
明けましておめでとうございます。寒い日が続いていますが、皆さんはいかが
お過ごしでしょうか。今月号の認定看護師コラムでは冬に多い病気として感染症が
取り上げられていましたが、新年の良いスタートが切れるよう予防など体調管理を
しっかりと行っていきたいと思いました。

本年も「みなみなねっと」をより充実した内容で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。
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すべては患者さんのために

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30年、西暦2018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。
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よるミサイル発射に伴うJアラートの一斉送信は初めての

ことでもあり驚きましたが、緊急時、災害発生時の対応を

再確認する必要を感じました。また、10月22日に行われた
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ドナルド・トランプ氏が就任して早や１年となりますが、

彼の言動によって世界経済・政治が右往左往しており、

安 定 感 に は 乏し く目 指 すべ き 方 向 性 も 不 透 明 で 、

北 朝 鮮 問 題 もは なはだ 流 動 的です。
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最大限の努力を払い、日々の業務に取り組み、地域における

自分たちの役割を着実に果たしていくことが大事だと考えて
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本年もどうぞ宜しくお願いします。
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TEL：0223-23-3151　FAX：0223-23-3150
http://www.minamitohoku.jp/
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豆腐とトマト缶の炒め物

豆腐の材料となる大豆の旬は秋から冬にかけてです。年中店頭に
並ぶ豆腐ですが、大豆収穫後の時期に作られる1～2月が豆腐の旬と
言われます。

豆腐に含まれる代表的な栄養素は、たんぱく質。畑の肉とも言われる
大豆から作られる豆腐には良質なたんぱく質が豊富に含まれます。
たんぱく質は体の中で筋肉を作り、免疫力も高めてくれます。

豆腐は肉や魚が食べにくくなってきたと感じる方にも食べやすい
食材であり、むせ込みがひどくなってきた方も絹ごし豆腐であれば食べ
やすいため、たんぱく質を摂るにはお勧めです。

また、女性ホルモンに似た働きをするイソフラボンも豊富に含まれ
ますが、イソフラボンは女性に嬉しい効果だけでなく、骨を強くしたり、
コレステロールの増加を抑えて動脈硬化を防いだりといった働きもあり
ます。

今回は、トマト缶を使い簡単に出来るレシピです。ぜひお試しください。
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[材料 4人分]
木綿豆腐………………………
ホールトマト…………………
豚肉（薄切り）………………
☆醤油…………………………
☆酒……………………………
サラダ油………………………
醤油……………………………
粉パセリ………………………

作り方作り方

栄養価（1人分）

エネルギー：168kcal   塩分：1.7ｇ

栄養管理課　管理栄養士　曵地望

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。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木綿豆腐は軽く重しをして水を切り、食べやすい
大きさのやっこに切る。

②豚肉は一口大に切り、☆で下味をつける。
③フライパンでサラダ油を熱し、②の豚肉を入れて

色が変わるまでよく炒める。
④③に豆腐を加え、豆腐の表面に焼き色をつける。
⑤豆腐に焼き色がついたら、ホールトマトを加える。

トマトが大きい場合は食べやすい大きさに箸で
切りながら豆腐が崩れないように炒める。

⑥醤油で味を整えたら、皿に盛り付け粉パセリをかける。
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生活習慣病セミナーのご案内

※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。

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。

日　時 講座名（講座担当）

１月25日（木）

2月  8日（木）

2月22日（木）

■糖尿病教室
・糖尿病のくすりを知ろう！（薬局）

■ミニ健康講話
・インフルエンザの薬について（薬局）
・チョコレートと健康（株式会社 明治）

■ミニ健康講話
・つら～い肩の痛み －予防体操講座－（リハビリテーション科）
・認知症サポーター養成講座（南東北地域包括支援センター）

14:00 ～ 15:00　　　　    当院 1 階売店前時間 場所
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特別公開講座　第61回健康医学セミナー
「超高齢化社会に向けて知っておきたい医療の知識」が開催されました

特別公開講座　第61回健康医学セミナー「超高齢化社会に向けて
知っておきたい医療の知識」が11月18日（土）午後1時から仙台市青葉区
のTKPガーデンシティ仙台 ホール13で開催され、101名の方が参加
しました。

