0223-23-3150

新年のご挨拶
社会医療法人 将道会
理事長　渡邉一夫

明けましておめでとうございます。令和2年、西暦2020年の
年頭の挨拶を理事長・総長 渡邉一夫より謹んで申し上げます。

本年は、新たな元号「令和」となって初めての新年を迎えると
ともに、東京オリンピックが開催される年でもあります。南東北
グループ全職員一丸となって医療・介護・福祉の新たな未来を 
切り拓いて行きたいと考えております。

さて、昨年も国内外で様々な出来事がありました。先ず、 
スポーツの話題では、大坂なおみ選手の全米オープンに続く全豪
オープンのメジャータイトル獲得、渋野日向子選手の全英女子 
ゴルフメジャータイトル獲得など女性の活躍が目立ちました。 
また、ラグビーワールドカップでの日本代表の活躍はいまだ新鮮な
記憶であり、“One Team”が流行語大賞にも選ばれ、全国に勇気を
与えてくれました。

次に、自然災害についてですが、9月に千葉県を中心に関東圏に
暴風被害をもたらした台風15号に続き、10月には台風19号が
大雨による河川の氾濫など関東から東北にかけ広範囲に甚大な 
浸水被害をもたらしました。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。緊急時、災害発生時の対応マニュアルや
ハード面の整備などの必要性が増してきておりますので、私たちの
周辺環境を見直し、より一層防災体制の強化に努めてまいります。

政治では、参議院選挙が実施され与党が過半数を占め、民意は
安定継続を求めました。医療・福祉行政においても今までの政策が
概ね継続することになると思います。そして、現政権の下に、
10月から消費税は10%に上がりましたが、私共はその厳しい 
環境の中で経営の効率化など収益の確保に努めてまいりました。

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
大統領が初めての北朝鮮入りを果すなど、金委員長との交渉を 
継続するも、拉致問題や非核化は進展せず、日韓関係も含め朝鮮
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
長期化し、世界経済に影を落としています。また、アメリカと 
イランの関係悪化など、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、日本への影響も大きくなっています。

昨年暮れに衝撃的な発表が厚労省から発表されました。 
2019年に生まれた子どもは86万4千人となり、前年より5万 
4千人少なく、国立人口問題研究所の予想をはるかに上回る勢いで
少子化が進んでいます。一方死亡数は戦後最も多い137万人で、
出生数から死亡数を引いた自然人口減は51万人と初めて50万人を
超えたようです。このことは分かりやすくいうと、毎年鳥取県 
ひとつの人口が消失するということになります。

このような社会背景のなかで厚労省は病院機能再編、合併・ 
集約化を打ち出しています。昨年は424の自治体病院が病院 
機能の見直しを迫られ、集約化を促されています。我々民間病院も
これとは無関係であると安穏としてはいられないと考えて 
おります。近い将来、病院機能の集約化と再編が現実のものと 
なると思われます。その時当院は、現在の急性期病院を維持 
するのか否かを問われることになります。これに対する答えは 
言うまでもありません。今までよりもさらに救急医療を主軸に 
した急性期病院として生き残る以外の結論はありません。

また昨年消費税10%にアップした影響で、当院のような医療
材料を沢山使用する急性期病院は消費税分を診療報酬増加分で 
賄いきれず、利益減少が見込まれます。これもまた、厳しい医療
環境と言わざるを得ません。職員一丸となって対策を立てる必要が
あると考えております。

さて、南東北グループが将来にわたり、質の高い医療・介護・
福祉サービスを提供し、患者さんや利用者さんから信頼され 
選ばれる病院・施設であり続けるには、職員一人ひとりが質の 
向上を常に心がけ、一人ひとりが意識して知識を広げることが 
大事だと考えております。

今年も南東北グループの理念である「すべては患者・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・福祉に
邁進してまいる所存でございます。

本年もどうぞよろしくお願いします。
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第85回健康医学セミナーが11月16日（土）当院2階講堂で開催され、多くの方に参加頂きました。
第1部は座安 清 呼吸器内科科長が「呼吸器疾患のある人のインフルエンザ対処法」に関して、インフル

エンザと肺炎球菌性肺炎の症例や予防法、感染経路について話しました。
続く第2部は佐々木みゆき 看護師長・院内感染管理者が「予防接種で防げる大人の感染症」と題して、

