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令和 3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

ランプ大統領の発言にも、初動において「正常性バ

いえるでしょう。とはいえ、正常性バイアスを放置

ご挨拶とさせていただきます」と、昨年 1月 1日発

　「『新しき年の初めの初春の今日降る雪のいや重

　この万葉の歌のように、新しい年が皆様にとりま

やかな年となりますよう祈念いたしまして、年頭の

（し）け吉事（よごと）』（元旦の今日降る雪のよ

かったかと、今にして思うところです。

行の本誌に、年頭のご挨拶として、したためさせて

ウイルス感染症が、このようなパンデミック（感染

いただきました。

広い意味で「正常性バイアス」といえる発言ではな

大災害一色の一年でございました。さらに昨年は、

ない静かな時間を過ごされ、少々例年とは異なるお

　令和 3年の年頭にあたり、謹んでご挨拶申し上げ

「お・も・て・な・し」の国の日本において、オリ

ンピックイヤーとなり、躍動の年となるはずでした

　皆様におかれましては、お健やかに新春をお迎え

して幸多き年になりますよう、また、災害のない穏

何も問題ない」。その 約１か月後の 2月 27日には

正月をお過ごしになったのではないでしょうか。

　当大統領には、年末に控えた大統領選挙への影響

うに、今年も良いことが沢山ありますように）

爆発）を引き起こすことがあるなど、想像しており

のことと存じますが、今回の年末年始は、来訪者の

新年を迎えて

あったのでしょう。

ませんでした。私などは、世界に冠たる日本の医療

ではないか、と根拠もなく想像しておりました。こ

レベルで対処すれば、5 月の連休頃には終息するの

ス」と呼ばれ、自然災害などの際に被害を拡大させ

れがいわゆる「正常性バイアス」といわれるもので

医療法人 松田会

　松田病院　広報誌　エバーグリーン・ライフ

に拍車がかかっております。

FREE ご自由にお持ちください

い」という思い込みは、人が一般的に持つ心理であ

　実は「自分にだけは、非常事態は起きるはずはな

ることが知られており、この現象は「正常性バイア

ます。

年頭のご挨拶

イアス」を疑わせる発言がみられておりました。ま

新型コロナウイルスと正常性バイアス

危機の大きさを正しく判断し、どういう対策をとれ

していいわけでもありません。科学的な目を持ってが、新型コロナウイルスという見えない恐怖が何も

に多大なストレスがかかるのを防ぐために、正常性

す。このコロナ禍では、冷静で科学的な思考、そし

　しかし残念なことに、令和 2年の年頭の期待は裏

切られ、現実は「新型コロナ感染症の蔓延」という

バイアスが発生するのは、ある意味当然のことだと

かもを変えてしまいました。

て根拠に基づいた行動が特に求められていると思い

ます。

　医学や科学技術が進歩した現代において、単一の

イアスを退けることが重要です」と述べておられま

消えるだろう」と楽観的に構えております。3月11

よい発言を故意に繰り返していた節がありますが、

　筑波大学人間系心理学域の原田隆之教授は「コロ

る要因の一つであると考えられております。

「そのうち消え去るだろう。ある日、奇跡のように

していて、回復力がある国はない」と述べ、楽観視

を考え、客観的な事実を無視し、有権者の耳に心地

ず、1月 22日には「中国から1人入国しただけだ。

日には「ウイルスに勝ち目はない。米国以上に準備

　10 月に新型コロナウイルスに感染した 米国のト

ナ禍のように不安が高まっている時代において、心

ば良いのか、しっかりと把握することで、正常性バ

2021
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「人前で顔を隠すのは無礼」との教育を受けてこら

