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令和 2年 1月 1日発行

　　　Mission（基本理念）
　　松田会は、なによりも患者さま・利用者さまに心の豊かさを感じていただくことを大切にし、患者さま・利用者さまが安心して尊厳
　　ある人生を送ることが出来るよう、優れた医療・福祉サービスを提供する使命があると考えています。 

　　　　   理事長　松田 惠三郎

なられたこととお慶び申し上げます。また、昨年中

大きな自然災害が続いておりますので、もはや「異

常」とはいわなくなり、私どもの意識を変革し、災

当院に賜りました数々のご厚情とご支援に対しまし

「令和」は、万葉集からの引用とされますが、令和

令和で迎えるお正月

が出ております。被災された皆様に心よりお見舞い

申し上げますとともに、一日も早く立ち直られるこ

います。

後日、高校生は、地元の新聞社の取材を通じて、

ニュースでは、その顛末もそれで終了しておりま

したが、後日談として、高校生が紛失した財布は駅

やり」・「寛大さ」、その男性を特定して返金しよ

本年の事業計画

の時代も平成の時代と同様、平和で穏やかな日本で

令和天皇の即位に伴ない、令和で迎える最初のお

うと考えた高校生の「誠実さ」と「行動力」、そし

その男性を探し求め、１ヶ月後、奇しくも再開が実

さて、我が国では、人口減少や急速な高齢化の進

して示された出来事と感じた次第です。

に遂行するために作成する計画が、BCP（事業継

CPの更新を行なってまいります。

害に対する覚悟と準備が求められることになると思

被災された方々のために事業の継続、復旧を速やか

です。災害が発生した時、自院が被災していても、

日本は地震、台風などの自然災害が非常に多い国 行などを背景として、持続可能な社会保障制度の確

立を図るため、効率的で質の高い、切れ目のない医

告げずに去っていきました。

ば、ここ数年間は毎年のように従来の常識を超える

「異常気象」といわれておりますが、さかのぼれ

　松田病院　広報誌　エバーグリーン・ライフ

に届けられており、中の現金もそのままであったと

お金を手渡した男性の「人を信ずる心」・「思い

　明けましておめでとうございます。

医療法人 松田会

沖縄の高校生が親戚の伯父さんの葬儀に参加する

年頭のご挨拶

FREE ご自由にお持ちください

皆様におかれましては、健やかな新年をお迎えに

自然災害とBCP

現し、埼玉在住のその男性に直接お礼を述べること

とをお祈り申し上げます。

あることを願ってやみません。

昨年も日本列島を猛烈な台風が襲い、甚大な被害

ティフル ハーモニー：美しき調和）と英訳される

て、心より御礼申し上げます。

ができたという話でした。

途方に暮れていたところ、一人の紳士が近づいて

せんが、日本人の「誠実な心」を感じさせる素晴ら

きて事情を尋ね、航空運賃６万円を手渡し、名前も

沖縄の高校生と一人の紳士

昨年の日本の重大ニュースには挙げられておりま

ために空港に向かいましたが、財布を紛失してしま

いました。

しい美談が報道されておりました。

実さ」。幾重にも重なる日本人の良心・良識が傑出

て、拾得物をそのまま駅事務所に届け出た人の「誠

新年を迎えて

続計画）になります。

正月となりました。Beautiful Harmony（ビュー

いう話を知ることができました。

先に述べさせていただいたように、自然災害がさ

らに想定を超える可能性も踏まえて、今年度も、B

2020
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い指標です。

さらに10月には「麻酔科」にディーン美央先生

お二人の先生とも、地域医療の充実に非常に熱心

に取り組まれる意欲に満ちておりますので、必ずや

低くなる傾向があります。

す。

高齢者では発熱として認められないことも多いので

非常に的確な指摘がなされておりましたので、そ

現が求められております。

おります。

ス」を中心に、短期間の「宿泊サービス」、必要に

インフルエンザ対策

ものと期待をしているところでございます。

れた形となります。

を推進しておりますが、当地域におきましても、誰

もが健康で生き生きと暮らし、良好な福祉・医療・

医療的ケアが必要になった方でも、できるだけ自宅

しきれなかった、医療面でのサポートが必要な方や

一方、１階部分には「認可型保育園」を開設させ

院の外来には「泌尿器科」の佐々木光晴先生が、昨

当院のさらなる医療の充実に貢献していただける

ザ脳症がありますが、高齢者の場合にも稀ならず意

敷地内に「看護小規模多機能型居宅介護（以下、看

療・介護の提供体制や地域包括ケアシステムの構築

するサービスで、自宅から施設に通う「デイサービ

ます。

小規模多機能型居宅介護サービスだけでは、ケア

地域の皆様方のお役に立てるものと確信をいたして

を中心に業務を開始しております。

ます。

突然の症状悪化が出現したり致します。

ていただきます。地域の方々の子育て支援の一助と

を中心として日常生活を送ることができるよう支援

応じてスタッフが自宅に伺う「訪問介護サービス」

認知症の方などの利用も可能となっています。

が受けられる点は「小規模多機能型居宅介護」と同

なれば幸いでございます。

る「高齢者におけるインフルエンザ対策」と題した

高齢者の方々への感染は重症化することが知られて

臨床研究部ウイルスセンター長の西村秀一先生によ

県全域に「インフルエンザ警報」が発令され、A型

昨年12月中旬、例年より約1ヶ月も早く、宮城

若年者にみられるような典型的なインフルエンザ

