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　　　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。 

２　夜間頻尿の原因　

泌尿器科 医師　
　　　　　　 佐々木 光晴

引き続き、皆様の健康の助けとなるべく精進を続

因性膀胱や膀胱がん、膀胱結石や尿道結石なども排

夜間頻尿で泌尿器科を受診された場合、まず夜間

頻尿を起こすような疾患があるかどうか調べます。

「夜間に排尿のために1回以上起きなければならな

いという愁訴」

「夜中にトイレのために1回くらい起きるのは普

通じゃないか」、「自分は夜中に3回も4回も起き

や前立腺癌、女性ならば過活動膀胱、その他に神経

尿障害の原因となる可能性があります。

主な疾患として、男性の場合ならば前立腺肥大症ている」という声が聞こえてきそうです。

●排尿障害がある

つまり、夜間排尿のために1回以上起きている人

くお願いいたします。

運動したかどうか、あるいはその日の気温や湿度な

３つに分けることができると思います。

支障をきたしていないのであれば、心配する必要は

でしょうか。

疾患があって、それが原因になっているということ

おかげさまで泌尿器科が開設して1周年となりまし

ども影響を及ぼすと考えられています。

では、夜間に排尿のために1回以上起きている人

　松田病院　広報誌　エバーグリーン・ライフ

だけでなく、その日の水分の取り方、食事の内容、

FREE ご自由にお持ちください

考えることもできます。

でも、困っていないならば治療の対象とならないと

た。本当にありがとうございます。

松田病院 泌尿器科のご紹介

たくさんの患者様や医療スタッフに支えられ、

泌尿器科 開設1周年を迎えて

「このガイドラインは夜間頻尿のためにQOL（ク

治療を希望している成人男性および女性を対象とし

ガイドラインの別のページには、次のような記載

オリティーオブライフ：生活の質） が損なわれ、

夜中に起きるということが苦痛ではなく、生活に

１　夜間頻尿とは

間頻尿」について考えていきたいと思います。

実際、夜間頻尿の原因は実に様々です。単に何か

ている。」

もあります。

この定義を読んで、多くの人が「自分は夜間頻尿

ではないか」と感じたのではないでしょうか。

ありません。

ているのが「夜間頻尿診療ガイドライン（2020年

4月に改訂）」です。その中で夜間頻尿は次のよう

に定義されています。

けていく所存でございます。どうぞこれからも宜し

泌尿器科の医師が、夜間頻尿で診療の教科書にし

原因は非常に複雑多岐にわたるため、単純にこれ

今回は、外来診療の中でも一番に相談の多い「夜

が原因とは言えないのですが、大きく分けると次の

で、困っている人の場合、その原因はどこにあるの
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するようなお薬を内服することで、尿が出やすくな

