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新年のご挨拶
社会医療法人 将道会
理事長　渡邉一夫

新年明けましておめでとうございます。令和3年、西暦
2021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。

今年は世界的なパンデミックとなっている新型コロナ
ウイルス感染症が蔓延する異常な状況下で新年を迎え 
ました。昨年は、新型コロナウイルス感染症との闘いに 
全力を挙げて参りましたが、本年も南東北グループ全職員
一丸となって、医療・福祉・介護の分野で力を発揮し、 
全国の人々と共に、平穏な世界を取り戻し、希望にあふれる
未来を創造してまいる所存です。

昨年、国内外では様々な出来事がありましたが、年の
初めから１年を通して新型コロナウイルス感染症関連の
ニュースが世界を席巻しました。令和2年1月に新型コロナ
感染症が中国、武漢市でパンデミックを引き起こし、最初の
都市封鎖が実施されました。その後、世界に感染が拡大し、
日本においては、東京オリンピック・パラリンピックの 
開催が本年に延期され、4月には安倍首相が緊急事態宣言を
発令することとなりました。さらに、全国民を対象に 
10万円の特別定額給付金が交付されるなど、前例のない
政策が次々と実施されました。しかし、全国民の活動の 
制限や自粛、出入国制限、飲食・観光業等の不況などで、
日本、さらに世界経済に与える影響は計り知れない状況と
なっています。

また、今回の世界的なパンデミックにより、私たちの
生活様式は新たなものに見直す必要に迫られました。 
リモートによる会議、在宅勤務、3密の回避、学生の
Web授業、都道府県を跨ぐ移動・帰省の自粛など一つ 
ひとつ挙げるときりがありません。

このような国民生活が脅かされる状況の中、南東北 
グループは多くの地域の皆さんへ自治体や医師会と連携 

して発熱外来を設置するなど、地域の医療サービスの維持・
確保に大きな貢献をしています。

さらに、福祉・介護においても、徹底的な感染防止 
対策を行い、利用者さんが必要とする良質なサービスを 
絶やすことなく、各地域において事業を継続しています。

南東北グループでは、世界的な危機に対し各地域の 
現場において医療崩壊をくい止め、命を守るために全力を
挙げています。それぞれの病院、施設に従事する職員の 
皆さんを誇りに思うと共に、心から感謝申し上げます。

さて、国政においては、連続在職日数が歴代最長となった
安倍晋三内閣から第99代の菅内閣に代わりました。 
アメリカ合衆国では、共和党のトランプ大統領から民主党の
バイデン大統領に代わります。昨年は、政治的変革の年で
ありましたが、新型コロナウイルス感染症の影響により、
多くの国民が医療の重要性を再認識することで、社会に 
おける医療・福祉のあり方にも変革があるものと思います。

南東北グループが今後も着実に発展して行くためには、
社会環境の変化を的確に捉え、それに順応していかなければ
ならないと考えております。近年は地震、台風などの自然 
災害も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、改めて 
防災・減災体制の強化に努めたいと思います。

今年は、新型コロナウイルス感染症以後の医療・福祉
体制を構築する重要な節目を迎えることになります。南東北
グループは、今年も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」を実践するため使命感に燃え、
奉仕の精神を尽くし、大きな目標に向かって全力で取り 
組んでまいります。

本年もどうぞよろしくお願いします。

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。
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リハビリ
ワンポイント

　本格的な冬の到来を迎え、寒さによる身体の不調に悩まれている方も多いのではないでしょうか。慢性的な
腰痛を抱えている方は、骨盤まわりの筋肉の柔軟性が低下している場合が多くみられます。寒さのために 
外出や運動する機会が減る時期ですので、腰痛を悪化させないように気をつけていきましょう。

①丸めたタオルをお尻の
出っ張り（座骨）に当て
腰掛けます。両手を胸の
前で組み、息を吐きながら
へそを中心にへこませる
ように上体を丸め骨盤を
後ろに倒します。

①手を前で組み、できる
だけ大きくお尻で円を描き
ます。頭の位置は変えず
体幹部分をしっかりと 
回すのがポイントです。

②息を吸いながら上体を
前に戻し、骨盤を起こし
ます。
　このときは腰を反らさず
胸を開くように起こし 
ましょう。

②逆回転もやってみま
しょう。右前・右後・左前 
・左後で動かしにくい 
方向があれば、その方向へ
重点的に動かすことで 
柔軟性が高まります。
　息は止めずに自然な 
呼吸で運動することで、
リラクゼーション効果も
得られます。

腰痛体操で予防しようpart1
～座ってできる腰痛体操～

リハビリテーション科　理学療法士　遠藤理紗

【参考】理学療法ハンドブック　シリーズ3　腰痛

●前後運動　ゆっくり10回（前後に往復）

●円を描く運動　ゆっくり10回（右回転・左回転）

座ってできる腰痛体操
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薬局
  だより

インフルエンザ治療薬について

薬局　薬剤師　武田真由美

因果関係は不明ですが、10歳以上の未成年の患者さんがインフルエンザ治療薬服用後に異常行動を 
起こし、転落等の事故に至った例が報告されています。お子さんを１人にしないよう注意してください。

