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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。 

 松田病院　整形外科・脊椎外科部長
 ・整形外科専門医

 ・脊椎脊髄外科専門医・指導医

 ・骨粗鬆症認定医 

当院での腰椎手術（脊椎内視鏡手術）の紹介

医師　甲川 昌和

脊椎内視鏡手術とは

間関節、靭帯により連結され、体の支柱となってい

1. 脊椎の解剖

カメラを使って、背中の中を見ながら行なう手術

強い圧力が加わったり、線維輪の弾力性が低下する

た椎間板が神経を圧迫すると下肢に痛みが生じるこ

鏡手術について紹介させていただきます。

みずみずしさがなくなっていきます。この椎間板に

により社会復帰も早いことが大きなメリットです。

脊椎手術の主な原因疾患である腰椎椎間板ヘルニ

　当院でも 2017 年より内視鏡手術を取り入れ、

2019 年の4Kのカメラ・モニター導入以降は本

もので、頸椎（7個）・胸椎（12個）・腰椎（5個）

患者さんの術後の出血や痛みが少なく、またそれ

原因と病態

　松田病院　広報誌　エバーグリーン・ライフ

 ・オーストラリア アデレード大学客員研究員

行なっております。今回は、当院で行なっている

格的に開始し、現在は腰の手術の大半は内視鏡で

　脊椎とは、椎骨と呼ばれる円柱状の骨が連なった

のことです。内視鏡手術は、従来の背中を切って

ンの役割を担っています。椎間板は中心部にゼリー

ア・腰部脊柱管狭窄症の説明と。手術治療の内視

2. 腰椎椎間板ヘルニア

FREE ご自由にお持ちください

ます。さらに、骨の中には手足の筋肉を動かし、感

覚を伝えるための脊髄という神経の通り道でもあり

　椎間板は、背骨に加わる衝撃を緩和するクッショ

状の髄核と呼ばれる柔らかい組織があり、その周囲

す。髄核は子供ではゼリー状ですが、年齢とともに

　脊椎内視鏡手術とは、「内視鏡」というテレビ

行なう手術と比べ、非常に小さな創で済むために

症状

とがあります。

・仙椎・尾骨 からなっています。椎骨と椎骨の間に

します。これを椎間板ヘルニアと呼びます。突出し

と、亀裂が生じ、椎間板の内容物が押し出され突出

きたりします。その過程で神経を圧迫するといろい

は、水分を多く含む椎間板というクッションと、椎

ろな障害が起こります。

ます。椎間板は年齢とともに水分が減少したり、運

動や仕事での負担により厚みが減ったり、突出して

の線維輪と呼ばれる丈夫な外層とで構成されていま

　症状は急性の激しい腰痛や下肢痛・しびれです。

症状が進行すると背骨が横に曲がり（疼痛性側弯）

下肢の力が入りにくくなり、つまずきやすいなど
脊椎解剖（脊椎手術.comより）

椎間板

椎間板

神経を圧迫

椎間関節

腰椎椎板ヘルニア
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の運動障害が起こります。

3.腰部脊柱管狭窄症

ると背骨が変形して脊柱管が狭くなってきます。

治療

強くなりますが、少し前かがみになったり、腰か

　通常は手術をせずに保存療法（安静、薬物、神

経根ブロック注射、理学療法などの組みあわせ）

で軽快しますが、保存治療にも拘わらず下肢の痛

部位、腱反射、感覚・筋力の評価、膀胱直腸障害

の有無などの神経症状からヘルニアの診断と部位

感）、便秘などの膀胱・直腸症状が発生します。

診断

に注射する治療（椎間板酵素注入法）が行なわれ

ることもあります。

　あお向けに寝て膝を伸ばした状態で片方ずつ足

　脊柱管が狭くなると、その中を走っている神経

る痛みが誘発されます。腰痛、下肢痛・しびれの

状を起こすことがあるため、ヘルニアの有無、部

排尿、排便障害が出てくるような場合には手術が

必要です。当院では、侵襲の少ない脊椎内視鏡下

手術を行なっております。椎間板ヘルニアの種類

を持ち上げていく下肢伸展挙上テストで下肢に走

を予測します。腰椎の他の疾患でも似たような症

によってはヘルニアを縮小させる薬剤を椎間板内

位の確定は画像にて行ないます。レントゲン検査

では椎間板や神経の描出ができないため、MRIに

よる検査が必要です。

なり、歩行と休息を繰りかえす間欠跛行（かんけ

みが治らない場合、下肢の麻痺が進行する場合や

痛やしびれ感、麻痺（脱力）が発生します。進行

排尿後にまだ尿が完全に出し切れない感じ（残尿

原因と病態

　背骨には神経の通り道である脊柱管と呼ばれる

孔があります。長い年月の間、体を支え続けてい

つはこう）という状態になります。背筋を伸ばし

て立っていたり、歩くと下肢の痛みやしびれ感が

腰椎部で脊柱管が狭くなった状態を腰部脊柱管狭

これらの症状は主に歩行時により起きてきます。

　そのため、長距離を続けて歩くことができなく

症状

が圧迫されて、坐骨神経痛と呼ばれる下肢の神経

窄症と呼びます。腰部脊柱管狭窄症は、50歳代以

降から徐々に増えてきます。

すると両下肢のしびれ感の他に、股間のほてり、

けたりすると、しびれや痛みは軽減されます。

MRI検査：変性した椎間板が後方に突出し、神経を

圧迫している
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になります。年齢と症状によりますが、創部が治