今の世界、ネットでできるものがいかに多くあるの

えます。今まで同じフロアで、同じオフィスで仕事

てまいりました。英語では、ソーシャルディスタン

今年こそ、生の試合を競技場で見たいと話しておら

デンス、リモートワーク、レスピレーター、PCR、

不活化ワクチンなどが挙げられます。つい先日、私

が得られない可能性もございます。

　新しい生活様式への移行初期には、礼儀正しいご

カー場で生の試合を見ないのは、温かいお母さんの

ン診療も有意義なものと考えられます。厚労省や医

たままの厳しい状況が続いておりました。実際に、

ガルタの年間シートを予約しておられた方も多く、

技場で見ることができなかった期間も長く、大相撲

ト環境が充実すれば、また違った世界が見えてくる

止まない雨はない」といわれますが、この感染症も

　しかし、考え方を変えてみますと、ネット時代の

スクを外して、挨拶をしてくださいました。「マス

　皆様におかれましても、昨年一年はコロナ禍につ

けないイベントや旅行などは行き場を失っておりま

しょう。

習慣として根付き、レジに並ぶときなどに物理的な

新型コロナウイルスに関する用語

クをかけたまま、人に相対することは失礼なこと」

ターネットを使ったオンライン会議、さらにはオン

ました。

　こまめな手洗いやアルコールによる手指消毒は、

距離をとるソーシャルディスタンスも、皆様はほぼ

方など－「感染拡大を防ぐ新しい生活様式」）をさ

　しかし、今はコロナ禍の緊急事態。感染予防が優高齢の方などは、私の診察室に入ってくるなり、マ

　新しい生活様式では、3密を避けるためにステイ

お付けください」と、何度もお話しさせていただき

「ある病気や症状」の原因となる病気で、例えば、

ホーム（不要不急な外出の自粛）が求められ、イン

どのような病気ですか？」との質問を頂戴いたしま

ましたが、3密を避けるため、入場者数は制限され

れました。

ライン診療、オンライン面接、オンライン授業も広

も無観客で行なわれた時期もありました。昨年の後

かが逆に見えてきたと思います。世界の人々のネッ

加しております。また、人々が一堂に会さないとい

がり、インターネット通販や在宅勤務が飛躍的に増

した。「いつこの感染症が収束するのか、誰にも予

想できない」ところが、大きな不安の源といえるで

私の外来に通院してこられる患者様にも、楽天やベ

新しい生活様式

身につけられたのではないでしょうか。

れ、多忙な日々を過ごされたことと存じます。

れたのであろうと思います。律儀な方であればある

は、安心が担保された診療は成立しがたいものと考

　リモートワーク（遠隔での仕事）は、モニターの

えられます。一方、患者様の立場からも、万が一相

性の合わない医師による診療に遭遇すれば、安心感

用、屋内の換気などによる 3密の回避、ソーシャル

き、様々な問題に万全の対策（手洗いやマスクの着

立している患者様と医師の間において初めて安心感

が築かれていない初診の患者様と医師の間において

しょうか。オンライン診療も同様で、信頼関係が成

こそオンラインでの共同作業ができるのではないで

ディスタンス、オンラインを活用した働き方、学び

イン診療を積極的に推進していく方針を固めている

といいます。懸案事項の初診時のオンライン診療は

上記のような理由にて認められなくなるようです。

ほどそのような傾向がみられ、「遠慮なくマスクを

に裏付けられた診療が可能となるもので、信頼関係

をしてきた仲間であるからこそ、強い信頼関係が築

かれており、その深く醸成された信頼関係があれば

師会は、今後コロナ禍が終焉を迎えた後も、オンラ

美味しい食事を、冷めてから食べるようなもの」と

客で行なわれました。サッカー好きの友人が「サッ

　サッカーや野球など、多くのプロスポーツも無観

先されますので、感染症を疑う初診からのオンライ

言っていたのを思い出しました。熱い生の戦いを競

いつかは終息いたします。終息後の劇的な変貌を遂

の外来でも、ある患者様から「『基礎疾患』とは、

向こうの相手との信頼関係の上に成立するものと考

ような気がします。「出口のないトンネルはない。 ECMOなど、さらに日本語でも実効再生産数、抗原

検査、抗体検査、mRNAワクチン、DNAワクチン、

した。「新型コロナウイルスに感染した場合、高齢

者や、『基礎疾患』を持っている方は重症化しやす

げた世界を早く見てみたいと思います。

心症や心筋梗塞など）の『基礎疾患』とされます。

ス、ロックダウン、エッセンシャルワーカー、エビ

半には、競技場での生の観戦も可能となってまいり

い」との報道が度々聞かれます。『基礎疾患』とは

　新型コロナウイルス感染症の報道では、英語のみ

ならず日本語でも分かりにくい用語が沢山飛び出し

高血圧、高脂血症、糖尿病などは虚血性心疾患（狭
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謙虚さと探求心

