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• �新年のご挨拶	 理事長　渡邉	一夫

• �座安�清呼吸器内科科長が�
岩沼市の功労表彰を受賞しました
• 看護師コラム　認知症と間違えやすい病気

認知症看護認定看護師　山田	愛実　

• 薬剤科だより　お薬手帳について
薬剤科　薬剤師　元木　綾　

• ワンポイントリハビリ�
　　こむら返りについて～原因と予防法～　

リハビリテーション科　作業療法士　黒澤　恵

• レシピ紹介　白菜のミルク煮

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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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5年、西暦2023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。
コロナ禍の厳しい環境下、ご家族と一緒に過ごすことができた皆さん、仕事に従事された皆さん、	

それぞれの年末年始を有意義に過ごされたことと思います。第8波の感染拡大となっている中、今回で	
三度目の新年を迎えることになりました。
長期にわたり、南東北グループ各病院・施設での感染症患者の受け入れや感染予防の徹底など感染症	

との闘いに全力を挙げて参りました。引き続き厳しい環境の中ですが、気を引き締めて本年も全職員が	
一丸となって、医療・介護・福祉の分野で力を尽くし、地域の皆さんのために安心安全な社会の実現に	
貢献して参る所存です。

さて、昨年も、新型コロナウイルス感染症関連のニュースが毎日のように流れました。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、経済に与える影響は厳しいものとなっています。
さらに、昨年2月に起きたロシア軍のウクライナ侵攻は全世界を震撼させました。この紛争は、世界を

巻き込み現在も続いています。戦禍によって、夥しい人命が失われ、世界経済の根幹を成す食料、	
エネルギーの需給などにも重大な影響を与えています。地域社会にも、電力、燃料を始め多くの物価高騰
により深刻な影響が出ています。このような社会生活が脅かされている状況の中でも、南東北グループの
各病院は地域の皆さんの安心、安全を確保するため医療活動の維持・継続に努めてきました。さらに、	
介護・福祉施設においても、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提供し続けて	
きました。南東北グループは、各地域それぞれの現場において、命と健康を守るために全力を挙げて	
きました。このような献身的な働きに対して、各病院、施設に従事する職員を誇りに思います。
昨年はロシア軍のウクライナ侵攻や新型コロナウイルスなどの世界的脅威が増すなかで、在位70年の

エリザベス女王が崩御されました。また、日本においては、安倍晋三	元首相が凶弾に倒れたことは	
痛ましいことでした。一年を通して、先行きの不透明な憂慮される出来事が目立ったように感じます。
明るい話題としては、北京冬季オリンピックが開催され、日本のメダルが過去最多の18個を獲得	

しました。大リーグの大谷翔平選手は投手で15勝、本塁打34本と、おととしに引き続き大活躍でした。	
サッカーワールドカップでは、日本チームが強豪のスペイン、ドイツに勝利することが出来ました。	
これらの活躍は、私たちに元気を与えてくれました。

そのような国内外の話題の一方で、南東北グループ全体では各種施設の整備・運営を拡充するとともに、
人財の育成を進め、医療・介護・福祉事業の経営安定と更なる発展を実現してきました。現在では、	
グループ全体で職員数約8,500人、事業所数100施設をかぞえるまでになりました。私どもは地域社会に
貢献するグループとして、南東北グループの理念「すべては患者さん、利用者さんのために」に基づき、
グループ全体で高い意識を持ち、今後も地域の皆様の医療・福祉・介護それぞれのサービス提供の尽力	
していく所存です。
本年もよろしくお願いいたします。
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薬剤科
  だより

お薬手帳について

薬剤科　薬剤師　元木　綾

　最近では医療機関や調剤薬局に行くと必ず「お薬手帳はお持ちですか?」と聞かれるかと思います。今回は
そのお薬手帳の活用方法についてお話しします。

　医療機関にかかる時だけでなく、いつも鞄に入れておきましょう。外出先で意識を失った時や災害時	
などに役立ちます。

　飲んで具合が悪くなったなど、合わなかったお薬（いつ、どのような症状が出たかも記載）やアレルギー歴、
病歴、住所・緊急連絡先なども書いておきましょう。
　また体調の変化や気になったこと、相談したいことを書いておくと良いでしょう。