仙台市医師会報に国立病院機構仙台医療センター

あることが知られております。

の一部分をここに引用させていただきます。

年9月より着任され、診療が開始されております。

ここに落とし穴があります。まずは、高齢者にお

その方針の下、当法人でも本年4月、松田病院の

多機）」と「認可型保育園」を２階建ての複合施設

症状が高齢者の場合に認められないことが多々あり

という形で開設する運びとなりました。

す。

介護サービスを受けることができるまちづくりの実

め、通常の体温が低い傾向があり、発熱温度自体が

が着任され、３人目の麻酔科常勤医として、手術室

じですが、これらに「訪問看護サービス」が追加さ

門診療の現場での活躍も期待されるところでござい

前号でもご紹介させていただきましたが、松田病

２階部分の看多機は、要介護度が高くなった方や

例えば、前駆症状無しに、突然肺炎を発症したり

当院のさらなる医療の充実 また、小児に多いとされる合併症にインフルエン

高齢者インフルエンザの早期診断のために、発熱

重症化するリスクが非常に高いという特徴がござい

論文が掲載されておりました。

おります。

インフルエンザの流行が立ち上がっておりますが、

高齢のインフルエンザ患者が肺炎になる割合は、

脳梗塞などの脳疾患との鑑別が重要となって参りま

高齢者の発熱の問題点として、筋肉量が少ないた

識障害や中枢神経症状の出現を伴う脳症がみられ、

は良い指標でしょうか？発熱は若い人においては良

ます。

ける発熱という症状の定義が必要です。

「緩和医療」も専門領域としてお持ちで、今後、訪

また、若い人が通常発熱をするような場合でも、

４～５人に１人というデータもあり、非常に高率で

「インフルエンザにり患した場合、高齢者では、
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【診療科目】

整形外科、スポーツ整形外科、形成外科、リハビリ

テーション科、内科、消化器内科、内視鏡内科、呼

吸器内科、循環器内科、脳神経内科、脳神経外科、

リウマチ科、泌尿器科、皮膚科、小児皮膚科、耳鼻

いんこう科、麻酔科、眼科、歯科、矯正歯科、口腔

外科、美容外科、美容皮膚科、肩外来、糖尿外来、

股関節外来、禁煙外来、いびき・無呼吸外来、骨粗

鬆症外来、緩和ケア・在宅診療・訪問診療

【診療時間】

平日 8：30～11：30　14：00～17：00

土曜日 8：30～13：00

日曜日 9：00～12：00

※眼科、歯科は診療時間が異なります。

※松田病院には常時当直医がおります。緊急の方は

　この限りではございません。

※祝祭日は休診日となります。日曜日は内科系・外

　科系の非常勤医師2名体制で診療を行ないます。

いところです。

インフルエンザ患者の年齢別の発熱時の体温を示

（新しい年の初めの、新春の今日を降りしきる雪

　のように、いっそう重なれ良き事よ）

３）食事の量が減る

（元旦の今日降る雪のように、今年も良いことが沢

幸多き年、災害のない穏やかな年に

発熱だけを指標とするとインフルエンザを見逃す

ガイドラインでは高齢者では３７～３８℃あたり、

２）寝ている時間が多くなる

体温（平熱）を知っておく必要があります。

あるいは平時体温からの１℃上昇を発熱としており

確率が高くなります。そこで発熱以外の指標が欲し

したデータを見ると、高い発熱がみられる割合は、

１）なんとなく元気がない

小児では非常に高率であるのに比べ、高齢者では低

当時、新年に降る雪は幸いの兆しとされていたと

必要があります。 または

以上のような特徴がございますから、発熱症状に

ございます。

やかな年となりますよう祈念いたしまして、年頭の

捉われることなく、常に全身の状態を観察しておく

いことがわかります。

以上のような重要な注意点をお示しいただいてお

これは、大伴家持が因幡国の国守として赴任して

初めて迎えた元旦に詠ったものです。

ご挨拶とさせていただきます。今年も温かいご支援

　最後に、「令和」が引用された万葉集の中に

　次の４つの項目は、そのための候補です。

１℃の上昇を知るためには、個々の高齢者の平時

して幸多き年になりますよう、また、災害のない穏

という解釈になるかと存じますが、万葉集に収めら

万葉集より

アメリカのある学会が提案している発熱の定義の

の予防が重要となることは、皆様のご理解の通りで

手洗い、マスクの装着、そして人込みを避けるなど

「新しき年の始めの初春の今日降る雪のいや重 （し）

いいます。

　け吉事 （よごと）」

という歌が詠まれております。

上記のような症状が出現した場合には、早期にか

　山ありますように）

この万葉の歌のように、新しい年が皆様にとりま

れた歌の中で、最後の歌となっているのも印象的で

かりつけ医を受診する必要があります。」

す。

医療法人松田会 松田病院　概要

４）立ち上がるとき、いつも以上に手助けが必要

ります。

ます。

まず、り患しないよう、ワクチン接種、うがい、

とご助言を心よりお願い申し上げます。
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　猛威を奮うインフルエンザ等の感染症予防の基本として、手洗いがあります。

　

ります。

　今回は、正しい手洗いの方法をご紹介いたします。

感染管理室より

　松田病院には、感染管理室がございます。日頃から感染制御に関する適切な情報提供等に取り組んでお
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　電話　022-378-8887