というタイトルの興味深い記事が載っておりました

ので、以下に供覧させていただきます。

迎えております。

　仙台市の人口動態予測によりますと、仙台市泉区

の人口増加は、もうそろそろピークを過ぎると予想

　国立環境研究所主任研究員の谷口優先生のグルー

プは、高齢者の身体機能と認知機能の関係性を明ら

　「歩幅が広い人」に比べて、「歩幅が狭い人」が

で、大いなる研究結果が得られると期待されていま

す。

かにする中で、歩幅を狭い人から広い人まで並べ、

歩幅が広い群、普通の群、狭い群という 3つの群に

高の対策を講じてまいりたいと存じます。

　多くのご高齢の方々が抱いておられるのは、いつ

　つい最近、医学雑誌に「歩幅と認知症の関連性」

たものと考えられます。もう少し分かりやすい言葉

々が連日、専門用語を多用して解説などをなさるた

したがいまして、『基礎疾患』とは単一の疾患を指

　テレビのワイドショーなどで、専門家と称する方

はやぶさ 2

　コロナ禍が進行している現在、私どもの病院や介

しい話題もありました。昨年末の12月6日、日本の

小型小惑星探査機「はやぶさ 2」から分離されたカ

で達成いたしました。カプセルの中には小惑星から

ています。津田さんは、この 約 600 人を「指示を

る集団」にしたと言っておられます。未知の小惑星

大切」と述べておられました。

す。この訓練は、シミュレーターを使って、探査機

明らかにすることが挙げられ、試料を分析すること

トル飛行する探査ミッションを、ほとんどノーミス

のできかたや地球の成り立ち、そして生命の起源を

　小惑星探査の目的の一つとしては、地球への隕石

待つ集団ではなく、自律的に考えて失敗を乗り越え

に謙虚であること、常に現状に安心したり、満足し

界に知らしめた大偉業となりました。

訓練を毎日のように２年間繰り返し行なったのと、

　新型コロナが世間を騒がせる一方で、明るく輝か

析を行ないながら、予期せぬ事態に対応できる解析

を用いて解説をしていただくと理解も容易になるも

な訓練があったからこそ「はやぶさ2」の予期せぬ

もう一つ、実時間訓練を行なったと述べておられま

ました。地球と小惑星の間を6年で約52億キロメー

採取された石や砂が確認され、目標を大幅に上回る

量が採取されており、日本の宇宙探査の技術力を世

たりしないで、よりよいものを探求し続けることが

況でオペレーターたちが正しい判断をできるかを試

な状況下で訓練を行なったとのことです。このよう

トラブルや「リュウグウ」の想定外の状況にも試行

錯誤を重ねながら、正解を見出し、ミッションを完

了できたといわれております。

プセルが、オーストラリアの砂漠に無事着地いたし

すもので、時には二重三重のトラブルが重なるよう

「リュウグウ」の仮想モデルをいくつか設定し、解

のと考えるものでございます。

すものではありません。

衝突による被害を減らすこと。もう一つは、太陽系

　そして最後に津田氏は「過信せず驕（おご）らず

に様々なトラブルをわざと発生させ、その過酷な状

　この「ハヤブサ2」 プロジェクトマネージャーの

津田雄一さんは、日本人の研究者のみならず、アメ

リカ、ドイツ、フランス、オーストラリアの研究者

も含めた 約 600 人のスペシャリスト集団を牽引し

護施設でも、いつ何時クラスターが発生しないとも

限りません。私どもは予期せぬ事態を多角的に想定

しながら、今以上に細部に渡ったシミュレーション

を重ねていかなければならないと痛感させる教訓で

あると考えております。決して過信せず、謙虚に最

　全国の平均寿命は、男性が 81歳、 女性は 87歳

的元気な人の平均余命は、男性が 23年、女性は 2

9年で、男性は93歳、女性は99歳まで生きること

になります。日本は、いわゆる 人生 100年時代を

ては、2040年 ～ 2045 年にピークを迎える予想

となっております。

認知症と歩幅

かは自分も認知症にり患するのではないかという不

安です。私どもの法人は、認知症になっても安心し

て生活することのできる地域づくりに貢献できれば

ですが、平均余命は異なります。現在 70歳で比較

と考えております。

分類し、4年間 経過を追い、認知機能と歩幅の相関

め、そのまま映像と一緒に流れ、難解な用語が溢れ

認知機能低下を発症するリスクの比は 3.39倍 でし

た。ちなみに「歩幅が普通の人」でも 1.22倍 で、

されておりますが、65歳 以上の高齢者人口につい

関係に関して結論を得ました。
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誰でもすぐに歩幅が広がるとは、なかなか言い切れ

