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います。もちろん浴室だけでなく寒いトイレにも
対策が必要ですね。脱衣所やトイレへの暖房器具
の設置、浴槽の蓋を開けて浴室全体を温める、風
今年の夏は全国的な猛暑で、国内最高気温が5

年ぶりに更新されるなど、文字通り記録的な猛暑
となりました。やっと冬になり、暑がりの自分に
は過ごしやすい季節になりました。

呂の温度を41℃以下に、入浴時に１人にならな

い、食事直後や飲酒後の入浴を控える、など。
寒さの厳しい季節は脳卒中が増える時期です。
気圧の影響なのか片頭痛も増えます。パーキンソ

ただし冬場に注意したいことがいくつかあり、

ン病のふるえや動作緩慢は、体が冷えると増強し

その一つが脱水です。脱水は冬にも起こります。

やすいです。脳神経の症状が気になる場合は、神

空気が乾燥し、肌からの水分蒸発が増えます．加

経内科や脳神経外科の外来を受診して相談するこ

湿器の使用、濡れタオルを室内に干す、水分補給

とが大切ですね。

を1-2時間毎にするなど対策しましょう。

ところでみなさんは「神経内科」は何を診るか

また低温やけどにも注意が必要です。人の体温

ご存知でしょうか。「循環器科」や「消化器科」

は42℃前後までしか上昇できないため、42℃以

などと比べるとあまり知られていないのが現状で

上の温かいものに長時間触れることで、皮膚の損

す。「神経」という名称から、いまだに「心療内

傷を生じます。カイロ，湯たんぽ，ストーブ類，

科」や「精神科」という全く違う疾患を扱う科と

電気毛布やあんかなどを使用する際は十分注意し

混同されることがあります。医療関係者でさえ混

ましょう。

同している方がたくさんいます。そこで「神経内

そして最近よく聞く「ヒートショック」。暖か

科」の診療内容を一般の方々に理解していただく

い部屋と寒い部屋の移動などで急激な温度変化を

ため、今年の日本神経学会で、標榜診療科名を

生じ、血圧が上下動することで起こる健康被害で

「神経内科」から「脳神経内科」に変更すること

す。寒い脱衣室で衣服を脱ぐと急激に体表面全体

が決定しました。脳卒中や認知症、パーキンソン

の温度が下がり、浴室の温かい湯につかって今度

病、頭痛など適切なタイミングでの受診、

は温度が上がり、失神したり浴槽内で溺れたりし

診断、治療に繋がれば良いですね。

ます。入浴中の心肺停止の多くはヒートショック

仙塩利府病院 内科医

によると言われていて、1年間の入浴中のヒート
ショック関連死は、1年間の交通事故死より4倍
も多いのです。1月は8月の10倍以上も起こって

INDEX
■
■
■
■

職場体験学習を行いました
遍路は続くよ どこまでも
部署紹介 「医事課」
入院中のお食事
１１月の行事食 「霜月膳」
■ 健康診断のご案内 他

医師

いりの

しげみ

入野

樹美

スポーツ，登山（これから）
好きな食べ物 麻婆豆腐，肉，野菜
趣味

基 本 理 念
1 患者さんに、「最良の医療」と
「思いやり」を提供する
２ 患者さんから
「信頼され、選ばれる」病院になる
３ 地域医療に「永続的に貢献」する

職場体験学習を行いました
11月15日に多賀城市立東豊中学校の２年生３名が
職場体験学習を行いました。看護師、理学療法士、
薬剤師の業務を体験しました。最初は少し緊張も見
られましたが、実際に見て、触れて、体験するにつ
れて笑顔も増え楽しく体験できたようです。
今回の体験を通して、より一層医療に関心を持って
いただければと思います。
看護師

薬剤師

理学療法士

遍路は続くよ
どこまでも
8月31日、まずは、町の武器屋と防具屋に赴き、
装備を整えました(写真参照)。これだけ装備すれ
ば、妖怪が現れても撃退できそうです(注：妖怪
は出没しませんが、所によっては蛇が出るよう
です)。午前8時30分、阿波國一の宮 大麻比古
(おおあさひこ)神社に参拝して、旅の無事を祈願
しました。道中無事の木札のお守りを購入して、
金剛杖に装着しました。いよいよ四国を舞台と
したスゴロクゲームの始まりです。

阿波の鎮守で 参拝済ませ
巨大スゴロク いざ参る
ほどなく歩いて１番札所霊山寺に到着です。境
内で、本堂の場所が分からずウロウロ、本堂で
は、経本の唱え方が分からずオロオロ。超初心
者丸出しです。たまたま通りかかったお寺の女
将さんに、読経の仕方など教えて頂きました。
御朱印も頂きました。冒険の書に最初の足跡を
残しました。
霊山寺を後にして、1km余り歩いて、2番札所
極楽寺に到着です。子授大師、水子地蔵、抱き
地蔵、安産大師など、妊娠出産に関わる大師さ
まやお地蔵さまが祀られておりました。境内は
広く、お参りの間だけで、何度か金剛杖を置き