てみてください。

変難しいのが実情です。

多尿は「1日の尿量が40 mL/kg×体重を超える

日頃、膀胱の筋肉は、尿が溜まるときは弛緩し、

排尿するときには収縮するということを繰り返して

また、状態によっては、自分で定期的に導尿（カ

テーテルを入れて尿を出すこと）して膀胱を空っぽ

にする「間欠的自己導尿」をお勧めする場合もあり

普通に生活されていても、水分はやや取りすぎにな

前立腺肥大症は男性特有の疾患です。男性は年齢

くさんの種類の飲み物に接する機会がありますので

● 水分を取りすぎている（多飲多尿）

ます。

だくことで症状が軽減されます。

て、尿を押し出す力が低下することにより、排尿後

病などで神経の連絡に異常をきたした方にみられる

キンソン症候群などの脳の疾患、脊髄の障害や糖尿

疾患です。

高齢もリスクの一つです。膀胱の活動力が低下し

頻尿を相談される患者様で、実際に多いのが、

治療には、突然の収縮を抑える薬を内服していた

も膀胱に尿が残るようになります（残尿）。尿が常

に膀胱に溜まっているために、膀胱の容量が少なく

とで、ある程度は推測することができます。

排尿日誌（図１）を患者様に記載していただくこ

「トイレに行っても、2時間以内にまた行きたくな

このような疾患は、外来で超音波検査や排尿後の

3）神経因性膀胱

脳出血や脳梗塞、アルツハイマー型認知症やパー

2）過活動膀胱

方は、まずご自身で水分を取りすぎていないか疑っ

手く連携しなくなることが原因といわれています。

閉経後の女性に多いといわれておりますが、男性で

る疾患です。

場合」と定義されています。

酎やビール、ウィスキーなど、我々は水以外にもた

「排尿に時間がかかる」、「尿の勢いが弱い」、

とともに前立腺が大きく傾向にあるため、前立腺が

胱について紹介いたします。

る」などの症状があるときは、泌尿器科に相談し

尿道を圧迫して尿道の通りが狭くなります。

そうすると尿の勢いが弱くなり、尿が出づらくな

に残る尿が多くなり（残尿）、膀胱に貯められる尿

もちろん必ずしも一つの疾患だけが原因になると

残尿量（膀胱に残っている尿の量）を測定したり、

そこで患者様に、自宅で排尿日誌（図１）を記

出てきた排尿量で水分摂取量を判断するようにして

検査）を調べておくことも大切です。

の量が少なくなって、頻尿となります。

水分の取り方の多い、少ないは個人の感覚で判断

載することをお願いし、摂取した水分量ではなく、

過活動膀胱は、膀胱が突然収縮するため、突然尿

意を感じたり、ときには尿を漏らしてしまったりす

ここでは前立腺肥大症、過活動膀胱、神経因性膀

てください。

もないわけではありません。

同時に、採血で前立腺癌の腫瘍マーカー（PSA

いますが、年齢とともに弛緩と収縮のバランスが上

は限りませんので、一つ一つ可能性を考えて検査を

行なうことによって、原因にたどり着くことも少な

1）前立腺肥大症

ります。その状態が長く続くと、排尿した後も膀胱

治療は、排尿時に尿道や膀胱の筋肉の緊張が低下

この水分の取りすぎです。夜間頻尿で悩まれている

コーヒーや紅茶、緑茶にジュース、炭酸飲料、焼

されるものなので、外来で正確に判断することは大

くありません。患者様の協力はとても大切です。

るようです。

ります。

なり、頻尿となります。

います。

例えば、体重が50kgの方であれば１日に2L以

上の排尿をしていれば、多尿と判断できます。概ね

方であれば、多尿ではありません。

1回の排尿量が200ｍLとした場合、1 日の尿量

の合計が1000ｍLならば5回で済みますが、200

１日の尿量が1200~1500mL程度に収まっている
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●気にしすぎる（心因性頻尿）

患者様から「おしっこの量をどうやって測定す

当院では週に一日程度、次回の外来まで2回（2

や水分摂取状況については、省かせていただいてい

日間）程度の記載をお願いしています。

ので、休日などを利用して記載をお願いしています。

排尿日誌の実施期間については、必ずしも決めら

ています。3日間書いていただくことが望ましいの

ですが、患者様の行動を制限することにもなるので

「水分を取りすぎている」場合や「気にしすぎる」

れているわけではありませんが、連続3日間とされ

ドA」と認定され、夜間頻尿の病態診断や治療選

早速、排尿日誌を書いてみましょう。排尿日誌は

　

　

3　夜間頻尿の治療と排尿日誌

ト上でも簡単に入手できます。（図１）

量・夜間排尿量・1日排尿量）、起床・就寝時刻、

尿意切迫感の有無、水分摂取状況などがあります。

んの中には、このような「水分を取りすぎている」

場合や心因性頻尿のケースが多いように感じます。

記載で大切なのが 「朝から次の日の朝まで。 2

4時間分の排尿状況を記録する」ということです。

朝から次の朝まで途切れなく記載する必要がある

様々な製薬メーカーで作られており、インターネッ

ます。

適切な治療を行なうために大変有用な道具です。前

場合は、ご自身がそういう状態であることを理解し

主な記入項目には、排尿時刻、排尿量（1回排尿

ご自身の排尿状態を知るにはどうしたらよいので

日誌は、排尿の状態を医師や看護師に正確に伝え、

前述した「排尿障害がある」場合には原因となる

0ｍLならば1日10回、3000ｍLならば15回トイ

レに行くことになることになります。ご自分が１日

ただ記載が大変なため、外来では尿意切迫感の有無

けど、飲んでも全然効かない」と相談される患者さ

しょうか。お勧めするのが「排尿日誌」です。排尿

4　排尿日誌を書いてみよう

なければ改善することは困難です。

「頻尿を内科の先生に相談したら薬を処方された

にどのくらい排尿をしているかを知ることは非常に

大事です。実際に水分を制限するだけで、頻尿が改

善している患者様がたくさんいらっしゃいます。

後述の「排尿日誌を書いてみよう」で実際の患者

様が記載された排尿日誌を掲載しているので参考

にしてみてください。

水分の取りすぎの次に多いのが「気になるから」

です。心因性頻尿と呼ばれています。

十分な排尿する力と尿を貯める力があるにも関わ

らず、尿意を感じて、あるいは気になってしまって

トイレに行くパターンです。

「お漏らしをして周りに迷惑をかけた」「バスに

乗車しているときに漏れそうになって大変だった」

など、排尿に関わる辛い体験した方に多い印象があ

ります。また「なかなか眠れず、気になるため何度

ないのですが、あまりに大変な場合はお薬を内服し

たり、排尿日誌を記載することによって、ご自身の

排尿状態を理解していただき、「このくらいなら大

丈夫だ」と自信を持っていただくことで、改善に繋

もトイレに行った」など、不眠が関わっていた場合

もあります。

かく言う私も、泌尿器科外来のある日は、外来の

間にトイレに行けるかどうか心配なため、起床から

外来前まで5～6 回はトイレに行っているので、立

がる場合があります。　

疾患を治療することで症状の改善が見込めますが、

述した夜間頻尿ガイドラインの中でも「推奨グレー

択、治療効果判定に有用です。

派な心因性頻尿と感じています。

心因性頻尿は病気ではないので、気にする必要は
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るの」と聞かれることが多いですが、料理用の 50