未成年の患者さんは

　タミフルはカプセルだけでなくドライシロップもあるので、カプセルが苦手な患者さんも飲みやすい剤型を
選択することができます。イナビルは単回投与で終了のため便利です。2018年に発売されたゾフルーザは、
吸入ができない患者さんでも1回の内服で投与が終了できます。

メリット・デメリット

タミフル 1回1カプセルを1日2回、5日間服用します。

リレンザ 1回2ブリスターを1日2回、5日間吸入します。専用の吸入器を使用します。

イナビル 1回2キットを吸入します。

ラピアクタ
1回300mgを15分以上かけて点滴します。
重症の場合や、内服・吸入での治療が困難な場合に使用します。

ゾフルーザ
1回40mg（20mgを2錠）を服用します。
体重が80kgを超える場合は倍量の80mg（20mgを4錠）を内服します。

インフルエンザ治療薬の種類

•手洗いうがいをする　
•人ごみを避ける　
•お部屋の換気をする
•十分な休養と栄養バランスの取れた食事をとる　
•適度な湿度を保つ　　など

以上のようなことを心がけ、しっかりと予防に努めましょう。

予防をしっかり
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南東北
看護師コラム

Column 骨粗鬆症とはどんな病気？

骨粗鬆症マネージャー　藤井　純

1．骨粗鬆症とはどんな病気ですか？
骨は一度できあがってしまうと、その後変わらないもののように思われがちですが、実は古くなり劣化 

した骨は、メンテナンスされて新しい骨へと生まれ変わっていきます。これを骨の新陳代謝（骨のリモデ 
リング）といいます。健康な骨では、骨吸収（骨を壊す働き）と骨形成（骨をつくる
働き）のバランスがつり合っています。しかし、骨粗鬆症では骨吸収がどんどん進んで
骨形成を上回り、骨量が減少して骨強度が低く、もろい状態となってしまいます。 
そのため骨折しやすくなる、全身性の骨格の病気です。

2．どれくらいの患者さんがいますか？ 
日本には約1300万人の患者さんがいると言われています。高齢の女性に多くみられる病気で、50代から

増えはじめ、70歳以上では約半数がこの病気になるといわれています。

3．どのような特徴、症状があるのでしょうか？
骨粗鬆症の特徴的な症状としては、
①背中が丸くなる　②背が縮む　③背中や腰が痛くなる　④骨折しやすくなる　

と一般的に言われています。症状が現れにくく、いつの間にか進行しています。「いつのまにか骨折」と
CMで言っているのがまさにこれです。気が付かずに骨折をして、検査をしてわかるケースが多くなります。
実際に治療を行っている人は全体患者数の1/4程度の、約300万人と言われています。

4．どのような検査を行うのでしょうか？
骨粗鬆症は、骨折を起こす前に正しい検査を行って、事前に予防することが非常に重要です。まず、骨密度

検査を行う必要があります。その後、血液検査を行い骨の代謝を 
調べます。当院では背骨、大腿骨での骨密度検査が可能です。骨密度
検査は他にも踵

かかと

や橈
とう

骨
こつ

（前腕にある親指側の骨）でも可能ですが、
最も精度が高く推奨されているのが大腿骨の骨密度検査になります。 
検査結果から骨粗鬆症かどうかの診断ができます。

5．骨粗鬆症の治療はどのようなものがありますか？
『運動療法』『食事療法』『薬物療法』の3本柱で治療を行っています。その中でも薬物による治療介入が

推奨されています。治療薬には内服、注射など様々なものがありますが、当院では治療効果の高い注射剤 
での治療を積極的に行っています。骨粗鬆症のことで心配な際には当院整形外科外来へご相談ください。 

「認定看護師コラム」は担当者の追加に伴い、今号より「南東北看護師コラム」と名前を新たにして
スタートいたします！より幅広い内容をお届けして参りますので、どうぞよろしくお願いします。

令和2年12月現在、当院整形外科は新患受付が10：00まで（月～土）となっておりますが、
急な休診や受付終了時間が早まる場合がございます。来院前にお電話にて当日の受付時間を
確認頂くようお願い致します。
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令和2年11月から、腎臓内科専門外来を開設いたしました。

宮城県南部に腎臓内科を担う総合病院が少ないことから、その受け皿となるべく、令和2年11月より 
腎臓内科専門外来を開設いたしました。

当院は透析導入撲滅を目標に掲げております。透析回避には慢性腎臓病の初期からの医療
介入が肝要です。尿所見異常、軽度の腎障害など軽症の症例でもお気軽にご相談ください。
勿論、透析導入、腎生検まで腎臓内科に求められるすべての疾患に対応可能で、症例に応じ
若林病院と連携して精査、加療させていただきます。