高齢者に多い感染症とは何か、その予防法とワクチンについて話しました。
それぞれの講演後には、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。

第85回健康医学セミナーが開催されました

認定看護師
コラム Column

肺炎球菌ワクチンについて

感染管理認定看護師　熊谷亜希

肺炎は、日本人の死因の第5位です。高齢者の肺炎の原因で最も多く、重症化しやすいものが肺炎球菌です。
無症状のまま鼻やのどに定着していることも多いのですが、免疫機能が低下していると肺炎球菌感染症に 
かかりやすく、かつ重症化する危険性が高くなります。さらに、心筋梗塞や狭心症などの心臓の病気、喘息や
COPDなど呼吸器の持病を持っている方、血液・リンパのがんの方、脾臓を摘出した方はそのリスクが 
高くなると言われています。このように免疫力が下がっていても、肺炎球菌への抵抗力を高めるために肺炎
球菌ワクチン接種が勧められています。

こちらの予防接種に用いられる23価肺炎球菌ワクチン（ニューモバックスNP®）は、その名の通り 
23種類の肺炎球菌の型に効果があるとされています。この型は、成人において重症度が高い肺炎球菌 
感染症の原因の約7割を占めています。接種してから免疫ができるまでは約3～4週間かかります。また、
インフルエンザ肺炎において最も高い頻度で検出される細菌は肺炎球菌です。インフルエンザの予防接種と
併用することで、より高い肺炎予防効果が期待できると言われています。

岩沼市における高齢者肺炎球菌予防接種は、今までこのワクチンを接種したことがない65歳以上の一定
年齢の方を対象に助成し、接種の機会を設けています。ただし、過去に1度でも肺炎球菌ワクチンを接種 
したことがある方は、定期接種の対象になりませんので、ご注意ください。

また、ワクチンの予防効果は、時間の経過とともに低下します。そのため特に感染
リスクが高い、脳梗塞や糖尿病、慢性心疾患などの基礎疾患のある方はワクチンの 
再接種をお勧めしています。ただし、5年以内に再接種をすると注射した部分の痛みが
強く出ることがあるため、一度接種したら5年以上の間隔をあけて継続的に接種する
事が望ましいです。

しかしながらワクチンを接種したからといって安心はせずに、日頃から手洗いや 
うがいを励行し、規則正しい生活で体調を整えていきましょう。

（左から）講演する座安先生、佐々木看護師長
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保湿剤について薬局
  だより 薬局　薬剤師　佐藤賢志

寒さが一段と増してきて、乾燥も気になる時期になりました。そこで今回は肌の保湿剤に関するお話を 
したいと思います。

　保湿剤は大きく①ワセリン製剤（皮膚に膜を張ることで水分の蒸発を
防ぐ・安くて低刺激）②ヘパリン製剤（皮膚に潤いを与える水分保持 
作用・血行促進作用・抗炎症作用）③尿素製剤（角質層の水分保持作用・
角質溶解作用）④その他の成分（ビタミンなど肌の新陳代謝を高める 
作用など）の4種類に分けられます。これらの成分は医療用医薬品だけ
ではなく、市販薬として販売されているためドラッグストアなどで 
お求めいただけます。

代表的な保湿剤の分類

保湿剤は皮膚に水分が含まれている状態で塗るのが良いと言われています。入浴後できるだけ早く塗る、
手洗い後すぐに塗るなどして皮膚から水分を逃がさないようにしましょう。どのような種類が良いのか 
迷った際は、お気軽に薬剤師までご相談ください。

保湿剤は塗るタイミングも重要

日　時 講座名（講座担当）

2月13日㈭ ■糖尿病教室　
・合併症について（眼・腎・神経）（看護部）

2月27日㈭

■ミニ健康講話
・花粉症のくすりについて（薬局）
・つら～い肩の痛み－予防体操講座－
　（リハビリテーション科）

※講座名等は変更になる場合がございますので、ご了承ください。

生活習慣病セミナーのご案内

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。

 時間  14:00 ～ 15:00
 場所  当院1階売店前

　保湿剤を選ぶポイントとしては、肌荒れがひどい場合には低刺激である
ワセリン製剤。水仕事などでかさつく場合にはヘパリン製剤。あかぎれ 
などで荒れる場合にはヘパリン製剤にビタミンが配合されたもの。ひじや
ひざ、かかとの乾燥が気になるという場合には尿素製剤というように、 
肌の状態で選ぶのも参考になるかと思います。