ません。ただ、加齢とともに徐々に歩幅が狭くなっ

し、正しい姿勢で歩く、正しい靴を履くなど、いろ

　ただ単に「歩幅を広げましょう」といわれると、

には、歩幅以外にももちろん、方法はありますが、

歩幅のコントロールは実践しやすい方法と結論づけ

られております。

　歩幅は意識すると、かなり広がります。しかし、

歩幅が狭くなっている原因には、脳の原因の他にも

筋肉の問題や膝の関節の問題などもありますので、

　もともと正常であった脳に徐々に変化が起こって

くる。その段階で歩幅に兆候が出てくる。その後、

うになるというものです。

　認知症の前の段階、つまりMCI（軽度認知障害）

しません。したがいまして、「腕を後ろに振ってく

ださいね」という指導をします。特に、肘から腕を

後ろに振るように誘導すると、歩幅が 10％程度広

がるようです。

べて歩幅が狭いと認知機能が低下するリスクが高い

という結論に至っております。

って、脳を活性化することができます。脳の活性化

ンの場で、指導させていただいております。

でした。リスク比の 3.39倍の開き というのは、単

純に歩幅の影響だけを調べたのではなく、いろいろ

な要因を加味して調整したものです。性格や体格、

劇”の真っ只中におります。しかし、いずれの日に

最後に

お申し付けください。

か、このパンデミックが去り、“喜劇”が訪れる日

ルブミン、ヘモグロビンなど）で、同様の研究を行

まい、体が大きく揺れます。こうなると歩幅は安定

に大きく振る動作になってしまい、体が曲がってし

を思い描きながら、忌まわしい災厄を乗り越えてい

　この冬は新型コロナウイルスに加え、インフルエ

ります（「チャップリン自伝」　新潮文庫）。

　世界中の人々が困難に直面しており、まさに“悲

の段階の方々は、歩幅をコントロールすることによ

　当院では、上記のような根拠に基づき、認知症予

　その後、血液検査のいろいろな指標（白血球やア

きなリスクの比の開きがみられております。

　

防目的の運動などを多角的に通所リハビリテーショ

ンザへの対応など、何かと大変かと存じますが、こ

まだまだ十分に機能の改善が見込めるようです。こ

や認知機能の低下が起こり始めた早期の段階では、

数年間で認知機能検査における異常が検出できるよ

いうことになります。

ことを願っております。

つまり、歩幅が狭くなる原因は、脳の状態にあると

歩幅が狭くなる、ということがわかってきました。

　最近は、脳画像検査の技術が発展し、脳の中でも

「脳の前頭領域や運動野の大きさ」、それ以外にも

「脳の血流」が落ちてくると歩行速度が遅くなり、

なっておりますが、3倍まで開くことはありません

　今後の本研究の究極の目的は、実践的に歩幅を広

　しかし単に「腕を振りましょう」というと、前方

げることによって、本当に認知症にならないのかを

経過を追って観察をしていくことです。

す。本年も宜しくお願い致します。

の状況が一日でも早く解消され、平穏な日々に戻る

ングショットで見れば喜劇だ」との言葉を残してお

　皆様のご健康とご発展を心よりお祈り申し上げま

ければと存じます。

多変量解析なども用いて調整しております。調整後

でも、これぐらいの開きがあるということで、男性

でも女性でも身長が高い人でも低い人でも、おしな

ントロールを大きく司っているのかを解明すること

　「街の灯」「モダンタイムス」などの映画で知ら

れ、喜劇王として有名なチャールズ・チャップリン

にあります。それがわかれば、より効果的に脳に対

　地域の皆様からのご要望がございましたら、こち

は、「人生はクローズアップで見れば悲劇だが、ロ

　さらに、もう一つは、脳のどの部位が、歩幅のコ

遅らせることができるかもしれません。

らから出向いてでの指導も可能ですので、お気軽に

して刺激を与えることで、認知症や認知機能低下を

2割 ぐらい高くなりました。このように、かなり大

栄養状態や、もともとの認知機能などを統計学的に

は、よくあります。そこで、腕の振りを使って、腕

で歩幅を誘導すると効果的といわれております。

てきている方に関しては、歩幅はコントロールでき

いろな方法で歩幅は広がります。

ます。意識して歩くことだけでも十分に広がります

歩幅を意識するあまり、バランスを崩すということ
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エバーグリーン病院

院長　小髙 晃

       （こだか あきら）

　今回の連載企画は、当院のリハビリテーション部

　当院のリハビリテーション部には、理学療法士２

名、作業療法士11名、アシスタント1名が在籍して

います。入院部門では精神科作業療法・認知症患者

リハビリテーション・生活機能回復訓練、外来部門

認知症とは？どんなことに困るの？

[中核症状]

　出来事そのものを忘れてしまう記憶障害、いつ・

病院概要

　これらは、環境により強く出現することもあり、

生活を著しく妨げる上、介護者との関係悪化にも繋

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）

認知症のリハビリテーションとは？ [診療科目]

[理学療法] ・精神科（一般精神科外来）、認知症、うつ病

　運動に取り組むことは、身体強化やリフレッシュ 　睡眠障害、パニック障害など

効果以外にも、認知機能の向上や、自信・心の安定

を取り戻すといわれています。身体機能の維持向上 [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]