宮城県南における腎臓内科医療の窓口となり、機能を果たしていきたいと考えております。
よろしくお願いいたします。

腎臓内科専門外来　安藤重輝

地域包括ケア病棟とは、急性期治療を経過し病状が安定した患者さんに対して、在宅や介護施設への復帰
支援に向けた医療や介護を行う病棟です。

本来、一般病棟で症状が安定すると早期に退院していただくことになっております。しかし、病状が安定
していても日常生活に支障をきたす障害が残るときもあります。退院してご家族がすぐ介護できるとは 
限りません。地域包括ケア病棟では、歩行困難や食事摂取が進まない患者さんに対しリハビリを行い、日常
生活上の問題点を解決するよう60日を限度とし社会復帰を支援しています。入院患者さんはもちろんですが、
ご家族の準備期間として色々な介護指導や行政の手続きの仕方など、医療相談員との面談を行い在宅療養や
施設などで困らないようサポートを行います。在宅療養をされている方でも、入院しての治療・処置の他、
リハビリが必要な場合は当病棟を利用しております。最近では神経難病の方が定期的に利用される事も多く
なっています。

わが国では、2025年には4人に1人が75歳以上という超高齢社会となり、介護が必要な方が多くなる 
ことが予測されています。2014年に、要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の
最期まで続けることができるよう、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される「地域包括
ケアシステム」の構築を実現することが国から明示されました。地域包括ケア
病棟は、そのシステムを支援する病棟であると考えます。年齢を重ねると、 
筋力の低下や認知力の低下は否めません。どんな障害があってもその人らしく
暮らせる社会の実現が理想と言えます。

当病棟は医師をはじめ、看護師・認定看護師・看護アシスタント・理学療法士・
作業療法士・社会福祉士・管理栄養士・薬剤師でチーム医療を行っております。
地域の皆様が安心して暮らせるようお手伝いできればと思っています。

南 7 病棟　看護師長　高橋明美

南7病棟（地域包括ケア病棟）のご紹介

〈診 察 日〉　毎月第2・第4の火曜日　
〈診療時間〉　9時30分～11時30分　
　　　　　　※午前のみ

〈担 当 医〉　安藤重輝　宮澤恵実子

〈主な対象疾患〉
●腎不全（慢性、急性）　●尿所見異常　●血管炎
●糸球体腎炎　●ネフローゼ症候群　●透析導入　
●慢性腎臓病　　等

腎 臓 内 科 専 門 外 来 の ご 案 内
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社会医療法人 将道会

総合南東北病院

作り方
①�玉葱はみじん切りにし、しんなりするまで炒める。
そこに鶏ガラスープの素と水を入れ、玉葱が好みの
かたさになるまで火を通す。
②�①にみじん切りにしたハムと牛乳を入れ煮立ったら、
ご飯とチーズを入れ混ぜる。
③�②のチーズが溶け、馴染んだら器に盛り、パセリ
パウダーをふる。

［材料　2人分］
玉葱……………………小１/2個
鶏ガラスープの素……小さじ1と1/2
水………………………50cc
ハム……………………2枚
牛乳……………………200cc
ご飯……………………2膳分
とろけるチーズ（スライスチーズや
　　ピザ用チーズなど、お好みのもの）………80g
パセリパウダー………適量

介護老人保健施設サニーホーム
管理栄養士　吉田あずさ

編集
後記

　明けましておめでとうございます。今月号から認定看護師コラムが新しく「南東北看護師
コラム」に変わりました。認定看護師に加えた、様々な資格を持つ看護師による更に充実�
した内容のコラムをお届けして参ります。本年もどうぞよろしくお願い致します。

患者さんからの声Voice
入院患者さんより【お礼の言葉】

松島先生、西村先生の対応が素晴らしかった。担当看護師の方々の
対応もテキパキとしており、素晴らしかった。まさに院是の「すべては
患者さんの為に」が適切に実践されております。本当にありがとう�
ございました。

病院からの回答

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、ご家族の方に満足頂ける
医療が提供出来る様、職員一丸となって取り 
組んで参ります。

簡単チーズリゾット
カルシウム豊富！

　日本人の食事で不足しやすい栄養素の1つに、カルシウム
があげられます。カルシウムの1日の摂取目安量は成人
男性で700～800mg、成人女性では600～650mgが
推奨されています。（日本人の食事摂取基準2020より）
全年代で摂取量は不足しがちだと言われており、理由は
いろいろありますが、伝統的な和食に乳製品があまり�
使われない事もその1つだと考えられます。牛乳は吸収率
の高いカルシウムを豊富に含み、一度に多くの量を摂取
出来ます。冷たい牛乳を飲むのは苦手という方も、料理に
是非使ってみてはいかがでしょうか。

栄養価（1人分）
エネルギー：500kcal　塩分：2.4ｇ
カルシウム：365㎎