保湿剤を選ぶポイント
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第32回 南東北連合学術学会が11月3日（日・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。この学会は、日頃の研究の成果を発表し合い、医療・福祉についての知識を深めることを目的 
として、毎年文化の日に開催されています。

今回は、一般演題26題（看護・リハビリ・介護・コメディカル等）、ポスター演題18題（看護・リハビリ・
介護・コメディカル）の計44題の発表があり、当法人からは3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、輝く総合優勝は（一財）脳神経疾患研究所附属総合南東北病院 看護部 
感染対策室による「カルバペネム耐性腸内細菌科細菌（KPC型CRE）アウトブレイク対応の取り組み」に

決まり、渡邉一夫理事長から表彰状と賞金、優勝旗が贈られました。
閉会式では渡邉理事長が「学会を通して、我々の仲間にはこのような

素晴らしい研究をしている人がいるということを知ってもらえたと 
思う。引き続き来年に向かって頑張って欲しい。よりよい発表を期待
している」と講評を述べました。

参加した職員は、各グループ施設からの実りある発表を聴き、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。

11月13日（水）午後2時から介護老人保健施設サニーホームで「秋桜～コスモス～」の皆さんによるミニ
コンサートが行われました。

「秋桜～コスモス～」は、岩沼市で童謡を
中心とした歌を歌われる総勢13名のコーラス
グループです。今回は、秋の歌や昔の歌謡曲を
披露してくださいました。ピアノの生演奏に
あわせ「知床旅情」「山小舎の灯」「学生時代」
等、聞き馴染んだ歌に皆さん手拍子をされ 
ながら一緒に歌い楽しまれていました。

岩沼市の植栽活動が11月9日（土）午前9時から行われ、当法人からも5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。
「天気が良くてよかったね」「皆でやると早く植えられるね」などと市民の 

皆さんと声を掛け合いながら植栽を行い、1時間ほどで作業は完了しました。　
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、色とりどりのお花もぜひご覧ください。

介護老人保健施設サニーホーム　介護職　今野　恵

第32回 南東北連合学術学会が開催されました

「秋桜～コスモス～」の皆さんよるミニコンサートが行われました

岩沼市の植栽活動に参加しました
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リハビリ
ワンポイント

朝から寒い日が続き、布団から出るのが億劫な季節がやってきました。特にこの時期は寒さの影響で身体が
冷えて筋肉や脂肪が硬くなりやすく、身体の活動も制限されるので血流が悪くなります。その結果、疲労 
物質が血液に溜まり、痛みに繋がることもあります。また、血行不良が新陳代謝の低下を引き起こし、様々な
不調の原因ともなり得ます。そうなる前に、日常生活に少しでもストレッチを取り入れ、寒い冬も元気に 
過ごせるように対策をしておきましょう。

～ストレッチをした方がよい筋肉は？～
寒くなると血流が滞り“こむら返り”が起こりやすくなるため、ふくらはぎの筋肉をストレッチして予防

していきましょう。また、足の裏の筋肉は負荷がかかりやすく疲労しやすいため、日頃から伸ばして硬く 
ならないようにしましょう。

～ストレッチのご紹介～
ふくらはぎのストレッチ

【方法】・両足をそろえて立ち、片足を大きく1歩後ろに引く
　　　　両足のつま先と踵は平行になるように気を付ける
　　　・両手は前足の太ももに添えて前足に体重をかける
　　　　後足の膝は伸ばして踵を床につけ、頭から踵まで真っすぐ伸ばす
　　　・左→右を1～3セット繰り返す

足のストレッチ
【方法】・右足の膝を伸ばし、踵を床につけてつま先を天井に向ける
　　　・両手は足の付け根部分に添え、背筋を起こす
　　　・膝が曲がらないようにしながら身体を前に倒す
　　　・身体を前に倒しながら伸ばす
　　　・左右各1～3セット行う

痛みを感じない程度に、ゆっくり深呼吸しながら行いましょう。1日1回からでも継続することが大切 
です。寒さを乗り越え、暖かい季節に向けて元気な身体作りをしていきましょう。