0mLの計量カップ（図2）を100円ショップで購

た、排尿日誌を取り上げてみました。夜間頻尿で泌

尿器科外来を受診されたAさんは、来院された時の

排尿日誌では１日1920ｍLの排尿量があり、排尿

切り取り、水を50ｍLずつ入れながら目盛り線を

（図４）には、実際に患者様に書いていただい

記入し、目盛りをつけて代用することも可能です。

プラスチック製のコップやペットボトルの先端を

入していただき、測定していただいております。

ちなみに松田病院に併設するコンビニエンスストア

でも購入できます（図3）
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5　睡眠障害と夜間頻尿

満足することができなくなります。

泌尿器科を受診いただければ、排尿日誌の書き方

から読み解き方まで詳しくお話させていただきます

回数も1日13回と多く、夜間だけでも5回トイレに

圧の上昇の原因となり、尿意につながるとの報告が

あります。高齢者においては眠りが浅く、眠れない

最近、夜間頻尿の原因として注目されているのが

これまで睡眠時無呼吸症候群が疑われた患者様

なります。若いときに8時間寝ていたからと、8

の再入眠困難や、浅睡眠からの中途覚醒が、膀胱内

を、内科の先生に相談し治療していただいた結果、

以前は夜間排尿のために3回は起きていた患者様

の尿量が増加する傾向にあります。

時間にこだわった場合、いつまでたっても睡眠に

行っている状態でした。

ので、ご遠慮なくご相談いただければ幸いです。

夜間にトイレに行くから眠れないのか、眠れない

からトイレに行くのか…。どちらが原因となってい

るかは患者様によってそれぞれです。ただ、どち

量を1200ｍL程度に減らすことができ、排尿回数

らも患者様の生活の悩みになっていることでは共

通しています。

これまで世界では、夜間頻尿と不眠症が、高齢者

を高める原因になることが論文などで報告されてき

ました。なぜ夜間頻尿になるかを考えるにあたって

高齢の方の睡眠について理解する必要があります。

の転倒・骨折と関連し，生活の質が低下し、死亡率

排尿日誌を記載いただき、１日の尿量と夜間の尿

もらいましょう。

いないか」「呼吸は止まっていないか」を確認して

同居している家族がいる場合、「いびきをかいて

を超える場合が夜間多尿）。

6　おわりに

かれても、ご自分でご自分の排尿状態を理解するこ

ご高齢の方では、若年者と比較して睡眠時間が少

なくなります。ある調査では年齢ごとの睡眠時間を

比較すると、15歳では8時間、25歳では7時間、

65歳では6時間と加齢とともに睡眠時間が少なく

とは非常に難しいです。

今回は夜間頻尿に対して、排尿日誌が大変役に立

が、全く起きなくなったと喜ばれたことがあります。

した。

つ道具であることを中心にまとめさせていただきま

排尿日誌を記載していただければ、夜間の排尿の

回数や尿量から、睡眠障害による頻尿も推定するこ

とができます。

ただ排尿状態は実に多彩ですので、排尿日誌を書

夜間頻回に呼吸が止まるため、低酸素症になり夜間

覚醒が多くなるといわれています。夜間排尿した後

ことが頻尿の原因になるのです。

睡眠時無呼吸症候群です。睡眠時無呼吸症候群は、

も1日8回になり、夜間もトイレに起きることなく

べることができます（夜間尿量が１日尿量の30％

量を調べることによって夜間多尿であるかどうか調

ぐっすり休まれるようになりました。頻尿を抑え

るようなお薬を飲むこともないので、お薬代もか

かっていない状態です。

度コントロールしていただいたところ、１日の排尿

排尿日誌を書いていただいてから、水分をある程

また深睡眠の頻度が減り、浅睡眠となるため中途

5 ページ



エバーグリーン・ライフ 2020 AUTUMN

医療法人松田会 松田病院　概要 MEMO

【診療科目】

整形外科、形成外科、内科、消化器内科、内視鏡内

科、循環器内科、脳神経内科、脳神経外科、皮膚科

小児皮膚科、耳鼻いんこう科、眼科、精神科、麻酔

科、リハビリテーション科、リウマチ科、泌尿器科

美容外科、美容皮膚科

歯科、歯科口腔外科、矯正歯科

【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ので、お問い

　合わせください。

※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。（ただし、状況によ

　り、対応できかねることがあります。）

※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。

【郵便番号・住所】

　〒981-3217

　宮城県仙台市泉区実沢字立田屋敷17-1

【電話番号】

022（378）5666

 http://www.matsuda-hp.com 

松田病院 仙台
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エバーグリーン病院

院長　小髙 晃

       （こだか あきら）

　　　　　　　　　　　 集団精神療法の様子

病院概要

　現在、この療法は世界各国でも取り入れられてい

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）

[診療科目]

・精神科（一般精神科外来）、認知症、うつ病

　睡眠障害、パニック障害など

[受付時間]

  午前 8:30～11:30  午後 14:00～17:00

※土曜日の受付時間：8:30～12:00

※休診日：土曜日午後　日曜日　祝日

※新患は、予約制ではありません。

[電話]