　思いがけない、良くない組み合わせ・食べ合わせが見つかることがあります。

　他の医療機関から処方されている薬との飲み合わせを見ることで、良くない組み合わせが見つかることが
あります。また目薬や塗り薬は記録しなくても大丈夫だろうと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、	
組み合わせが悪いものもある為、貰ったお薬は全て記録しましょう。

　今まで飲んできた薬を全て覚えておくことは難しいと思います。薬を安全に使用するためにもお薬手帳を
有効活用してみてはいかがでしょうか。

【引用】
愛知県薬剤師会　https://www.apha.jp/medicine_info/entry-20.htm

1．常に持ち歩きましょう

2．伝えたい事や相談したい事を書いておきましょう

3．一般用医薬品（OTC医薬品等）・健康食品も記録しましょう

4．一冊にまとめましょう

　令和4年度岩沼市功労者表彰式が11月3日（木）文化の日に岩沼
市民会館で行われ、座安	清呼吸器内科科長が社会福祉の分野で	
市功労表彰を受賞しました。
　この賞は、社会福祉の向上等に貢献した方々を岩沼市表彰条例に	
基づき、功労者として表彰するものです。
　今回の受賞について座安呼吸器内科科長は「介護認定審査会	
委員長を務め、あっという間に15年以上が経ちました。この度の
受賞を光栄に思います。」と話していました。

座安 清呼吸器内科科長が
岩沼市の功労表彰を受賞しました
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2023年が始まりました！皆様はお正月をどのように過ごされましたか。私はきっと寝正月だと思います。
（こちらを書いているのは11月です。）

今回は、認知症と間違えやすい病気についてお伝えします。

これは、認知症の症状を示す疾患の一覧表です。沢山ある事に驚かれたのではないでしょうか。この中には、
治療が可能な病気も含まれています。
私のように寝正月になりやすい人に要注意なのが脳血管障害です。運動や水分摂取の不足などで、小さな	

脳梗塞や脳出血を知らず知らずのうちに発症していることがあります。
そして、冬場にもう一つ注意が必要なのが、うつ傾向による仮性認知症です。冬場は寒さや日没の早さ、

人との交流の減少などにより、うつ傾向を示しやすくなります。冬に何となく気分が優れず、春が待ち	
遠しいと感じるのは、このためです。このうつ傾向が顕著になると認知症のように、もの忘れや日付が	
分からなくなる、などの症状が出現します。
また、正常圧水頭症や慢性硬膜下血腫のように手術によって症状が改善する病気もあります。
いずれの場合も大事なことは早期発見です。年齢のせいと思わず、まずは受診してみましょう。
当院では脳神経内科で診断を行っています。ぜひ、ご相談ください。

南東北
看護師コラム

Column 認知症と間違えやすい病気

認知症看護認定看護師　山田 愛実

原因 疾患名

神経変性疾患 アルツハイマー型認知症、レビー小体型認知症、前頭側頭型認知症、進行性
核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症

脳血管障害 脳梗塞、脳出血、脳動脈奇形、モヤモヤ病

感染症・炎症
脳炎、慢性髄膜炎、神経梅毒、エイズ、クロイツフェルト・ヤコブ病、膠原病　
など

頭蓋内病変 正常圧水頭症、慢性硬膜下血腫、脳腫瘍　など

内分泌異常代謝障害 肝障害、腎障害、糖尿病、甲状腺・副甲状腺機能亢進又は低下、下垂体機能
低下症

低酸素障害 心疾患、呼吸器疾患、一酸化炭素中毒

ビタミン欠乏症 ビタミンB1・B12欠乏症、葉酸欠乏、慢性アルコール中毒、一酸化炭素中毒、
薬物中毒

自己免疫疾患 多発性硬化症、ベーチェット病

中毒性疾患
薬剤（抗精神病薬、抗うつ薬、催眠・鎮静剤、抗パーキンソン薬、抗コリン薬、
抗てんかん薬、抗腫瘍薬、副腎皮質ホルモンなど）、金属（鉛、有機水銀など）
中毒