022（378）3838

（土曜日のみ、事前のご予約をお願いいたします）

小髙 晃（こだか あきら）と申します。

との繋がりの回復を図ります。

　行動症状として徘徊・暴言・暴力など、心理症状

　皆さん、こんにちは。松田病院の南側に隣接する

では重度認知症者デイケアで、リハビリスタッフが

ります。

実行することが困難となる遂行機能障害等が挙げら

がり、早急な治療を要する場合も多いといえます。

「エバーグリーン病院」の院長を務めております、

はご本人の生活や生活の質を維持することにも繋が

作が上手くいかないという日常生活動作の困難さを

解消することで、心身機能の維持や強化、自尊心の

どこ・誰が分からなくなる見当識障害、順序だてて

ビリテーションの提供を目指してまいります。

私たちができること

[周辺症状]

の人がその人らしく最後まで過ごせるよう、多職種

と一丸となり、入院から在宅まで切れ間のないリハ

　軽度～高度の認知症の方に対し、その時期に合っ

た馴染みのある作業や活動を行なっています。

としてうつ・不安・妄想等が挙げられます。

充足や自分が自分であるという安心感、人々や社会

活躍しています。

について、ご紹介させていただきます。

ている患者様・ご家族様が、安心して生活でき、そ

[作業療法]

　また、BPSD等によって起こる、例えばトイレ動

れます。

【作業療法週間プログラム】

　認知症により生活のしにくさを感じ、不安を抱え

エバーグリーン病院

連載企画 第3回

   月 火 水 木 金 土 

午

前 

きらっと 

クラブ 

OT サロン OT サロン OT サロン OT サロン 病棟サロン 

 健康教室      

午

後 

喫茶  

『あおば』 

わらじの会 わらじの会 わらじの会 わらじの会 病棟サロン 

  （R2.4 月現在） 
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　リハビリテーション部

　作業療法士　國分 紘子

タッフと自動車運転再開支援チーム（理学療法士、

～もう一度車に乗れるように～

ど、地域での暮らしを継続するための移動手段の一

転再開に向けて取り組んでいます。

を導入しています。

2.ドライブシミュレーターについて

　とさせていただいております。

一つの手段として、当院はドライブシミュレーター

様などを対象に、主治医の指示のもと、担当リハス

作業療法士、言語聴覚士等）が、患者様の自動車運

1.はじめに

自動車運転支援

る様々な機能の評価および練習を行ないます。その

　脳血管疾患発症後や運動器疾患受傷後の患者様に

　当院では、脳血管障害発症や運動器疾患受傷によ

　自動車運転再開を支援するにあたり、リハビリで

レーターを用いた評価、練習を開始しています。

は、上肢や下肢の運動機能、認知機能、注意力や判

　ておりますが、新型コロナウイルス流行に伴な

的な再現をすることが可能です。

　う対策の為、当面の間は入院患者様のみの使用

断力などの高次脳機能など、自動車運転に必要とな

つとして、自動車運転が重要な役割を果たす場合が

　また、患者様の能力に応じて、段階付けた評価

　当院では、医師の指示のもと、ドライブシミュ

　ここからは、ドライブシミュレーターの各機能

や練習を行なうことができます。

リ中の患者様が、リハビリスタッフと一緒に自動

のをサポートするソフトであり、運転環境の模擬

　当院のドライブシミュレーターは「Hondaセー

フティナビ」を使用しています（下図）。リハビ

車運転復帰に向けて運転に対する評価、訓練する

り、身体機能の変化や高次脳機能障害が生じた患者

とって、退院後に買い物や通院、仕事を再開するな

少なくありません。

※通常は入院患者様、外来患者様を対象に使用し

3.ドライブシミュレーターの各機能

についてご紹介いたします。

＜運転反応検査＞　次ページ左側写真

　ペダルやハンドルを利用し、反応の速さや正確

さを測定することで、動作や集中力、判断力が評

価できます。同年代の平均値と比較も可能です。

リハビリテーション部

連載企画 第24回

ハンドル

メイン画面(フロントガラス)サブ画面(助手席側窓)

3つの画面を使用し、左右の

環境の確認やサイドミラー、

バックミラーで確認しながら

模擬的に運転動作を行なうこ

とができます。足元にはペダ

ルを設置します

左サイドミラー

右サイドミラー

サブ画面(運転席側窓)