　　　　　　　　　　　　　 学習療法の様子 022（378）3838

　患者様同士が会話を通して心の交流を図り、症状

ながら、これからも集団精神療法に取り組んでまい

しみ、当時の気持ちを語り合い、今は何を感じてい

おります。学習療法を提供することによって、患者

るのかを話していただく時間としております。

協同研究プロジェクトから始まりました。

はありませんか？

　学習療法とは、音読と計算を中心とする教材を用

小髙 晃（こだか あきら）と申します。 　昔を懐かしみながら話をする患者様の表情は、と

ても豊かです。私たち自身も患者様と一緒に楽しみ

様の笑顔を引き出すことを大事にして取り組んでお

いた学習を、学習者と支援者がコミュニケーション

せていただきます。

の改善・意欲的な生活に繋げるために行なっていま

をとりながら行なうことにより、学習者の認知機能

やコミュニケーション機能、身辺自立機能などの前

学習療法

集団精神療法

　皆さん、こんにちは。松田病院の南側に隣接する

す。毎回１５名ほどの患者様に参加いただき、季節

「エバーグリーン病院」の院長を務めております、

　学習療法は、東北大学の川島隆太教授と公文教育

　例えば、秋は「焼き芋」や「紅葉」を話題とし、

頭前野機能の維持・改善を図るものです。

　「集団精神療法」とは、医師・精神保健福祉士な

協会（KUMON）と福岡県の介護施設の三者による

どの専門スタッフによる治療法です。

　皆さんは「学習療法」という言葉を耳にしたこと

法（学習療法、集団精神療法）について、ご紹介さ

　今回の連載企画は、当院で行なわれている各種療

により話題を決めて実施しております。

色・形・味・匂いなどを共有し、話の中で昔を懐か

ます。当院では３０名～４０名の患者様に提供して

ります。

ります。

（土曜日のみ、事前のご予約をお願いいたします）

エバーグリーン病院

連載企画 第2回
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　リハビリテーション部

　理学療法士　野木 俊

    　　　　　　　 [ロコモティブコーディネーター]

■調査実施時期：2020年3月11日、12日

【Q3】自宅で動かないでいる時間（座っている時

間や寝転がっている時間）に変化はありましたか？

ロコモチャレンジ！推進協議会は、新型コロナウ

イルス感染症による運動への影響に関する生活意識

＜調査結果＞

多くいらっしゃるのではないでしょうか？

えって、あなたご自身の外出する機会は昨年の同じ

時期に比べて変わりましたか？

外出を控え、ご自宅で過ごす時間が増えている方も

日常の活動量が減った方にうかがいます。自宅で手

【Q1】最近1か月間（2月上旬以降）をふりか

調査を実施しています。

動量は、昨年の同じ時期に比べて変わりましたか?

日本の現状と運動への影響

現在「新型コロナウイルス」の感染拡大の影響で

【Q4】昨年の同じ時期に比べて、運動する機会や

   男女5000サンプル

コロナとともにロコモも予防しよう！

そして、外出が減ったと回答した方の7割以上が

「自宅での運動に興味がある」と回答しています。

予防することはもちろん、これを機に新たな運動習

しょう。

新型コロナウイルスによる外出自粛は、生活活動

■全国20歳～60歳以上　

アンケート結果より、約半数の方が昨年度の同時

期に比べ外出機会減っていると回答し、4割以上の

方が運動機会も減っていると回答しました。さらに

3割の方が動かないでいる時間も増えたと回答して

います。

軽にできる運動方法に興味や関心がありますか？

慣を身につけて「ロコモ」の予防にも努めていきま

【Q2】最近1か月間（2月上旬以降）をふりか

えって、あなたご自身の運動する機会 や 日常の活

（試してみたいと思いますか？）

量や運動量の不足へとつながっています。コロナを

リハビリテーション部

連載企画 第23回
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② スクワット（下肢筋力をつける）

屋内で過ごす時間が長くなると体力の低下やロコ

（自宅）でも行なえる運動に取り組んでみましょう。

現在この状況だからこそ、自身の生活習慣を見直

し、身体的・精神的な健康を維持していくことが大

③ ヒールレイズ（ふくらはぎの筋力をつけます）

モをきたすリスクが高まります。

また自立した生活を長く続けていけるよう、屋内

切です。

のない範囲で続けることが大切です。運動習慣を

身につけ、足腰の筋力強化やバランス能力の向上

を図りロコモを予防しましょう。

① 片脚立ち（バランス能力をつける）

　　※1リットルの牛乳パック2個程度

□　15分くらい続けて歩くことができない

□　横断歩道を青信号で渡りきれない

ロコモを予防しよう！

ご自宅でも簡単に行なえる「ロコモーショント

レーニング」をご紹介します。頑張りすぎず無理

□　家の中でつまずいたり、すべったりする

□　階段を上がるのに手すりが必要である

□　家のやや重い仕事が困難である

□　2kg程度※の買い物をして持ち帰るのが困難

　　である

運動器のいずれか、あるいは複数に障害が起こり、

「立つ」、「歩く」といった移動機能が低下してい

る状態をいいます。進行すると日常生活にも支障が

生じ、介護が必要になるリスクが高くなるといわれ

ています。

チェックしてみよう！

ロコモティブシンドローム（ロコモ：運動器症候

群）とは、「運動器の障害により移動機能の低下を

きたした状態」を指し、2007年に日本整形外科学

会が、このロコモを提唱しました。

ロコモは骨、関節、軟骨、椎間板、筋肉といった

「ロコチェック」を使って自己評価してみましょ

う。１つでも当てはまればロコモが疑われます。 

□　片脚立ちで靴下がはけない

ロコモティブシンドロームとは？

【7つのロコチェック】

両足で立った状態で踵を上げて、ゆっくり踵をおろし
ます。

※10～20回（できる範囲で）を

1日2～3セット行ないましょう。

※左右1分間ずつ、1日3回行ないましょう

●姿勢はまっすぐにして

行ないましょう

掴まるものがある場所
で行ないましょう

※深呼吸するペースで、5～6回繰り返します。

1日3回行ないましょう

[1]                                                                  
肩幅より少し広めに足を広げ、つま先は約30度
に開きます。
[2]                                                                  
膝がつま先より前に出ないように、お尻を後ろに
引くように身体をしずめます。