訪問看護とは？

②看護小規模多機能を併設しており、通い、泊ま

訪問看護ステーションのご紹介

　医療法人松田会には、訪問看護ステーションが4箇所ございます。ここで改めて、ご紹介いたします。

①「どんな方でもおまかせください。スペシャリ ①「安心して住み慣れた地域での生活を支えます」

も必要となります。

【①モットー　②紹介　③訪問エリア　④連絡先】

　看護師、リハビリスタッフがご自宅に訪問。看護師は医療処置、体調管理、お薬管理、体調確認をしな

がらの入浴、排せつ援助などを行ない、日常生活を支援いたします。リハビリスタッフは身体の状態や自

宅環境に合わせ、目標とする生活が送れるようリハビリを行います。ご利用の際はかかりつけ医との相談

松田訪問看護ステーション　 寺岡訪問看護ステーション

　各種リハビリも幅広く対応できます。

　ます。訪問診療（往診の医師）と同じ建物内で

　密に連携できるのも松田訪問看護の特徴です。

　ストが支えます。」

②小児、難病、終末期などどんな方でも対応致し 　りのご利用も可能です。

③仙台市青葉区、泉区と富谷市の一部

④仙台市泉区寺岡5-8-2　

　電話　022-341-1388

③仙台市泉区、青葉区と富谷市の一部

④仙台市泉区実沢字立田屋敷17-1

②利用者様がその人らしくご自宅で過ごせるよう

　後まで過ごせるサポートをさせていただきます。

　に、様々な職種がチーム一丸となり、地域に密 　ます。かかりつけ医と連携し、地域で安心して最

①「笑顔あふれる暮らしをマイナース・マイセラピ

八木山訪問看護ステーション　

①「共に笑い、共に泣き、共に喜び　通じ合う八

②地域に必要とされる看護、リハビリを目指してい

　木山訪問看護」

　電話　022-738-8247

④仙台市宮城野区鶴ケ谷字舘下35-1　

　電話　022-388-3808

③仙台市青葉区、宮城野区、泉区と富谷市の一部

　着した看護・リハビリを提供いたします。

③仙台市青葉区、太白区

④仙台市太白区八木山香澄町1-20　

　ストが支えます。」

鶴ケ谷訪問看護ステーション
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　リハビリテーション部

　理学療法士　佐藤 友梨花

表1

は、月経周期によって大きく左右され、彼女たちは

なトップアスリートであれば、正しい知識を持った

女性アスリートの活躍も大きく取り上げられ、オ

アスリートの割合は半数に迫る勢いであるといわれ

「公益財団法人東京オリンピック･パラリンピック競技大会組織

ています。

レーニングを繰り返している可能性があります。

中には、「生理が来なくて一人前！」、「生

理が来ると競技成績が悪くなる！」、「気合い

を教えられている子どもがいることもあります。

委員会HP」から引用

1.　女性アスリートの悩みって何？

表1のように、女性アスリートのコンディション

ア ス リ ー ト の 三 主 徴 （ Female Athlete Tria

目に見えない不調や悩みを抱えながら、競技に取り

月経、③骨粗鬆症（疲労骨折）、の3つを意味し

を抱えています。

しかし、現状は個別性に見合ったサポートを受け

ます。

d：FAT）」と月経随伴症状の2つがあります。

（表2を参照）

する、①利用可能エネルギー不足、②運動性無

そのような現状の中で、女性アスリートへの専門

月経は、女性アスリートが一人で抱える問題で

リンピック・パラリンピック参加選手における女性

2.　女性アスリートの三主徴（FAT）とは

ます。

生を健康で生き生きとしたものとできるように、サ

ポートできる体制を整えることが必要です。

が足りないから生理なんかがくるんだ！」とい

や高校生となると、正しい知識を持った大人が周り

女性アスリートは、筋力・体力のない、弱い男性

的なサポートの必要性について、注目され始めてい

いよいよ、2020年東京オリンピック・パラリン

女性アスリートの三主徴と

「能瀬ら,日本臨床スポーツ医学会,2014」から引用

特に、オリンピック・パラリンピック選手のよう

に居ることのほうが珍しく、誤った知識のもとでト

すが、地域レベル、部活動を始めたばかりの中学生

ピックの開催が迫り、日本国内ではスポーツへの関

組んでいることが多いのです。 まず、FATとはアメリカスポーツ医学会が定義

アスリートではなく、女性特有の様々な心身の悩み

はありません。

心がとても高まっています。

月経随伴症状

られている選手は限られています。

を発揮するために、また、その後の女性としての人

女性アスリートが陥りやすい問題として「女性

人生の中で、アスリートとして過ごす限られた時

う誤った知識を持った大人、また、その誤った知識

指導者の存在や、選手自体の教育が行き届いていま

間において、自分の望んだ最大限のパフォーマンス

リハビリテーション部

連載企画 第21回

6 ページ



エバーグリーン・ライフ 2020 WINTER

スタッフまでお気軽にお声がけください。

3.　月経随伴症状

症状がみられることもあります。

ん。

やアドバイスが必要であり、専門医の受診や正しい

識が根付いていることも事実です。

る選手がいます。