忘れました。境内での置き忘れなら、大した問
題はないのですが・・・
2番札所を後にして、3番札所金泉寺に向かいま
す。500mほど行ったところで、金剛杖を置き
忘れたことに気付き、走って戻りました。1km
を無駄に移動しました。水分を補給して、気を
取り直してリスタートです。1.5㎞ほど歩いて、
道路わきの自販機で水分補給しました。この日
は猛暑日で、最高気温は35℃越えました。こま
めな水分補給が必須でした。
短い休憩の後、再び、歩き出しました。ほんの
数百㍍ほど行った時でした。唐突に大粒の雨が
降り出し、土砂降りの雨になりました。地元の
中学生がワーワー、キャーキャー叫びながら自
転車を走らせます。そんな中、私は両掌を天に
向け、天然のシャワーを思い切り浴びていまし
た。とても気持ち良いです。このままずっと降
り続けてほしいと思うほどでした。

猛暑日焼け付く 暑さの中で
突然恵みの にわか雨
この時、私は全く気付いていなかったのです。
両掌を天に向けることが意味することに・・・
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私たちの職場を紹介します！

部 署 紹 介

医 事 課

当院１階にある、総合受付が医事課です。患者さんの受付や会計、
各種書類の手続き、入院患者さんの対応など様々なことを行っています。

総合窓口
（外来・入院）
・保険診療
・交通事故
・労働災害
・公務災害
・健康診断受付
・予防接種予約
・各種診断書の
申請

笑顔で皆様をお迎え致します
お気軽にお声掛け下さい

病院の会計
医療保険制度のもと、厚生労
働大臣が定めた診療報酬点数
をもとに会計精算しています。
保険証を使用し診療を受けた
場合、その一部を患者様に支
払って頂き、残りの診療費用
は毎月初めに行うレセプト
（診療報酬明細書）にて各審
査支払機関へ提出し請求して
います。
毎月のレセプト業務は、
医事課の一番の大仕事です！

医事課：総合受付
◆平日8：00～18：00
※日曜・祝日：休み
◆土曜9：00～18：00 （会計は共に17：30まで）

入院中のお食事
１１月１６日

月に一度、四季折々の歳時にあわせたお食事を「行事食」として提供しています

提供

霜月膳

・はらこ飯
・清汁
・蓮根しぼり人参あんかけ
・キャベツとおかかの和え物
・ぶどうゼリー

蓮根しぼり
人参あんかけ

すりおろした蓮根と人参を使用した
色鮮やかな蒸し料理です。
上からそばつゆあんかけをかけて
います。

・はらこ飯
・清汁
・蓮根しぼり人参あんかけ
・キャベツとおかかの和え物
・ぶどうゼリー

・はらこ飯
・清汁
・炊き合わせ
・水ようかん
・ぶどうゼリー

健康診断のご案内
仙塩総合病院では、平成30年11月より健康診断を始めました。
一般の方のセルフチェックに

検査項目は以下になります（労働安全衛生法に基づく）

お勤めの方の定期健康診断に
就職する際の雇入時健康診断に

予約優先制
（予約なしでもＯＫ）

午前

8：30 - 11：30
午

後

1

診察

2

身体測定

身長、体重、BMI、肥満度、腹囲

聴力検査

オージオ 1000Hz(30db) 4000Hz(40db)
※雇入時健診は1000Hz(30db) 4000Hz(30db)

4

視力検査

視力測定器

5

尿検査

6

胸部Ｘ線検査

7

心電図検査

3

料金 10,692円（税込）

受付時間

月

火

水

木

金

○

×

○

○

○

×

×

×

×

×
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9

貧血検査
肝機能検査

10

お問合せ
予約受付

11

問診、聴打診、血圧測定

蛋白、糖、ウロビリノーゲン、潜血
レントゲン撮影（デジタル）
安静時心電図
赤血球、白血球、血色素、ヘマトクリット、
ＭＣＶ、ＭＣＨ、血小板
ＧＯＴ、ＧＰＴ、γ－ＧＴＰ

脂質検査

ＬＤＬコレステロール、
ＨＤＬコレステロール、
中性脂肪

糖尿病検査

空腹時血糖、ＨｂＡ１ｃ

０２２ - ３６７ - ４１１１(代表)

クリスマスツリー

検査内容

検査項目

を飾りました

仙塩総合病院、仙塩利府病院でクリスマスツリーを飾り付けしました。今年はより華やかになっています。

仙塩利府病院

仙塩総合病院

編集後記
正面玄関のイルミネーション、とっても素敵
ですね。クリスマスを感じると同時に、
2018年も終わりだなと実感します。皆様、
1年間せんえんだよりをご愛読ありがとうご
ざいました！来年も病院で行われた行事など
を配信していきます。一俊先生の連載も気に
なりますね！！2019年のせんえんだよりに
もご期待ください。それでは、良いお年をお
過ごしください。
編集担当者；丹野(医事) 鹿野(４F病棟) 矢萩(薬剤)

〒985-0842
宮城県多賀城市桜木２丁目１-１

☎ 022-367-4111 （代表）
■地域連携室
☎ 022-352-1336 （直通）

関連事業所

〒981-0133
宮城県宮城郡利府町青葉台
２丁目２-１０８

☎ 022-355-4111 （代表）
■地域連携室 ☎ 022-355-4371

（直通）

■健康診断室 ☎ 022-355-4824

（直通）

■ 仙塩訪問看護ステーション
■ 仙塩総合病院居宅介護支援事業所

発行・編集；仙塩総合病院 広報紙編集チーム

☎ 022-367-0501 （直通）
☎ 022-367-4136 （直通）
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