※10～20回（できる範囲で）を

1日2～3セット行ないましょう

両足が立った状態で踵を上げて、ゆっくり踵を下

ろします。

9 ページ



エバーグリーン・ライフ 2020 AUTUMN

世界で大注目！日本の旨味（うま味）を上手に活用

　　　　松田病院　栄養課

栄養課より

日本人の塩分摂取量は１日10ｇにも及ぶと言われており、2020年改訂版の日本人の食事摂取基準では
健康なひとでも１日の塩分摂取の目標量が成人で男性：7.5g／dl未満、女性：6.5g／dl未満に引き下げ
られました。減塩の工夫については以前ご紹介したことがありますが、今回はその一役を担う世界に
誇る日本のうま味についてお話したいと思います。ぜひ、日々の食卓にご活用いただければと思います。

「甘味・塩味・苦味・酸味・旨味」は基本５味。19世紀以前において科学的に立証されていな

かった“旨味”物質は、1900年代に入り日本人化学者が時代を渡り次々と発見しました。

イノシン酸

人体の細胞が
作り変わるとき
に欠かせない核
酸を構成。
主に動物性食品

干し椎茸に
最も多い。
生しいたけの
グルタミン酸と、
干すことで産生
されるグアニル酸

鰹節昆布

緑茶

生椎茸

白菜

トマト

玉ねぎ

鶏・豚肉
干し椎茸

煮干し

アジ

きのこ類、海苔、ドライ
トマト、ホタテ貝などは、
乾燥させる・冷凍後の

加熱で増加。

グルタミン酸 グアニル酸

旨味を組み合わせて料理に活用！ ～世界の料理編～

旨味の代表格である【グルタミン酸、イノシン酸、グアニル酸】 組み合わせにより、旨味の相乗効果を

得られます。下の表のように、世界でも上手に食材が組み合わされて旨味のある料理が作られています。

＊世界各国＊
世界の料理 旨味成分 （食材） ＋ 旨味成分 （食材） 

フランス料理 ポトフ イノシン酸（牛肉） ＋ グルタミン酸（野菜） 

スペイン料理 パエリア イノシン酸（魚介類） ＋ グルタミン酸（野菜） 

中華料理 餃子 イノシン酸（豚肉） ＋ グルタミン酸（キャベツ） 

イタリア料理 ミートソース イノシン酸（牛肉） ＋ グルタミン酸（トマト） 

韓国料理 プルコギ イノシン酸（豚肉） ＋ グルタミン酸（玉ねぎ） 

 

料理の種類

たんぱく質を構
成するアミノ酸
の一つ。
母乳にも含まれ
るため、赤ちゃ
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　皆様方のご理解とご協力のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。

密集し、感染の危険性が高まる状況がみられております。

　当院は現在、新型コロナウイルス対策の為、8時開錠としておりますが、開場時に入口付近が

　感染予防対策の為、開錠時の混み合う時間帯はなるべく避けていただき、並ばずに、周囲の方

との距離を空けてご入館ください。

松田病院 朝の入館時のお願い

旨味を組み合わせて料理に活用！ ～日本の料理編～

ちょっと簡単なだしの作り方
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◆ 血糖値の上昇

　チョコレートやドーナツ、キャンディなどは、G I値が高く、クッキーやポテトチップスも低くはあり

≪　G I値とは？　≫

ません。G I値の低い食品を多く摂ることが、血糖値の急上昇を防ぐことに結びつきます。そして、朝食

で血糖値の上昇しにくい食品＝低G I値の食品を食べると、昼食後の血糖値の上昇を抑える効果が期待で

高めるとする報告もあります。食後の血糖値を抑えることは、さまざまな疾患のリスクを抑えることにつ

Ｇ I値の低い食品　⇒　全粒粉のパスタや玄米がゆなど

　つまり、精製された小麦粉や米などは、G I値が高くなる傾向があることがわかります。

積極的に摂るようにしましょう。 　

穀物は炭水化物が多く、カロリーも低くはありません。しかし、大麦やオートミールは精製された小麦粉

きます。1日3食すべてをバランスのとれた食事にすることはなかなか難しいですが、せめて朝食を重視

　通常、食事をすると血糖値は上昇します。そして、食後の血糖値が高いと糖尿病になりやすいだけでな

ながります。

や白米より食物繊維を多く含んでいるのです。

きのこ類と海藻類と乳製品は全般的に、G I値が低いため、血糖値が気になる場合には、これらの食品を

セカンドミール効果について

健康管理室より

というものです。

　「セカンドミール効果」とは 1日のうちで最初に摂った食事が、2回目の食後血糖値にも影響を及ぼす

体温測定の実施について

　セカンドミール効果のある朝食は・・・シリアルです！！

　なかでも、麦類などの穀物にナッツやドライフルーツなどを加えたグラノーラが良いとされています。

松田病院　健康管理室　

Ｇ I値の高い食品　⇒　パンや精白米、うどんなど

◆ 一日の最初の食事でなにを食べる？

く、動脈硬化が進行したり、太りやすくなるともいわれています。さらに食後高血糖が認知症のリスクを

を多く含む食品ほど、G I値が高く、血糖値を上昇させやすいことを意味します。 

・発熱や風邪症状のある方は、入り口のスタッフへお声がけください。

　G I値とは、ブドウ糖の血糖上昇率と比較して、食品ごとにどれほど血糖値を上昇させるかを 数値化し

たものです。

することで、生活習慣病などのリスクを減らしていきましょう。  

　ブドウ糖を100とした場合、80以上は、G I値が高く、49以下は低いという形で分けられます。糖質 

・全ての来院者に体温測定、マスクの着用をお願いしております。
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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。）