まず、水野順一執行本部長が「当院には、仙台市をはじめ県北の患者
さんも多く訪れるようになり、私たちはどのような治療を行っているのか、
より多くの方へ知って頂きたいという思いで今回のセミナーを開催

しました。本日はご参加頂きありがとうございます」と開会の挨拶を述べました。続いて、菊地修事務長が
写真を交えながら当院の紹介を行いました。

講演は3部構成で行われ、超高齢化社会に向けて知っておきたい医療の知識をテーマに、「三叉神経痛・
顔面けいれん」「頚椎症・腰部脊柱管狭窄症」「がん放射線治療」について、それぞれの専門の医師がわかり
やすく話しました。また、開演前に行われた健康相談では、医師が参加者の方から症状相談等を受け、熱心に
アドバイスをしていました。

健康医学セミナーは毎月一回、当院2階講堂で行われており、仙台市での開催は今回が初めてとなります。
今後も、地域の皆さんの健康・医療に役立てる情報を積極的に発信して参ります。

講演内容
第1部 
顔の痛みと顔面けいれんでお困りの方へ－手術で治るかもしれない三叉神経痛と顔面けいれん－
社会医療法人 将道会 総合南東北病院　院長代行・脳神経外科部長・脳卒中センター長 西村真実 

第2部 
腰痛と手足のしびれ　加齢と病気（頚椎症、腰部脊柱管狭窄症）の見分け方と治療
社会医療法人 将道会 総合南東北病院
理事長特別補佐監兼執行本部長・低侵襲脊髄手術センター長 水野順一 

第3部 
からだにやさしいがん治療について　最先端のがん放射線治療について分かりやすく説明いたします
一般財団法人 脳神経疾患研究所附属 南東北がん陽子線治療センター長 村上昌雄

岩沼市の植栽活動に参加しました
岩沼市の植栽活動が11月11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。

日常生活のひと工夫
part２

リハビリテーション科　理学療法士　熊谷友里

ワンポイント

リハビリリハビリ
季節が変わり、新しい靴を購入する方も多くいらっしゃると思います。自身に合った靴選びが

できていないと様々な足の症状が出たり病気へと繋がります。今回は足に起こりやすい病気の紹介と
正しい靴の選び方のポイントについてお話しします。

足の形は大きく3パターンに分けられます。日本人にはエジプト型が多く、西洋人にはギリシャ型が
多いといわれています。

靴を試し履きする際は両足を試着し、上記のポイントを参考に、自身に合っているか確認して
みましょう。質問・疑問等ございましたら、お気軽にリハビリスタッフまでお声がけください。

～正しい靴の選び方～

【靴選びのポイント】
①親指が圧迫されていない　　②つま先が当たらない　　　　 ③きつさや緩みがない
④甲に食い込みや緩みがない　⑤踵に食い込まず、余りがない　⑥重心が踵に落ちている

①エジプト型
親指が人差し指より長い

②ギリシャ型
人差し指が親指より長い

③正方形型
親指から中指までがほぼ同じ長さ

多くの靴がギリシャ型の西洋人に合うように作られているため日本人が履くと以下のような障害を
生じやすくなるといわれています。
●外反母趾（女性に多い）
　親指が小指側に「く」の字に変形し、外側に突き出した関節部分に痛みが発生する。その突出部が
　靴にあたって炎症を起こし、ひどくなると靴を履いていなくても痛むようになる。
●内反小趾
　小指が親指側へ「く」の字に変形し、小指の付け根が外側に突出する。外反母趾に伴い発生する場合もある。
●偏平足
　足の裏の土踏まずがない状態の足。
●魚の目、タコ
　足の裏や足指の皮膚の角質が部分的に分厚くなってできる。芯があり、痛みを伴うことが多いものを
　魚の目、芯がなく痛みがあまり感じないものをタコと呼びます。
●陥入爪（かんにゅうそう）
　爪の先端または側面が爪周囲の皮膚に食い込んだ状態。