HONDAセーフティナビ
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①単純反応検査

　点灯したランプの色と矢印の向きに合わせて、ペ

②選択反応検査

　ランプが点灯したら、できるだけ早くペダルを操

作します。

＜次号、後編に続く＞

　点灯したランプの色に合わせて判断しながら、

で見えづらい部分がないかも確認します。

③追尾

　前の車を一定の距離を保ち追尾します。速度調

整や車間距離、ブレーキへの反応を確認します。

③ハンドル操作

　道路上に現れる三角コーンに合わせて素早くハン

確認します。左右のサブ画面も用いて、視野の中

②曲線

険管理の能力について、評価を進めていきます。　　　　

ダルの操作とハンドル操作を同時に行ないます。

④注意配分・複数作業検査

ります。

　この後は、危険予測体験や総合学習体験といっ

　以上が基礎的な反応時間や運転操作の評価にな

た、実際の街の中の場面を想定した運転技能や危

ドル操作をします。

などはないかを評価します。

①直線

ブレーキやアクセルのペダル操作をします。

＜運転操作課題＞

　主に半側空間無視（脳血管疾患の後遺症で片側空

間の認識が難しい状態）の検査を目的とした課題で

す。片側に寄り過ぎる、注意が払えず見落とすこと

ンドル操作と課題への反応時間や誤反応の有無を

④視野

　点灯したランプの色に合わせて判断しながらハ
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寒い季節になりました。　　　　　　　　

風邪やインフルエンザ

で体調を崩す方も増え　　　　　　　　　　

てきます。　

今年はコロナウイルス

も心配ですね…

私たちの身体を守る免

疫機能は、加齢やスト

レスで低下してしまい

ます。

栄養でウイルスに打ち 

勝つ身体づくりをして

いきましょう！

まずは免疫チェックしてみませんか？

　　　　松田病院　栄養課

ウイルスに負けるな！栄養で免疫アップ！！

栄養課より
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①　たんぱく質をとりましょう

　　たんぱく質は筋肉や臓器などを作る栄養素ですが、免疫細胞を作る成分でもあります

②　腸内環境を整える「食物繊維」「発酵食品」「オリゴ糖」をとりましょう

　　腸には免疫細胞の約７０％が集まっています。腸を元気にすることは免疫力アップの鍵！！

③　ビタミンを摂りましょう（特にＣ・Ｅ・Ａ・Ｄ）

　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。

密集し、感染の危険性が高まる状況がみられております。

松田病院 朝の入館時のお願い

　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。

免疫力を上げる栄養の３つのポイント

肉・魚・卵・大豆製品を、
毎食1品とりいれましょう

ブロッコリー・しめじ・昆布
しめじ・バナナ・さつま芋

ヨーグルト・味噌・納豆
キムチ・ぬか漬け

「食物繊維」腸のお掃除屋さん
善玉菌のエサになります

「発酵食品」善玉菌を増やします

「オリゴ糖」善玉菌のエサになります
※お腹がゆるくなる場合があるので大さじ1杯
までにしましょう

ビタミンＣ
ブロッコリー・ピーマン
キウイ・いちご・さつま芋

ビタミンＡ
うなぎ・レバー・人参
かぼちゃ・ほうれん草

ビタミンＥ
うなぎ・かぼちゃ・アボガド・
アーモンド・モロヘイヤ

ビタミンＤ
きくらげ・しいたけ・鮭
かれい・いわし・さんま

コロナで注目！
免疫機能を調節&感染症の重症化を予防粘膜を強くして喉や鼻をガード！

免疫力を活性化！攻撃力もサポート！

ビタミンＤは食事だけでなく、日光に当たることで体内で作ること
ができます。1日２０分程度のお散歩がおすすめです！
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「冷え」だけでなく、のぼせの症状も現れます。また、甲状腺の機能低下、貧血、低血圧、膠原病などに