【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

耳鼻いんこう科のご紹介

ご意見箱へ寄せられたお声より

【お声】

サービス向上委員会

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。

■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。

13 ページ



エバーグリーン・ライフ 2020 AUTUMN

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

矯正歯科のご紹介

■10月～12月の診察日：10月3日（土）　11月7日（土）　12月5日（土）
　　　　　　　　　　　   いずれも13：30～17：30

クリーニング

                                               ニューヤマザキデイリーストア　併設
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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、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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医療費後払いサービスのご案内
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【①キャッチフレーズ　②アピールポイント　③連絡先】

①「気持ちに寄り添い出逢った人に幸せを」

がいる事業所です。介護を必要とされる方が心身の状況やご希望に応じたサービスを受けることができる

よう、ケアマネジャーがケアプランを作成し、関係する事業所との連絡や調整を行ないます。

医療法人松田会には、居宅介護支援事業所が７ヶ所ございます。今回は5ヶ所をご紹介いたします。

居宅介護支援事業所とは？
介護保険を使って、ご自宅で受けられるサービスの調整を行なう「ケアマネジャー（介護支援専門員）」

アルパイン川崎、アルパイン・ケアプランセンター愛子については、また改めてご紹介いたします。

居宅介護支援事業所のご紹介（1）

②明るく笑顔あふれるケアマネジャーが１１名いる

松田病院ホームケアサポートセンター

い、協力し合いながら、１人のご利用者様にケア

　マネ全員で関わらせていただいております！

ご利用者様の想いを傾聴し、一緒に喜んだり悩ん

だりしながら、住み慣れた地域、自宅で安心して

暮らすことができるように、ケアマネ一丸となり

エバーグリーン・イズミ

　迅速な対応を心掛け、日々奮闘しています。

介護でお困りのことがあれば、お気軽にご相談く

　ださい。

②松田病院地域包括ケアセンター内にあり、訪問診

療、訪問看護、訪問介護、定期巡回の各サービス

と同じフロアで連携を図りながら、難病を抱える

方や要介護度の重い方、ターミナルケアも含め、

「家族と一緒に過ごしたい」「最期まで家で暮ら

したい」という想いに寄り添い、専門性とチーム

居宅です。人数が多いからこそ、皆で声を掛け合

　ワークを活かし、全力でサポートしています。

ご利用者様、ご家族様と大切な時間を共に過ごせ

ることに感謝をしながら、安心とぬくもり、そし

　て笑顔をお届けします。

③仙台市泉区実沢字立田屋敷17-１

　電話　022-378-8877

③仙台市泉区実沢字立田屋敷17-１

　電話　022-377-2515

①「チームケアで家での暮らしを全力サポート！」
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居宅介護支援事業所のご紹介（2）

鶴ヶ谷サポートセンター

八木山サポートセンター

　いただけるよう、支援させていただきます。

③仙台市太白区八木山香澄町1-20

域に暮らす方が多いです。この地域の皆様の生活

を支える為、今まで何を大切にし、今後の人生を

②2007年9月に開設して12年が経過しました。

北山地域への感謝を忘れず、住み慣れたご自宅で

①「住み慣れた地域で最期まで暮らせ笑顔溢れる生

　活が送れるようチームで支えます！」

②地域に愛される居宅を目指し支援しております。

訪問看護や訪問リハビリ、訪問介護、定期巡回と

同じ建物内で、密に連携が図れ、一体となって地

   どう生きたいか、想いに寄り添い一緒に考えます。

　できます。

また居宅には理学療法士や作業療法士のスペシャ

リストがおり、幅広く対応できるのも特徴です。

地域に必要とされるよう、８名のケアマネジャー

が精一杯、在宅で生活ができてよかったと思って

　「顔が見たい」、 「お話をしたい」が原動力！

ご近所同士での支えあいも多い町なので、地域の

   方とも連携し、人と人との繋がりも大切にします。

公的なサービスの提案や調整はもちろん、地域で

ボランティアや生活サポート事業を行なう方々と

　電話　022-738-8123

   連携し、お困り事への対応力に自信があります。

①「自分らしくを地域で支えます。」

②鶴ヶ谷は、昭和40年代に造成され、長年この地

　電話　022-234-6226

　フリーダイヤル　0120-59-6226

   電話　050-3387-4124

その方らしさを大切に、お一人おひとりの人生を

　サポートいたします。

エバーグリーン・キタヤマ

域で安心して、最期まで過ごせるようサポートが

①き・・気持ちに寄り添い

　た・・楽しく

　や・・優しく、患者様を

　ま・・守り抜きます

③仙台市青葉区北山2丁目9-21

お困り事にも素早く足を運び、ぬくもりを届けま

す。心優しく情熱的なケアマネが揃う事業所です。

③仙台市宮城野区鶴ケ谷字舘下35-1
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Ⅱ．接種日に60歳以上65歳未満であって、心臓・腎臓・呼吸器の機能に障害又はヒト免疫不全ウイルス