（参考　最新足診療：高尾昌人著　全日本病院出版会、理学療法士のための足と靴のみかた：坂口顕著　文光堂）
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3 4みな・みな・ねっと１月号 みな・みな・ねっと１月号

インフルエンザの治療薬について
薬局　薬剤師　菅沼健人薬局だより

こちらに記載したのはあくまでも一般的な使用方法です。医師や薬剤師から患者さんに合ったお薬の
使用方法について説明があると思いますので、正しく使用してください。

冬に多い病気
救急看護認定看護師　鎌田貴幸

認 定
看 護 師コラムコラム
皆さん、明けましておめでとうございます。寒い時期が続きますが体調を崩したりしていませんか。

寒い時期は湿度も低下して細菌やウイルスが活発で飛散しやすい環境になります。感染性腸炎や
インフルエンザ、ウイルスによる肺炎などが毎年どこかで流行しています。昨年、近隣地域ではいつも
より早い時期にインフルエンザが蔓延していました。感染症予防の基本は正しい手洗いとうがいです。
外出後や食事の前には手洗いとうがいをして感染症の予防に努めましょう。また、外出時（特に人が
多くいる場所に行く時）はマスクの着用も忘れずにしましょう。そのほか、予防には日々の規則正しい
生活が大切です。栄養バランスの取れた食事、十分な睡眠などで体の免疫力を高めておきましょう。

感染症について話してきましたが、冬に多い病気の一つとして「心筋梗塞」があります。寒い時期に
身体は血管を収縮させて体温を維持しています。収縮した血管は細くなり、詰まりやすくなってしまい
ます。収縮した血管の血流を維持するために血圧が高くなることで心筋梗塞を引き起こしやすくなる
ようです。外出時には適切な防寒対策をして極度に寒い環境をなるべく避けましょう。また、家の中でも
トイレや浴室などの気温差をできるだけ少なくすることも大切です。気温差が大きくなる場所に暖房
器具を設置することも対策の一つです。

まだまだ寒い時期が続きます。日々の生活環境を整え、規則正しい生活を送ることで予防できる病気が
数多くあります。皆さん健康に注意して生活していきましょう。

インフルエンザは症状が出現してから48時間以内に服用しないと薬の効果が現れにくくなります。
紹介した薬はウイルスの増殖を抑えて感染の拡大を防ぐお薬なので、発症後はできるだけ早く使用する
ことが重要になります。

（参考　病気と健康ホームページ　https://xn--o9jy67gi0ji5m8ml.jp/3410.html）

寒くなり、インフルエンザで受診する患者さんが増えてきています。皆さんは体調を崩さずに過ごせて
いますでしょうか。今回はインフルエンザの治療薬についてお話ししたいと思います。治療薬には、「ノイラ
ミニダーゼ阻害薬」とよばれる抗インフルエンザウイルス薬を使用し、以下の剤型に分けられます。

①内服薬
タミフル（オセルタミビル）
1日2回を5日間内服します。服用後の異常行動が話題となっていますが、インフルエンザによる異常行動の報告
もあるため因果関係は不明です。服用後は十分な観察が必要になります。

イナビル（ラニナビル）
長期間作用するため、1回の吸入で治療が完結します。

ラピアクタ点滴静注（ペラミビル）
特に重症で内服や吸入ができない患者さんに有効です。基本は1度の投与で完結しますが、症状に応じて連日
反復投与が可能です。

リレンザ（ザナミビル）
1日2回を5日間にわたって吸入します。

②吸入薬

③点滴薬

出前ミニ健康講話が行われました

10月29日（日）早股下一集会所で、「認知症と認知症の予防」
というテーマで出前ミニ健康講話が行われ、51名の方が参加
しました。今回は、早股下一婦人防火クラブの皆さんからの依頼で、
細矢愛実 認知症看護認定看護師が講師を務めました。

認知症の症状を示す疾患は非常に多いそうです。細矢看護師は、
一番多いタイプであるアルツハイマー型認知症や、幻視や妄想が
主な症状であるレビー小体型認知症等の病態について解説し