リハビリテーション科　理学療法士　池田ひろか

【参考】公益財団法人長寿科学振興財団　健康長寿ネット　

冬におさえておきたいストレッチ

11月14日（木）午後2時から当院1階売店前で糖尿病教室を開催しました。
今回は「自宅でもできる糖尿病に対する運動療法」というテーマで理学 
療法士が話しました。

高血糖が持続すると、骨や筋肉、関節に悪影響が及ぶだけでなく、認知症や
他の疾患を誘発すると言われています。自宅でできる予防策として、糖尿病
予防に効果的と言われる有酸素運動や筋力トレーニングの他、認知症予防に
なる二重課題を取り入れた運動を紹介しました。ご自分のペースで、安全に
配慮し簡単なものから始めて頂ければと思います。

リハビリテーション科　理学療法士　渡邊妙子

糖尿病教室を行いました
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レシピ紹介
レシピ紹介

みな・みな・ねっと1月号

作り方
①�かぶは皮をむき、縦半分に切って5mm程度の厚さに�
切る。かぶの葉は小口切りにする。
②�フライパンにオリーブ油とにんにくチューブを入れて�
中火にし、油があたたまったら、かぶを入れ表面に焼き
色がつくまで炒める。
③�②に油を軽くしぼったツナと、かぶの葉を加えて、絡め
ながら炒める。
④�かぶの葉がしんなりしたら器に盛り付け、黒こしょうを
かける。

　春の七草である「すずな」は、かぶの昔の呼び名です。かぶの
根の白い部分にはビタミンCが多く含まれ、体の免疫力を高める
ことで、風邪予防などに繋がります。消化を助ける酵素も�
含まれており、年末年始で疲れた胃にも優しい食材です。
　今回彩りも兼ねて使用したかぶの葉ですが、実は根の部分�
よりもビタミンC、β－カロテンなどの栄養素が豊富に含まれ
ます。葉の部分を捨ててしまう方は少ないと思いますが、ぜひ
炒め物や味噌汁、浅漬けなどに使用して栄養を無駄にしない�
ことをお勧めします。
　このレシピは、塩を使わずツナとにんにく、黒こしょうで�
味や風味をつけた薄味料理という所もポイントです。
　ビタミンCの多いかぶで、風邪に負けずに寒い季節を乗り�
切りましょう。

［材料　2人分］
・かぶ（根の部分）…2株
・かぶの葉……………1株分
・ツナ缶………………1缶
・にんにくチューブ…5cm

栄養管理課　管理栄養士　曵地　望

編集
後記

明けましておめでとうございます。本年も、みなみなねっとでは皆さんの
お役に立つ情報をより充実させてお届けできるよう励んで参りますので、
どうぞよろしくお願い致します。

※（　）内は平成30年11月の件数

11月の救急車搬入件数
岩　沼

名　取

亘　理

27（  13）台

4（    4）台

230（190）台

79（62）台

59（62）台

61（49）台

仙　南

その他

合　計

駅
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岩

線
号
４
道
国
旧

）
ス
パ
イ
バ
（線
号
４
道
国

路
道
部
東
台
仙

警察署

岩沼駅から車で5分、徒歩15分

仙台空港

消防署

市役所

社会医療法人 将道会

総合南東北病院

冬を乗り切る！

かぶとツナの
ソテー

栄養価（1人分）
エネルギー：143kcal　塩分：0.4ｇ

・オリーブ油…小さじ1杯
・黒こしょう…少々

患者さんからの声Voice
入院患者さんより【ご意見】

患者に対してもう少し丁寧に接して欲しい。
言葉遣いも雑で気分が悪かった。

病院からの回答

大変失礼致しました。職員へご意見を報告すると共に、言葉遣いや接遇に
留意して対応を行う様、注意・指導致しました。

外来患者さんより【ご意見】

夜間に診断書の作成を受付へ依頼しようと�
したが、非常に長い時間を待たせられた。
夜間ということもあり、職員も少ないので�
立て込んでいた様だが、こちらも急いでいる。

病院からの回答

長時間お待たせしてしまい、申し訳ございませんでした。窓口に来られた
方への対応を最優先とし、その上でお待ち頂く状況ならば、その旨と 
待ち時間について説明することを徹底する様、職員へ注意・指導致し 
ました。また、速やかな会計処理に努めて参ります。