Ⅲ．Ⅰ･Ⅱに該当する生活保護･市民税非課税世帯　［無料］

　　　※ 生活保護の方は、生活保護支給票を提示して頂きます。

　　　※ 市民税非課税世帯の方は確認通知書又は介護保険料決定通知書(保険所得段階1～4のもの)

　　　　を提示して頂きます。

Ⅳ．原発避難者特例法に基づき、指定された市町村からの避難者で仙台市に住民票を移していない方

Ⅰ．接種日に65歳以上の方　[\1,500]　※自己負担額

Ⅱ．接種日に60歳以上65歳未満であって、心臓・腎臓・呼吸器の機能に障害又はヒト免疫不全ウイルス

　　 により免疫の機能に障害のある方（身体障害者手帳１級に相当） [\1,500]　※自己負担額

Ⅲ．Ⅰ・Ⅱに該当する生活保護の方　［無料］

※ 大衡村の対象者は全て無料となります。

【助成がない方】　[\3,800]　※自己負担額

　詳細は各市町村にご確認ください。

① 令和2年度に次の年齢になる方　⇒　65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳

② 接種日に60歳以上65歳未満であって、心臓・腎臓・呼吸器の機能に障害又はヒト免疫不全ウイルス

　 により免疫の機能に障害のある方（身体障害者手帳１級に相当）

助成がある方の接種費用

【仙台市に住民票がある方】　　　 　　￥5,000　※自己負担額

【富谷市・黒川郡に住民票がある方】　 ￥4,000　※自己負担額

※上記市町村以外で宮城県内に住民票がある65歳以上の方は、予防接種の助成がある場合がございます。
　詳細は各市町村にご確認ください。

当院での予防接種についてご不明な点がございましたら、受付窓口又は医事課へご相談ください。

【仙台市に住民票がある方】

当院は、仙台市・富谷市・黒川郡に住民票がある65歳以上の方は予防接種の助成を使うことができます。

■助成対象者　　　　　　　　　　　　　　　　　（期間：令和2年4月1日～令和3年3月31日）

上記の予防接種は、いずれも原則として「予約制」となります。

　　　　確認通知書→仙台市健康安全課へ事前申請が必要となります。

　　　　介護保険料決定通知書→通知書の保険所得段階が1～4の方のみ無料となります。

　　でも仙台市と同様に助成が受けられます。

【富谷市・大和町・大衡村・大郷町に住民票がある方】

※上記市町村以外で宮城県内に住民票がある65歳以上の方は、予防接種の助成がある場合がございます。

高齢者肺炎球菌予防接種のお知らせ

　　により免疫の機能に障害のある方（身体障害者手帳１級に相当） [\1,500]　※自己負担額

令和2年１0月1日（木）よりインフルエンザワクチン接種を開始いたします。

当院は、仙台市・富谷市・黒川郡に住民票がある65歳以上の方は予防接種の助成を使うことができます。

■助成対象者　　　　　　　　　　　　　　　　　（期間：令和2年10月1日～令和2年12月30日）

Ⅰ．接種日に65歳以上の方　[\1,500]　※自己負担額

インフルエンザ予防接種について
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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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美容外科で新しい機械を導入いたしました。

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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注）上記の外来予定表は、2020年（令和 2年） 10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。

　　　　　　　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。

外来予定表

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

　(整形外科・内科)　

2020.10.1～

月 火 水 木 金

松田(倫) 松田(倫) 松田(倫) 松田(倫) 松田(倫) 10月 10月

前半 佐々木(健) 甲川 山城 中村 笠間/初診は予約 10日、24日 3日、17日、31日

受 付時間 山田(祐) 安藤 甲川 安藤 中村 11月 11月
9:30迄

小出 小出 澤田 藤井 小林 7日、21日 14日、28日

笠間/初診は予約 小林 笠間/初診は予約 藤井 12月 12月
（受 付9:30迄 ）

井樋[肩]/予約
（受 付9:30迄 ）

5日、19日 12日、26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

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

佐藤(光)/予約

月 火 水 木 金

松田(恵) 武藤 松田(恵) 小野寺 松田(恵)

前半 宮澤 西岡 小野寺 武藤 中井 前半

受 付時間 中井 高血圧外来/予約 西岡 宮下 受付時間

9:30迄
西岡 中山[循] 増田/第2第４

10:00迄

宮下 木村/9:30開始

松田(恵) 西岡 松田(恵) 小野寺 松田(恵) 中井(12:00迄)

宮澤 高血圧外来/予約 中井 武藤 中井 非常勤医師(15:00迄）

後半 中井 中山[循] 西岡 宮下 後半

受 付時間 西岡 木村 増田/第2第４ 受付時間

11:30迄
宮下

13:00迄

松田(好)[内科・外科] 小野寺 武藤 中井 松田(好)[内科・外科]

小野寺 曽根 山本[リウマチ] 小西 武藤

武藤 中井 宮下 川名[呼吸器]