月経前困難症や過多月経などの多くは、低容量ピ

に、不安、イライラ、悲しい気持ちなど、精神的な

機会がありますが、選手本人から「実は生理がずっ

4.　まずは専門医の受診を！

特に、体操競技やバレエなどの審美系の競技、陸

いわれています。

そのためには、子どもと関わる大人（家族、

と来ていない」、「生理痛がひどい」、「生理が大

本誌をお読みになって、相談してみたい、話を聞

（ⅰ）低用量ピル

えるジュニアアスリート期（10代前半）から予防

がFATの引き金となることがあります。

利用可能エネルギー不足の状態が続くと、黄体化

表2

ロールや食事制限、または、食事の摂取量が運動量 実際に、私も病院内外で女性アスリートと関わる

（ⅱ）利用可能エネルギー不足になると

よって、部活動などが始まり、急激に運動量の増

返し、日常生活への影響が生じる恐れもあります。

無月経となると、低エストロゲン状態となり、

いかに骨密度を高めることができるかが重要です。

（ⅰ）FATを引き起こすもの

そのような選手には、専門医による診察と、治療

ホルモンの分泌が抑えられ、排卵がなくなり、月

チームの監督 やコ ーチ など ）が 、正 しい 知識

といわれています。誤った知識に基づく体重コント

事な試合と重なってほしくない」などと話してくれ

「順天堂大学　女性アスリート外来HP」から引用

上競技の長距離種目では、過度な体重コントロール

に最大骨量を迎えることが分かっており、若年層で

これらの問題を放置しておくと、選手としてのパ

していく必要があります。

骨密度の低下に繋がります。骨密度は、20歳まで

経不順・無月経となります（90日間連続して月経

の無いものが無月経と定義されています）。

院された女性アスリートに、女性専用の問診票「女

日本ではいまだに「ピル＝避妊薬」、「ドーピ

ングで引っかかる」、「太る」など、誤った知

女性アスリートの支援には、整形外科、婦人科、

妊の原因となることや、骨粗鬆症による骨折が繰り

知識の教育を促すことが、私たちの役割のひとつで

あると考えています。

5.　当院での取り組み

当院のリハビリテーション部・外来部門では、来

FATは、利用可能エネルギーの低下から起こる

に見合っていないことが、原因で引き起こされると

いてみたいなどご希望の女性選手や、その指導者の

方、ご家族どなたでも、リハビリテーション部の

の人が連携した包括的サポートが求められます。

フォーマンスの低下のみならず、女性として将来不

性アスリート問診票」をお渡ししています。

「内閣府 男女共同参画局HP」から引用

生理痛がある こと は、 当た り前 では あり ませ

ルの服用で改善するといわれています。しかし、

腰痛、腰痛、頭痛、吐き気など身体的な症状の他

　月経困難症、過多月経などが挙げられます。

管理栄養士、理学療法士、指導者、家族など、多く

を持って関わる必要があります。
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まな疾患・栄養不足です。 

力や転倒歴との関係も認められているといわれて

す。

　　　　松田病院　栄養課

　高齢者の場合、体力の低下や食事量の減少が続くと、介護が必要な状態に移行する可能性があります。

　今回は、高齢者の栄養や体力などと関係の深い「サルコペニア」と「フレイル」についてお伝えします。

社会参加の低下なども含みます。

「フレイル」とは、「加齢に伴う予備能力低下

身体が弱るだけではなく、気持ちの落ち込みや

「サルコペニア」と「フレイル」

のため、ストレスに対する回復力が低下した状

態」で要介護状態に至る前段階です。

体機能が低下している状態」のことをいいます。

転倒・骨折、寝たきりなどの原因にもなるため、

栄養課より

自立障害や死亡を含む健康障害を招きやすい、

とても危険な状態を意味します。

　年齢を重ね、｢体力が落ちた｣、｢食が細くなった｣などと感じることはありませんか？

運動により、サルコペニアを予防することが重要で

　健康な生活を送るためには、体力の低下や栄養不足を防ぐことが重要です。

「サルコペニア」 「フレイル」

「サルコペニア」とは、ギリシャ語の「筋肉」を

表す“サルコ”と、「喪失」を表す“ペニア”を組

み合わせた言葉で「筋肉量が減少し、筋力や身

十分な栄養の摂取や、体力維持・筋力増加のための

サルコペニアチェック<指輪っかテスト>

「囲めない」「ちょうど囲める」「隙間ができる」

の順にサルコペニアの可能性が高まるほか、身体能

サルコペニアの原因は加齢・活動量の低下・さまざ

います。

身体の虚弱

フィジカル・

フレイル
ロコモ
サルコペニア等

社会性の虚弱

ソーシャル・

フレイル

閉じこもり
困窮
孤食等

こころ/
認知の虚弱

メンタル/
コグニティブ・
フレイル

うつ、認知低下

虚弱（Frailty)⇒フレイル
①中間の時期
②可逆性（Reversibility)
③多面的
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2.たんぱく質も十分に  3.カルシウム、ビタミンDも摂りましょう

[肉、魚、卵、大豆製品など]