便利な生活や加齢も一因

　「冷え」は女性に多い悩みですが、温めても治りにくい冷えは、自律神経と深く関わっている場合があ

　ストレスがかかって交感神経が緊張すると、末梢血管は収縮して血流が悪くなります。

　手足がなかなか温かくならない人は、自律神経の働きが乱れているため、血流の調節が上手くいってい

「冷え」の研究からわかってきたこと

女性に冷え症が多いということを裏付ける結果と考えられています。

患部を温めるだけでなく、生活全般を見直して「冷え」をもたらしている原因にも気をつけましょう。

　「冷え」は本人が自覚的に感じる症状ですが、客観的な評価もされています。冷え症の人が寒冷刺激を

・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。

・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。

ない可能性があります。これを「ストレス冷え」と呼びます。

受けた場合、「冷え」を訴える部位の血流量は減少し、実際に皮膚温の低下が認められるという報告があ

「冷え」の対策をしましょう

え」が存在するケースもあります。日常生活の中での「冷え」のリスクを知り、対策を心がけましょう。

体温測定の実施について

　皆さんはどちらでしょうか？

松田病院　健康管理室　

健康管理室より

　暖かい部屋に入ると、すぐに手足が温かくなりますか？それともなかなか温かくならないですか？

ります。また、手足の「冷え」を訴える人では、寒冷刺激を受けた際に皮膚温の回復が遅延している場合

◆最近増えている「ストレス冷え」

冷えやすくなります。また、便利な生活や加齢によって、誰にでも「冷え」が起きる可能性があります。

　手足などの末梢の血流は、自律神経の働きによって調節されています。

女性ホルモンや病気による「冷え」

「ストレス冷え」とは？

　朝食を摂らない生活の方もいると思います。朝食を抜くと体温が上がる機能は働かず、また筋肉不足で

ります。「冷え」は万病の元といわれますが、「冷え」の自覚症状のない人や、様々な症状の背後に「冷

は熱が生み出せません。強いストレスにより自律神経の働きが乱れると、体温調節がうまくいかなくなり

があります。ラットの実験では、オスよりメスの方が血管拡張の反応が遅いという報告もあり、一般的に

　女性の「冷え」は、女性ホルモンの乱れから自律神経に変調をきたすことも多く、このような場合は、

す。「冷え」の症状が続くときは、医療機関に相談しましょう。

よって、「冷え」の症状がみられることがあります。病気による「冷え」は、原因に対する治療が重要で
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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～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

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。

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

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

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。
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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。

　　　　　　　　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）

　　　　　　　　　　　 いずれも13：30～17：30

コンビニエンスストア

銀行ATM（コンビニエンスストア内）

矯正歯科のご紹介

■ 1月～ 3月の診察日：1月9日（土）　2月6日（土）　3月6日（土）
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医療費後払いサービスのご案内
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わせて使うことができ、生活のお手伝いと健康管理の両面でサポートいたします。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護のご紹介（1）

　要介護状態となっても、住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう、介護と看護の訪問を組み合

　ご利用される方の生活で、必要なお手伝いを必要な時間だけ関わらせていただき、一日の中で複数回の

訪問ができる柔軟性のあるサービスです。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護とは？

　また、24 時間対応のため、困りごとや具合が悪くなった際など、通報（電話）を受け、ご自宅まで訪

問することができます。

電話も訪問も24時間対応できます
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      しています」

仙台市太白区向山2-11-36　1階

介護老人保健施設　エバーグリーンヤギヤマ隣接

電話：022-393-8419

　　パーさんが一緒に手伝ってくれて助かっていま

お問い合わせ先

・「遠方にいて生活がよく分からなかったけれども

　　今は携帯で皆さんの記録をみることができて、

　　問をしてくださり、とても心強いです」

　問をすることができます。 　てまいります。

・「最期を自宅で迎える希望を叶えることができ、

　　本人、家族ともに、定期巡回の皆さんには感謝

・「母が自分の思い通りにできないときでも、ヘル

　　す。また、体調の変化で心細い時も、電話や訪

　予定にない訪問や時間帯であっても、ご利用者

　　とても安心しています」

松田会ホームケアステーション24 松田会ホームケアステーション八木山24

①自分たちが大切にしていること

・ご利用者様目線で接し、ケアを行なっています。

　手順通りだけではなく、そのときの体調やお話を

　伺い、ご利用者様の希望に沿ったケアをします。

・安心してご自宅での生活ができるよう、介護と看

　２４時間３６５日、どの職員が対応しても安心、

　ぬくもりをお届けします。

・柔軟に訪問をすることができます

①自分たちが大切にしていること

・一貫性のある関わりのお届け

お問い合わせ先

仙台市泉区実沢字立田屋敷17-1

松田病院地域包括ケアセンター内

電話：022-378-5051

　　ものを提案してくれるから食事も楽しみです」

（ご家族様より）

・「家での生活は難しいと言われていたので、家族

　　も郊外に住んでおり、毎日の仕事もある中で、

　　定期巡回の皆さんに入って頂いて、家族のよう

　　に関わってくださって、ありがたいです」

・「買い物も偏りがないように、季節感に合わせた

　護の連携を大事にしています。また、その人らし

　い生活ができるよう、気持ちに寄り添い、支援し

②これまで頂いた嬉しい言葉

（ご利用者様より）

　様やご家族の状況や状態に合わせて、柔軟に訪

②これまで頂いた嬉しい言葉

　　から本当に助かっています」

（ご利用者様より）

・「ずっと家にいて寂しかったが、今はヘルパーさ

　　んが来てくれることを楽しみに待っています」

・「私たち二人だけの生活では、家では暮らせない

　　することができます。ありがとう」

・「みんなが来てくれるから、今年も家で年越しを

定期巡回・随時対応型訪問介護看護のご紹介（2）

（ご家族様より）
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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、2021年（令和 3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。