「認知症は脳の病気です。適切な治療で、穏やかに心地よく過ごす
ことが出来ます。おかしいなと感じたら・気づいたら早めの受診を
しましょう」と話しました。

予防法は①身体②心③脳の機能の3つに分けられ、イラストを
交えながら、それぞれの項目を詳しく説明しました。また、認知症
予防に有効な脳トレ「じゃんけんひらめきクイズ」「ことわざクイズ」などを参加者の皆さんと一緒に
楽しみながら実践しました。細矢看護師は「本日ご紹介した予防法以外にもたくさんの方法があると
思いますが、大事なことは、自分が無理なく、楽しく続けていくことです」と話しました。

出前ミニ健康講話はいかがですか？
■当法人の職員が身近な健康に関することをお話しします。
■町内会・老人会などのお集まりの所に伺い、出前講話いたします。
■ミニ健康講話とし、時間は30分程度となります。
■日時・講話内容等については、ご要望をお伺いし、相談となります。
■内容は院内で開催中のミニ健康講話・糖尿病教室等の演題をご参考ください。

※内容や日程によっては、お伺いできない場合もございますので、ご了承ください。　
　また、調整の都合がございますので、お早めにお申込み頂きますよう、
　お願い致します。

＜問い合わせ・申し込み＞
月～土曜日／８：３０～１７：００
社会医療法人 将道会 総合南東北病院 総務課 まで
TEL：0223-23-3151 FAX：0223-23-3150

VoiceVoice 患者さんからの声

大変失礼致しました。業務連絡以外の会話を禁止致しました。
また、再発防止へ向け、現場責任者が定期的に巡回を実施して参ります。病院からの回答

清掃員の私語が目立ちます。具合が悪くて病院に来ているのに、
「静かにして下さい」とも言えず、じっと我慢している患者の気持ちも考えて下さい。

外来患者さんより
ご意見

励みとなる言葉を頂き、ありがとうございます。これからもより良い
医療・福祉が提供出来る様、スタッフ一丸となって取り組んで参ります。病院からの回答

看護師の仕事は大変かと思いますが、一人ひとりの患者へ丁寧に対応されていた姿は、
とても素晴らしく感じました。お陰様で無事退院することが出来、嬉しく思っております。

入院患者さんより
お礼の言葉
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明けましておめでとうございます。寒い日が続いていますが、皆さんはいかが
お過ごしでしょうか。今月号の認定看護師コラムでは冬に多い病気として感染症が
取り上げられていましたが、新年の良いスタートが切れるよう予防など体調管理を
しっかりと行っていきたいと思いました。

本年も「みなみなねっと」をより充実した内容で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。

2018
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すべては患者さんのために

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30年、西暦2018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。