1食あたり目安量（どれか１つ）

　　して摂るようにしましょう。

　　　　  食べて+動く

1.主食、主菜、副菜を  

不足しないようにしましょう。

「サルコペニア」と「フレイル」対策には、どんな食事をしたら良いの？

疼痛、難聴、意欲低下、抑うつ、生活習慣病、心

　スクを併せ持つため注意が必要です。

★嚥下機能の低下にも注意！ 

筋肉の材料となる蛋白質が 　　骨折・転倒予防に関係する栄養素です。

　　特にカルシウムは不足しやすいので、意識

★やせ型だけでなく肥満も注意！ 

　揃えてバランス良く 

体力低下を防止

る偏った食事内容や運動不足、身体的には全身の

★フレイルになりやすい危険因子は、生活習慣によ

　血管疾患などが挙げられます。

手足の筋肉だけではなく飲み込みに必要な筋肉も

　低下する可能性があります。

脂肪が多く筋肉が少ない状態を「サルコペニア肥

満」と呼びます。肥満とサルコペニア、両方のリ

体重減少↓

薄切肉
2～3枚

魚の切身
1切

豆腐
1/2丁

卵
1個

カルシウム ビタミン

D

日光浴

体内でつくることのできないアミノ酸（必須アミノ酸）のうち、バリン、
ロイシン、イソロイシンの3 種類を「BCAA｣と呼びます。BCAA は筋肉
の材料やエネルギー源となります。中でもロイシンは、たんぱく質の合成
を促すだけでなく、筋肉の分解を抑えるはたらきなどにも関わっています。
また、筋肉のたんぱく質合成を促すためには、運動やリハビリ後30 分以内
にBCAA やたんぱく質を摂取することが効果的といわれています。運動の
効果が十分に発揮されるためには、筋肉の材料となるたんぱく質が不足し
ないよう、日々の食事で十分に摂取することが大切です。

牛肉 まぐろの赤身 鶏胸肉 卵 かつお など

食事からのBCAA補給のポイントは、毎食「主食・主菜・副菜」を揃えて食べることです。
更にBCAA以外のビタミン・ミネラルなどの栄養素もバランスよく同時に補給できます！
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1.受付開始時間は、7：30～です。
2.初めて受診される患者様・診察券をお忘れの患者様は8：00以降に受付カウンターにお越し

　ください。

3.予約検査等の患者様が診察の合間に入る場合があり、お呼びする番号が前後することがあり

　ます。

　冬場には脳卒中や心筋梗塞の発症が増えやすいといわれています。 

これは寒くなって血圧が上昇することも一因ですが、水分補給も関わっています。寒くなって汗を

やすくなり、結果として脳卒中や心筋梗塞などの疾患を引き起こす可能性が高くなります。

人間の体の約60％は水分です。毎日食事や飲み物から2～2.5リットルの水分を摂取し、尿や便、

いないでしょうか。 

土日祝日 11:00～20:00

松田病院外来の受付開始時間について

汗などで同じくらいの量の水分を体から排出します。これは季節が変わってもあまり変化はありません。

松田病院　健康管理室　

冬の脱水

％以上になると活動が急激に低下します。水分補給は喉や鼻の粘膜を潤してウイルスの侵入を防ぐと

特に暖房の効いた部屋で長時間過ごすときなどは、喉の渇きを感じる前のこまめな水分補給が大切

です。白湯など、体を温めつつ水分を補える飲料が適しています。 

　風邪予防の基本であるうがい、手洗いに加えて「水分補給」も、大事な予防策のひとつです。 　 

同時に、侵入したウイルスを痰や鼻水によって体外に排出する作用を助けます。

～　冬場も水分補給をしましょう　～

夏場は熱中症対策などで水分補給をしていたのに、涼しくなってからめっきり水分を摂ることが減って

　最近、水分補給を意識していますか？ 

●　風邪対策に水分補給　●

風邪やインフルエンザの原因となるウイルスは、乾燥した状態で活発に活動します。反対に湿度50

と、血液の粘度が上がり、いわゆるドロドロの状態となります。ドロドロ血液によって血管が詰まり

健康管理室より

●　脳卒中・心筋梗塞に水分補給　●

かかなくなり、のどの渇きを自覚しにくくなる冬場は水分摂取が少なくなります。水分摂取が少ない

面会時間について

2019年5月1日～ 当院の面会時間が変更となりました。お見舞いの際は、下記の面会時間内
にお越しいただければ幸いです。皆様のご理解ご協力を宜しくお願いいたします。

14:00～20:00平日

　そのためにも、冬場でも水分補給が大切なのです。 
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（返答は外来リハビリテーション室入口付近に掲示しております。）

【お声】

【返答】

2017年10月～「耳鼻いんこう科」を開設しております。

月曜～土曜の午前中に診察しております。どうぞ宜しくお願いいたします。

月曜～金曜の受付時間は変わりません。

ご理解ご協力を宜しくお願い致します。

「耳鼻咽喉科は、人間が生きていくために大切な機能を扱う専門家です。

　聴覚・嗅覚・味覚・平衡感覚などを扱う感覚器のエキスパートであると

　同時に、摂食嚥下・音声言語・呼吸などの機能と、それに必要な口腔・

　咽頭・喉頭・鼻腔の専門的診察を行うことができます。」

日本耳鼻咽喉科学会　ホームページ  一般の皆さんへ　 http://www.jibika.or.jp/citizens/index.html

ご意見箱へ寄せられたお声より

耳鼻いんこう科の紹介

松田病院では、患者様のご意見ご要望を伺う手段の一つとして、「ご意見箱」を設置しております。

ご意見用紙の回収は、日・祝日以外の毎日行なっており「掲示しても良い」と意思表示して頂いたもの

に対しては、なるべく早く返答を掲示できるように努めております。

サービス向上委員会

■2019年10月～「土曜の受付時間」が「～12時まで」に変更になりました。
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2017年10月～「矯正歯科」を開設しております。料金は自費（保険外診療）となります。