2021.1.1～

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 9日、23日 16日、30日

受 付 時 間 山田(祐) 安藤 甲川 安藤 中村 2月 2月
9:30迄

小出 小出 澤田 藤井 小林 6日、20日 13日、27日

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 ）

6日、20日 13日、27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 ）

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

午前

土

17:00～18:30
午前

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。

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
（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）

赤
字
は
女
性
医
師
で
す
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注）上記の外来予定表は、2021年（令和 3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]

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

2021.1.1～

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) 1～3月の診察予定日

1月9日、2月6日、3月6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）

歯
科

午前

午前午前

午後

担当医（9:00～）

午後

午前午前

午後

午前

午前

※受付11:00迄

土

佐々木(光)

土

担当医(9:00～)

午前

山田(容) 山田(容)

担当医 担当医

山田(容)

午前

土

午前

午前 山田(容)

担当医（9:00～）

山田(容)

土
形
成
外
科

耳
鼻
い
ん
こ
う
科

午後

土

午前

土

午後
14：00

-
17：00

眼
科

山田(容)

皮
膚
科

泌
尿
器
科

午前

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

赤
字
は
女
性
医
師
で
す
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　　　　松田病院　栄養課

編集後記　テーマ「牛」

・今年の干支は「丑（牛）」です。ことわざに「牛も千里、馬も千里」というものがあります。「巧
　拙遅速の差はあっても、行き着く結果は同じであり、慌てる必要はない」という意味です。私自身
　も、地道に努力を怠らず、少しずつでも確実に経験を積み重ね、牛のような大きな成長を目指しま

・「牛」といえば焼肉ですが、大学時代はずっと焼肉店でアルバイトをしていたこともあり、焼肉に
　はうるさいほうです。白飯、上カルビ、テグタンスープを注文すると、そのお店のレベルが分かり
　ます。今年の後半には、みんなでワイワイ焼肉パーティができれば良いなと思っています。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（事務部：佐竹）

・ウシの話ではないのですが、自宅にハエ帳はありますか？幼少期、近所に小さい牛舎があり、必須
　アイテム。当時はエアコンもなく網戸はしているが窓全開、夏場は戦場でした。ハエたたき・・・
　二刀流で。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（総務部：佐藤） 　　　

・子供の頃は近所で牛を飼っている家が多かったので、私には身近な動物です。時々脱走して、庭や
　道路に居ることもありました。今年は干支の牛のように、一歩一歩着実に物事を進めることを大切
　に過ごしていきたいと思います。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（医事課：堀籠） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・闘牛では、赤い布を使って牛を興奮させて闘牛士が闘っていますが、てっきり牛を興奮させる為に
　赤色なのかと思っていたら、牛は色盲で色が識別できないので、人間を興奮させるために赤い布を
　使っているそうです。面白い事に、人間の為の仕掛けなんですね。　　　　　　　（形成外科：松田）      　

＜作り方＞

季節の健康レシピ

　す。本年もよろしくお願い致します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（事務部：加藤）

白菜とタラのクリーム煮

＜材料（2人分）＞
〇白菜 200g
〇生タラ 2切れ
〇塩、胡椒 適量
〇小麦粉 大さじ1
〇サラダ油 大さじ1と1/2

<調味料>
・バター 大さじ1
・小麦粉 大さじ1
・牛乳 1カップ
・顆粒コンソメ 小さじ1

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

1人あたり
熱量 332kcal
たんぱく質 19.5g

塩分 1.4g

1. 白菜は葉と芯に切り分ける。葉は一口大、芯はそぎ切りにする。

2. タラは4等分に切り、塩、胡椒を振って、小麦粉をまぶす。

3. フライパンに油を入れ、2を入れて、こんがりと焼き、一度取り出す。

4. 同じフライパンにバターを入れ、白菜の芯を炒める。次に葉の部分を入れ、しんなりするまで炒める。

5. 4に小麦粉大さじ1を振り入れ、さっと混ぜたら牛乳を少しずつ注ぎ、その都度混ぜてなじませる。

6. コンソメと水1/2カップを入れ、2～3分煮る。タラを戻し、さっと混ぜ、塩、胡椒で味を調えて完成。
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