昨年も国内外で様々な出来事がありました。北朝鮮に

よるミサイル発射に伴うJアラートの一斉送信は初めての

ことでもあり驚きましたが、緊急時、災害発生時の対応を

再確認する必要を感じました。また、10月22日に行われた

衆議院議員選挙においては、新党による「風」が吹くのかとの

読みも当初ありましたが、結果としては自民党の安倍首相

による国政の継続運営が国民に支持されましたので、

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。

一方、世界を取り巻く状況においては、アメリカ大統領に

ドナルド・トランプ氏が就任して早や１年となりますが、

彼の言動によって世界経済・政治が右往左往しており、

安 定 感 に は 乏し く目 指 すべ き 方 向 性 も 不 透 明 で 、

北 朝 鮮 問 題 もは なはだ 流 動 的です。

そのような中、医療福祉業界においては、今年は診療報酬・

介護報酬の６年に一度のダブル改定の年です。国の示す

方向性を的確かつ、迅速に入手して、適時・適切な対応を

間違いなく行うことが重要であります。職員一人一人が

最大限の努力を払い、日々の業務に取り組み、地域における

自分たちの役割を着実に果たしていくことが大事だと考えて

います。

まずは、グループ全体として一昨年から昨年にかけて

全国的に施設の職員等による入所者・利用者への虐待事件が

頻繁に発生し大きく取り上げられたような事件を起こさない

ことです。どんなことがあっても虐待はあってはなりません。

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、しっかり取り組んで参り

ます。そのためには、職員同士がお互いに気を配り、助け合う

ことも極めて大切であると考えます。

併せて、時間外勤務削減等の勤務環境改善も昨年に

引き続き重点項目として取り組むべき事項です。すべての

職員が目標をもって改善していくことが肝要です。

さて、これからの南東北グループが困難を断ち切るため

には、社会保障費の予算が枯渇している状況で、今後、

施設・設備・人員を有効に活用するため、医療・介護・福祉の

機関が合併・交流し、一極集中化にしていく国の政策に

併せ、経営の安定化を図ることが不可欠です。

今 年も職員一丸となって南 東 北グループの理 念に

基づき、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邁進していく所存です。

本年もどうぞ宜しくお願いします。

社会医療法人 将道会
〒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
http://www.minamitohoku.jp/

総合南東北病院

検索岩沼　総合南東北病院

右記のQRコードから当院の
ホームページにアクセスできます。
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個人情報保護法施行により、紙面に掲載されている写真はご本人の承諾を得て掲載しております。

※（　）内は平成28年11月の件数

編 集

後 記

11月の救急車搬入件数

岩　沼

名　取

亘　理

72（69）台

44（66）台

　66（52）台

　　14（  24）台

　　3（    2）台

　　199（213）台

仙　南

その他

合　計

良質な
たんぱく質が
豊富！

良質な
たんぱく質が
豊富！

豆腐とトマト缶の炒め物

豆腐の材料となる大豆の旬は秋から冬にかけてです。年中店頭に
並ぶ豆腐ですが、大豆収穫後の時期に作られる1～2月が豆腐の旬と
言われます。

豆腐に含まれる代表的な栄養素は、たんぱく質。畑の肉とも言われる
大豆から作られる豆腐には良質なたんぱく質が豊富に含まれます。
たんぱく質は体の中で筋肉を作り、免疫力も高めてくれます。

豆腐は肉や魚が食べにくくなってきたと感じる方にも食べやすい
食材であり、むせ込みがひどくなってきた方も絹ごし豆腐であれば食べ
やすいため、たんぱく質を摂るにはお勧めです。

また、女性ホルモンに似た働きをするイソフラボンも豊富に含まれ
ますが、イソフラボンは女性に嬉しい効果だけでなく、骨を強くしたり、
コレステロールの増加を抑えて動脈硬化を防いだりといった働きもあり
ます。

今回は、トマト缶を使い簡単に出来るレシピです。ぜひお試しください。

●
●
●
●

●
●
●

[材料 4人分]
木綿豆腐………………………
ホールトマト…………………
豚肉（薄切り）………………
☆醤油…………………………
☆酒……………………………
サラダ油………………………
醤油……………………………
粉パセリ………………………

作り方作り方

栄養価（1人分）

エネルギー：168kcal   塩分：1.7ｇ

栄養管理課　管理栄養士　曵地望

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。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木綿豆腐は軽く重しをして水を切り、食べやすい
大きさのやっこに切る。

②豚肉は一口大に切り、☆で下味をつける。
③フライパンでサラダ油を熱し、②の豚肉を入れて

色が変わるまでよく炒める。
④③に豆腐を加え、豆腐の表面に焼き色をつける。
⑤豆腐に焼き色がついたら、ホールトマトを加える。

トマトが大きい場合は食べやすい大きさに箸で
切りながら豆腐が崩れないように炒める。

⑥醤油で味を整えたら、皿に盛り付け粉パセリをかける。
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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

み な・み な・ねっと１月 号

社会医療法人 将道会

1丁
1缶
150g
大さじ1/2
大さじ1/2
大さじ2
大さじ2
少々

生活習慣病セミナーのご案内

※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。

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。

日　時 講座名（講座担当）

１月25日（木）

2月  8日（木）

2月22日（木）

■糖尿病教室
・糖尿病のくすりを知ろう！（薬局）

■ミニ健康講話
・インフルエンザの薬について（薬局）
・チョコレートと健康（株式会社 明治）

■ミニ健康講話
・つら～い肩の痛み －予防体操講座－（リハビリテーション科）
・認知症サポーター養成講座（南東北地域包括支援センター）

14:00 ～ 15:00　　　　    当院 1 階売店前時間 場所