第一土曜午後の月１回、診察しております。どうぞ宜しくお願いいたします。

矯正歯科治療とは、歯並びやかみ合わせを正しくする歯科治療のことです。美しい歯並びや口元を作ること

はもちろんですが、治療を行うことで顎口腔機能の回復や虫歯・歯周病予防など健康面への効果もあります。

　【歯並びが悪いことによる悪影響】

　・歯ブラシが届きにくく虫歯や歯周病になりやすい。

　・発音に影響を起こす場合がある。

　・食べ物をしっかり噛んで飲み込むことができないため、消化不良などの原因にもなる。

　・顎の関節や筋肉への負担が大きく「顎関節症」が引き起こされるリスクがある。

　　また、顎の成長が悪くなる場合がある。

　・悪い歯並びで外見にコンプレックスを持ち、心理的に悪い影響を与える場合がある。

              [営業時間]　9：00～19：00

　　　  　[休日]　　　日曜・祝日

              [電話]　　　022-342-6810

               【屋外からのアクセス】     【コンビニ店内からのアクセス】

　　　コンビニ東側ガラスドアを開け、直進 　      　　コンビニ店内の自動ドアを入って右側

　　　　　　  毎月3の付く日は3点デー

　　　　　　  毎月 3日 13日 23日 30日 31日

  　　　 　　  ドライ品　３点 1000円（一部商品は除きます）

　　　         　 ※3の付く日が休日の場合は翌営業日となります。

                               ホワイト急便　寺岡一丁目店

クリーニング

　　　　　　　　　　　  いずれも13：30～17：30

矯正歯科の紹介

                                               ニューヤマザキデイリーストア　併設

■　1～3月の診察日：　1月4日（土）　2月1日（土）　3月7日（土）
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　　　　　　ニューヤマザキデイリーストア　松田病院店
　 　　　　　　　　　　　営業時間   7:00～20:00

                       ご利用の際、駐車券の無料処理を店内で可能です。

　　　　　　　　　　おにぎり、お弁当、パン、雑誌など、幅広い商品を用意しております。

　　　　　　　　イートインコーナー（店内購入品を、店内で飲食できる場所）もございます。

                              ガーゼ・包帯など、業務用の医療材料も１個ずつ販売しております。

■アイスクリーム売場脇に銀行ATMを設置しています。

ゆうちょ銀行は、下記の時間帯のご利用手数料無料です。

[平日]8:45～18:00

[土曜]9:00～14:00（祝日を除く）

“超”高級食パン ゴールドソフト は、完全予約制で月２回販売！

【受取日】：毎月 第２・第４ 金曜日
【予約締切】：受取日４日前まで（毎月 第２・第４ 月曜日まで）

・厳選したバター、卵、生クリームを贅沢に使用しました。

・味わい豊かなおいしい食パンの証拠として、卵・バターがいかに

　使用されているか、見た目・香りだけでも感じて頂けるでしょう。

・風味・食感とも最高なので、この食パンを食べてしまうと他の食

　パンが霞んでしまいます。

・パンの耳が苦手な方も、耳付きパンのファンになることでしょう。

・持ち運びやすい箱に入っており、ご進物としてもご利用頂けます。

　　公共料金取扱い、クレジットカード・ID/Edy/Suica 使えます、ATM、コピー・FAX、クリーニング（ホワイト急便）取扱い

　　ニューヤマザキデイリーストア 松田病院店    宮城県仙台市泉区実沢字立田屋敷17-1(松田病院内)    電話：022-377-8011

銀行ATM（コンビニエンスストア内）

コンビニエンスストア
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秋冬のおすすめをご紹介いたします。

美容外科より
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今年のおすすめをご紹介いたします。

直通電話 022-378-5122
電話受付時間 月～金 9：00～13：00 14：00～17：00
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内容

会場

11時30分～12時00分

11時30分～12時00分

11時30分～12時00分

松田病院　西棟　外来ロビー
（写真参照）

ノロウイルスにご注意

講師：松田病院　感染管理室

フレイル予防で元気な生活

講師：松田病院　リハビリテーション部

診療報酬改定でどうなる医療費？

予約不要 ／ 参加無料 ／ 入退場自由 ／ お気軽にご参加ください 

講師：松田病院　事務部

2月4日（火曜）

3月3日（火曜）[第22回]

日時

一般公開講座

パロス カレッジの開催予定

1月7日（火曜）

「パロス カレッジ」を開催しています。講師は当院の職員です。予約不要、参加無料、入退場自由です。

毎月第一火曜日11時30分～12時00分、松田病院 西棟 外来ロビーで、松田会セミナー 一般公開講座

松田会セミナー 一般公開講座「パロス カレッジ」のご案内

「パロス」は「灯台」を意味します。病気やケガの荒波を超える患者さんや地域住民の皆さんにとっ

て、未来を明るく照らす「道しるべ」になれるよう、思いが込められています。お気軽にご参加ください。

[第21回]

[第20回]

松田会

セミナー
毎月第一火曜日
11時30分～
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相談窓口のご案内
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注）上記の外来予定表は、2020年（令和 2年） 1月 1日時点で作成しております。

担当医は、学会への参加・急患対応等により変更になる場合がございます。

その際は大変ご不便をおかけいたしますが、何卒ご容赦願います。

最新の情報は、受付又は、お電話でご確認願います。

　(整形外科・内科)　