寺嶋[循]/予約 佐藤/予約 佐藤/予約 増田/第２第４

安田 心外来/予約
（受 付16:00迄 ）

（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。

内科系非常勤医師

内
科
　
外
来
予
定
　
全
一
覧
表
 

常
勤
・
非
常
勤

（夕診）

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。

日曜日(9:00-12:00)

外科系非常勤医師

整
形
外
科
　
外
来
予
定
　
全
一
覧
表
 

常
勤
・
非
常
勤

午前

午前

土

17:00～18:30
午前

小野寺

土

午前
受付時間

13：00

迄

非常勤医師

日曜日(9:00-12:00)

午後
 受付時間

 17:00迄

午前

武藤

曽根

赤
字
は
女
性
医
師
で
す
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注）上記の外来予定表は、2020年（令和 2年） 10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。

　　　　　　　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)　           

　　　　　　　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]

外来予定表

2020.10.1～

月 火 水 木 金

松田[形] 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

山田(容)
(9:00～)

月 火 水 木 金

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

浅野 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)

※予約制 ※予約制 ※予約制 ※予約制 ※予約制 ※予約制

※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

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 矯正歯科（土曜午後の月１回 不定期）

松田(倫和) 松田(倫和) 松田(倫和) 松田(倫和) 松田(倫和) 10～12月の診察予定日

10月3日、11月7日、12月5日

[補綴科]小川 [口腔外科]片岡

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（土曜日のみ、事前のご予約をお願いいたします）
※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）

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

土

小高　※1

午後
14：00

-
17：00

眼
科

山田(容)

皮
膚
科

泌
尿
器
科

午前

耳
鼻
い
ん
こ
う
科

午後

土

午前

土

形
成
外
科

土

山田(容)

午前

土

午前

午前 山田(容)

担当医（9:00～）

山田(容)

土

担当医(9:00～)

午前

山田(容) 山田(容)

担当医 担当医

午前

午前

※受付11:00迄

土

佐々木(光)

担当医（9:00～）

午後

午前午前

午後

歯
科

午前

午前午前

午後

赤
字
は
女
性
医
師
で
す
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　　　　松田病院　栄養課

※じゃがいもの食中毒に注意
　じゃがいもの芽や皮（特に緑色に変色した部分）には、天然毒素であるソラニンやチャコニンが多く含

　まれています。これらを多く含むじゃがいもを食べると、嘔吐・下痢・頭痛・めまい等の症状が現れる
　ことがあります。じゃがいもの食中毒を防ぐには、芽や皮を十分に取り除くことが大切です。

編集後記　テーマ「スポーツの秋」

・スポーツが好きな人の多くは、一度はケガに悩まされたことがあると思います。当院は2003年よ
　り「スポーツ整形外科」を開設。2017年からはさらに肩関節部門を充実させ、「スポーツ整形外
　科・関節鏡センター」として歩み始めております。スポーツに伴なうケガの治療も、当院にご相談

・2000年から体育の日（スポーツの日）は 10月の第二月曜日となっていますが、昭和生まれの私
　は体育の日は10月10日と脳内に刻み込まれており、未だに違和感を感じてしまいますが、連休に
　なるのはうれしいものです。来年もスポーツの日はオリンピックの関係で、7月になるようですよ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（事務部：佐竹）

・スポーツの秋といえば運動会を思い出します。スポーツでの集団行動、緊張感、競争心などを初め
　めて経験したのが運動会だったのかもしれませんね。ちなみに起源はヨーロッパ、イギリス人教師
　の来日で広まったとか。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（総務部：佐藤） 　　　

・スポーツは観戦専門なので、今年はコロナで観戦にも行けず残念です。宮城にも野球・サッカー・
　バスケとプロスポーツがあるので、早く観戦に行って、地元のチームを応援したいですね。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（医事課：堀籠） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・春には、ダイエットも兼ねてウォーキング、たまにランニングをしていたのですが、今年の夏は暑
　くて、ずっとサボっていたのでリバウンドしてきてしまいました。秋になって、涼しくなってきた
　この頃、また再開したいと思います。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（形成外科：松田）      　

   な脂が落ちます。ムニエルやフライ、バ

　ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（事務部：加藤）

秋鮭とじゃがいものバター醤油炒め

季節の健康レシピ

※秋鮭とは、産卵のために日本海沿岸から

　ター焼きなどの調理法に合います。

　9 ～ 11月にかけて川に登るため、余分

管理栄養士のおすすめ
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＜材料（2人分）＞
〇甘塩鮭 2切れ
〇じゃがいも 200ｇ（2～3個）
〇無塩バター 20ｇ
〇しょうゆ 大さじ1杯
〇こしょう お好みで
〇パセリ お好みで

1人あたり
熱量 270kcal
たんぱく質 20.5g

塩分 1.7g

＜作り方＞
1. じゃがいもは皮をむき、芽と緑色に変色している部分があれば取り除きます。水にさらした後、

食べやすい大きさに切り、耐熱ボウルに入れて、ラップをかけて500wで5分加熱します。甘塩鮭
も食べやすい大きさに切ります。

2. フライパンにバターを入れ、中火で熱し、加熱したじゃがいもと鮭を炒めます。
3. 鮭に火が通ったら、しょうゆで味付けし、こしょうを振ります。
4. 器に盛りつけて、お好みでパセリをふりかけて完成。
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