精神科疾患 うつ病（仮性認知症）
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●こむら返りとは
　就寝中や運動中に急にふくらはぎがつってしまったことはありませんか？これはこむら返り、専門用語
では有痛性攣縮（ゆうつうせいれんしゅく）といって、特に高齢者や妊娠中の方に多い傾向にあります。
筋肉が異常な収縮を起こし、強い痛みを伴います。ほとんどの場合は一過性であり、病気ではありません。

●主な原因と予防法
　主な原因としては水分不足、ミネラルバランスの崩れ、体の冷えや座り仕事等による血行不良、運動	
不足による筋力低下などがあります。

1：水分不足
　睡眠中にはコップ一杯の汗をかくと言われており、これが睡眠時及び朝方にこむら返りが起こる原因の
一つになります。また、お酒やコーヒーの摂り過ぎも脱水の原因になります。特に寒い季節は喉が渇き	
にくく水分摂取量が減ってしまうため意識的に水分を摂取し、寝る前にもコップ一杯の水を飲むとよい	
でしょう。

2：血行不良・運動不足
　デスクワークなどで硬くなっている筋肉をゆっくり
伸ばし、血行を良くすることが大切です。日頃から	
軽いストレッチを行うことで運動不足の改善にも	
なります。寝ている間にこむら返りが起こりやすい	
方は就寝前に、運動中に起こりやすい方は運動前に	
ストレッチをすると良いでしょう。

●注意点
・ストレッチは呼吸を止めずに、ゆっくりと無理のない範囲で行いましょう。
・足の関節に不安がある方や持病がある方は、医師に相談してから実施してください。
・	繰り返すこむら返りは糖尿病や腎不全、動脈硬化など思いもよらない病気を知らせるシグナルとして	
起こる場合もあります。気になる場合は、医療機関への受診もおすすめします。

リハビリ
ワンポイント こむら返りについて

～原因と予防法～

リハビリテーション科　作業療法士　黒澤　恵
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レシピ紹介

栄養管理課

※（　）内は令和3年11月の件数

11月の救急車搬入件数
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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 岩沼市民会館

市役所

社会医療法人 将道会

総合南東北病院

　白菜のおいしい時季がやってきました。
　くせがなく淡白な味は他の材料との相性も良いため、
幅広い料理に使うことができます。
　白菜の約95％は水分でできています。加熱でかさが
減り、生野菜よりも量を多く食べることができるため、
カリウムやカルシウム、鉄、食物繊維などの栄養素の�
摂取にも役立ちます。
　このレシピは、牛乳とコーンの甘味とベーコンの塩味で
ぺろりと食べられる一品です。時短で調理できる点も�
寒い季節にはうれしいですよね。

作り方
①�玉ねぎとベーコンは食べやすい大きさに切る。白菜は茎の
部分は細めに、葉はざく切りにし、それぞれ分けておく。
②�フライパンにサラダ油をひき、にんにくを入れてかおりが
出たらベーコンを加え炒める。
③�玉ねぎと白菜の茎の部分を入れて炒め、少ししんなり�
してきたら葉も加えてさっと炒める。
④�③に塩こしょうをし、コーンと牛乳とコンソメを加えて
中火で2～3分ほど煮る。
⑤水溶き片栗粉を回し入れ、とろみがついたらできあがり。

［材料　2人分］
白菜……………1/4個
玉ねぎ…………1/2個
ベーコン………4枚
コーン…………お好みで
サラダ油………大さじ1

栄養価（1人分）
エネルギー：125kcal　塩分相当量：0.6g

白菜のミルク煮

すりおろしにんにく
　…………………少々
牛乳………………1カップ
コンソメ…………小さじ1/2
塩こしょう………少々
片栗粉……………小さじ2

患者さんからの声Voice
病院からの回答

ご意見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。

入院患者さんより（お礼の言葉）
先生、看護師、放射線技師の方の接遇に感激致しました。
特に、回診や処置の際、思いやりのある言葉・対応が�
感じられ、辛い治療も耐えることが出来、快適な入院
生活になりました。本当にありがとうございました。

令和5年1月1日付で、当院に着任した医師を紹介します。

介
紹
師
医

志賀　光二郎 （しが こうじろう）
診 療 科…呼吸器外科
専門分野…呼吸器外科、外科一般 
ひとこと…皆さまと共に、未来への医療を創造して
　　　　　参りたいと存じます。