外来予定表

　　　　　　　平日　診療時間　8:30-11:30/14:00-17:00 　電話  022-378-5666

　　　　　　　土曜日は13:00迄、日曜日は9：00～12：00迄　外来診療を行なっております。

2020.1.1～

月 火 水 木 金

松田(倫) 松田(倫) 松田(倫) 松田(倫) 松田(倫) 1月 1月

前半 佐々木(健) 甲川 山城 中村 笠間/初診は予約 4日、18日 11日、25日

受付時間 山田(祐) 安藤 甲川 安藤 中村 2月 2月
9:30迄

小林 小出 澤田 藤井 小林 1日、15日、29日 8日、22日

小出 笠間/初診は予約 小林 笠間/初診は予約 藤井 3月 3月
（受付9:30迄）

井樋[肩]/予約
（受付9:30迄）

14日、28日 7日、21日

佐々木(健) 甲川 松田(倫) 山田(祐) 中村 松田(倫)/10:00迄 松田(倫)/10:00迄

後半 山田(祐) 安藤 山城 安藤 千葉 笠間/初診は予約 藤井

受付時間 安藤 小出 甲川 藤井/乳幼児のみ受付 藤井 山田(祐) 佐々木(健)
11:30迄

小出 澤田
（受付9:30迄）

笠間/受付9:30迄 中村 千葉

井樋[肩]/予約 笠間/初診は予約 澤田 山城
（受付9:30迄） 安藤 甲川

安藤 笠間/初診は予約 松田(倫) 佐藤(光)/予約 山城 小出

前半 甲川 佐々木(健) 山田(祐) 佐々木(健) 千葉

受付時間 小林 山城 小林 澤田 小林
15:00迄

小出 小林

佐藤(光)/予約

後半 安藤 笠間/初診は予約 松田(倫) 佐藤(光)/予約 山城

受付時間 甲川 佐々木(健) 山田(祐) 佐々木(健) 中村
17:00迄

澤田/15:00開始 山城 小林 澤田 千葉

小出 小林

佐藤(光)/予約

月 火 水 木 金

松田(恵) 田澤 松田(恵) 田澤 松田(恵)

前半 宮澤 武藤 小野寺 小野寺 中井 前半

受付時間 中井 西岡 田澤 武藤 田澤 受付時間

9:30迄
西岡 高血圧外来/予約 西岡 宮下

10:00迄

宮下 中山[循] 増田/第2第４

木村/9:30開始

松田(恵) 田澤 松田(恵) 田澤 松田(恵) 中井(12:00迄)

宮澤 西岡 田澤 小野寺 中井 非常勤医師(15:00迄）

後半 中井 高血圧外来/予約 中井 武藤 田澤 後半

受付時間 西岡 中山[循] 西岡 宮下 受付時間

11:30迄
宮下 木村 増田/第2第４

13:00迄

松田(好)[内科・外科] 小野寺 杉澤/16:30迄 中井 松田(好)[内科・外科]

小野寺 曽根 武藤 小西 武藤

武藤 中井 山本[リウマチ] 宮下 川名[呼吸器]

寺嶋[循]/予約 心外来 佐藤/予約 増田/第２第４

佐藤/予約 心外来/予約

内
科
　
外
来
予
定
　
全
一
覧
表
 

常
勤
・
非
常
勤

整
形
外
科
　
外
来
予
定
　
全
一
覧
表
 

常
勤
・
非
常
勤

午前
（夕診）

日替わりで内科医師が担当します（1名体制）

17:00～18:30
日替わりで整形外科医師が担当します（1名体制）

土曜日の担当医は、変更にな
る場合がございます。
最新の情報は、受付又は、お
電話でご確認願います。

午前

土

小野寺

土

午前
受付時間

13：00

迄

午後

土曜日の担当医は、変更にな
る場合がございます。
最新の情報は、受付又は、お
電話でご確認願います。

内科系非常勤医師
（夕診）

午後
 受付時間

 17:00迄

午前

武藤

曽根

日曜日(9:00-12:00)

外科系非常勤医師

17:00～18:30
午前

非常勤医師

日曜日(9:00-12:00)

赤
字
は
女
性
医
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す
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注）上記の外来予定表は、2020年（令和 2年） 1月 1日時点で作成しております。

担当医は、学会への参加・急患対応等により変更になる場合がございます。

その際は大変ご不便をおかけいたしますが、何卒ご容赦願います。

最新の情報は、受付又は、お電話でご確認願います。

外来予定表

　　　　　　　土曜日は13:00迄　外来診療を行なっております。[歯科直通電話　022-378-3133]

　　　　　　　平日　診療時間　8:30-11:30/14:00-17:00 　電話  022-378-5666

　(形成外科・皮膚科・眼科・歯科・耳鼻いんこう科・泌尿器科、エバーグリーン病院)　           

2020.1.1～

月 火 水 木 金

松田[形] 東北大学医 松田[形] 東北大学医 東北大学医
(9:00～) (9:00～) (9:00～) (9:00～) (9:00～)

月 火 水 木 金

山田(容)
(9:00～)

月 火 水 木 金

面高 石川 伊藤 担当医 浅野
(9:00～) (9:00～) (9:00～)

石川 浅野 手術 担当医 伊藤
（外来は予約のみ） (～16:45)

月 火 水 木 金

担当医 担当医 担当医 担当医 担当医
(9:00～) (9:00～) (9:00～) (9:00～) (9:00～)

月 火 水 木 金

佐々木(光) 佐々木(光) 佐々木(光) 佐々木(光) 佐々木(光)
※受付11:00迄 ※受付11:00迄 ※受付11:00迄 ※受付11:00迄 ※受付11:00迄

佐々木(光) 佐々木(光) 佐々木(光)
※13:00～診療 ※13:00～診療 ※13:00～診療

※受付15:00迄 ※受付15:00迄 ※受付15:00迄

歯科は、原則として【予約制】です。お待たせしないよう、予約にご協力願います。

月 火 水 木 金

今野 今野 今野 今野 今野

松田(倫和) 松田(倫和) 松田(倫和) 松田(倫和) 松田(倫和)

[口腔外科]片岡

今野 今野 今野 今野 今野 ホワイトニング（土曜午後のみ）

松田(倫和) 松田(倫和) 松田(倫和) 松田(倫和) 松田(倫和) 矯正歯科（土曜午後の月１回 不定期）

1～3月の診察予定日

[補綴科]小川 [口腔外科]片岡 1月4日、2月1日、3月7日

診療科目：精神科（一般精神科外来）　認知症・うつ病・統合失調症・睡眠障害・パニック障害・摂食障害

月 火 水 木 金

小高 小高 小高 小高 小高

西條 西條 西條 西條

瀬川 瀬川

鈴木 鈴木 鈴木　※2 鈴木　※2 鈴木

小高 小高　※３ 小高

西條 西條 西條

瀬川 瀬川

鈴木 鈴木 鈴木　※2 鈴木　※2 鈴木

新患は予約制ではございません（受付時間の30分前までお越しいただければ幸いです）
※1　土曜日の受付時間は8：30-12：00になります

※2　鈴木医師の休診　第2・第4（水）（木）、第5（水）
※3　小高医師の休診　第1・第4（水）

佐々木(光)

松田(倫和)

医療法人松田会　エバーグリーン病院（松田病院　南側に隣接）             電話  022-378-3838

精
神
科

午前
8：30

-
11：30

西條　※1
午前

歯
科

午後
14：00

-
17：00

眼
科

山田(容)

皮
膚
科

山田(容)

土

泌
尿
器
科

小高　※1

午後

午前

耳
鼻
い
ん
こ
う
科

午後

土

担当医

形
成
外
科

土

山田(容) 担当医

山田(容)

午前

土

※土曜日の形成外科の診療はありません。仙台
形成外科クリニック泉中央をご利用ください。
電話022-374-0885

午前

午前

午後

午前 午前

午後

午後

土

担当医

午前

山田(容) 山田(容)

土

午前

午前

※受付11:00迄

土

午前

午後

担当医（9:00～）

午後午後

午後

午前午前

午後
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　　　　松田病院　栄養課

＜材料（2人分）＞　 

＜作り方＞　 

編集後記　テーマ「ねずみ」

・今年2020年は、ねずみ年です。整形外科の領域では、関節の表面から剥がれ落ちた関節軟骨や小骨片
　が関節内を動き回るものを「関節内遊離体」と呼び、別名「関節ねずみ」とも呼びます。関節の中をね
　ずみのようにコロコロ動き回ることからついた名称です。これが関節の狭い隙間に挟まったり、引っか
　かったりすると強い痛みと可動域制限を起こします。早期発見・早期治療が重要です。当院は、豊富な
　手術経験を持つ整形外科医がおりますので、お気軽にご相談ください。本年も当院を宜しくお願い申し
　上げます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（事務部：加藤）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・東京に住んでいたころ、地下鉄の線路に時々子猫くらいの大きなねずみが出てきたのを幾度となく見る 
　ことがありました。あの大きなねずみの種類は何だったのでしょうね。　　　　　（事務部：佐竹） 
　　　　　

・突然ですが、テレビはありますか？今年はねずみ年、テレビのカラー放送開始とカラーテレビの発売は  
　1960年、60年前のねずみ年なんです。テレビは電気がないと見れませんよね、あの「ピカチュー」  
　もねずみです。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（総務部：佐藤） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・子どもの頃、ねずみくんの絵本が大好きでした。この絵本は、主人公のねずみくんと仲間たちのお話で
　簡単な絵と文章ですが、どの話も心がほっこりする内容です。今は自分の子供たちも楽しく読んでいま
　す。ねずみが出てくるお話はたくさんあると思うので、今年の干支にちなんでねずみの絵本を読んでみ
　るのもいいですね。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（医事課：堀籠） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・ねずみのキャラクターで有名なミッキーマウス・ミニーマウスの東京ディズニーリゾートの顔が去年2
　6年ぶりに変わったそうです。写真で比較しても、私は最初違いが良く分からなかったのですが、ミッ
　キーも時代に合わせて進化しているのですね。　　　　　　　　　　　　　　　　（形成外科：松田）      　　               　　　　　　

＜生姜の効能＞　 
・生姜は血行を良くし、身体を温めます。
・生の状態に多く含まれるジンゲロールには殺菌作用があります。
・熱を加えることにより変化したショウガオールには免疫力向上効果や身体の内側から温める効果が
　期待できます！
・冷えが気になる人は生姜に熱を加えたり、乾燥生姜の使用がオススメです！！ 

1人あたり 162kcal　たんぱく質 5.7g　塩分 1.3g

季節の健康レシピ

（油や味付けが無くても十分美味しいです）

②豚バラ肉を巻き付ける

③フライパンを熱し、転がしながら焼き、肉に焼き目が付いたら完成

◇新生姜漬・・・・・4本　　　　　◇豚バラ薄切り・・・・・4枚

生姜と豚肉のくるくる巻き

①キッチンペーパーで新生姜の水分を拭き取る

管理栄養士のおすすめ

発行 医療法人松田会 松田病院 [ 編集：広報・資料管理室、広報委員会 ]
仙台市泉区実沢字立田屋敷17-1 TEL 022（378）5666
website http://www.matsuda-hp.com 松田病院 仙台

20 ページ