ぎも痛みが起こりにくく、よい運動になります。

　腰部脊柱管狭窄症（jnj.co.comより）

る約1週間程度で退院は可能となり、ほとんどの

　当院では、年間300例程度(頚椎・胸椎・腰椎)

の脊椎手術を行なっております。その約9割が腰

防できれば、術後 3〜4日で退院も可能です。

障が出てくる場合には手術を行なうこともありま

ハビリを開始します。術後 2〜3日で創部を覆っ

てシャワーを浴びることが可能で、術後1週間で

方が2週間前後で退院されております。感染を予

創部を覆うことなく風呂に入ることができるよう

治療法

　症状が軽ければ、保存療法（脊髄の神経の血行

めるようにすると楽に歩けます。また、自転車こ

す。当院では、可能な限り脊椎内視鏡下手術で行

改善しますが、歩行障害が進行し、日常生活に支

を良くする薬、ブロック療法、理学療法など）で

日常生活の注意点

10cm程度の踏み台に片足をのせ、歩行の時に杖

をついたり、シルバーカーを押して腰を少しかが

開し、直径16mmの円筒レトラクターを挿入し、

　自分でできる日常生活での工夫としては、日常

内視鏡で観察しながら手術を行ないます。手術中

生活で姿勢を正しく保つ事が必要です。神経の圧

の出血量は非常に少なく、手術翌日から立ってリ

迫は腰をまっすぐに伸ばして立つと強くなり、前

かがみになると和らぎますので、立位の作業時は

管狭窄症がほとんどを占めます。2017年の内視

行なっております。

　腰椎の手術では腰椎椎間板ヘルニア・腰部脊柱

の検査が必要となります。下肢の動脈が詰まって

血行障害を生じた時にも、似たような症状が起こ

視鏡手術へ移行し、現在では全身状態を考慮し多

りますので、原因を正確に調べることが必要です。

椎間手術を除いた 7割以上の症例を内視鏡手術で

診断

神経の圧迫程度を詳しく診断するためにはMRIの

　患部の背中の正中で皮膚を18〜20mm程度切

椎の手術になります。

なっております。

4.内視鏡手術

鏡導入後、背中を大きく切って従来の手術から内

　レントゲン検査で腰椎の変化は確認できますが

MRI：椎間板が後方に膨隆し、肥厚した黄色

靭帯などが神経を圧迫している

4K画像カメラを使って 鮮明に手術部を確認可能

正常

狭窄

正常 腰部脊柱管狭窄症

椎間板の膨隆

椎体のずれ
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　　　　　　【内視鏡】

　　　　　　【従来法】

　症では40分から80分程度の時間で行なっております。

■腰痛や下肢痛・しびれでお困りの方や詳しいお話を聞きたい方は、整形外科外来で是非ご相談ください。

　　　　　　　　　　　　　　  参考資料；日本整形外科学会・日本脊椎脊髄病学会ホームページより引用

従来の手術に比べてのメリット

　・創部が小さい　1皮切18-20mm程度　　

　・病巣が拡大され且つ鮮明に見える（4K画像）　

　・筋肉へのダメージが少ない　

   ・早期の社会復帰が可能

1椎間（手術部が1カ所）の手術の創部の大きさ

内視鏡の道具

■手術時間は通常1椎間（手術部1カ所）で腰椎椎間板ヘルニアでは30分から1時間程度、腰部脊柱管狭窄

■創部は体格や皮膚の状態、手術部位により1カ所から複数箇所となりますが、可能な限り少ない部位で行
　なうようにしております。

　・出血量が少ない

16mm

内視鏡
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・ バランスのとれた食事

⇒栄養のとれた食事をとることが免疫力の向上に。特に、脂質のとりすぎは腸内の悪玉菌の増加

　につながるため注意しましょう。香辛料など刺激の強い食物は、鼻の粘膜を刺激するため、アレルギー

・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。

≪花粉症を悪化させないために≫

　生活習慣を見直し免疫力を向上させることで、花粉症の症状を抑えることができます。

≪花粉症対策としてできること≫

　体内に入る花粉を減らすことで、わずかでも症状を軽くしたいものです。既に花粉症になっている人は

もちろん、春先になると鼻がムズムズしたり、鼻水がよく出るといった予備群の人も取り入れてみましょ

う。

≪花粉症の症状≫

　花粉症の3大症状は、「くしゃみ・鼻水・鼻づまり」です。花粉症になるとくしゃみがなかなか止まら

ず、発作のような連続したくしゃみがみられます。

　また、もうひとつの特徴的な症状は「目のかゆみ、涙、充血」といった目の症状です。このときに目を

こすると傷つけてしまうことがあるので注意しましょう。

ている人にとっては、温かく麗らかなはずの春先が憂鬱になってしまう季節です。そんな花粉症ですが、

対策をとることである程度症状を緩和することができます。

・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。

⇒アルコールは血管を拡張させることで鼻づまりを促進し、タバコは鼻の粘膜を刺激するため、どちらも

　アレルギー反応を悪化させる恐れがあります。

体温測定の実施について

健康管理室より

松田病院　健康管理室　

花粉症と上手く付き合うには...

　毎年2月ごろからはスギ花粉、続いて春先からはヒノキの花粉が飛び始めます。すでに花粉症にかかっ

　反応を促進させる恐れがあります。

・ アルコール、タバコを控える

⚫ 花粉症用のマスク・メガネを正しく着用する

⚫ 花粉が飛ぶ日を把握する

⚫ 帰宅後、洗顔やうがい、鼻うがいをする
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　リハビリテーション部

　作業療法士　門脇 政広

3．認知症の主な症状

認知症のリハビリテーション
通所リハビリテーションにおける

１．認知症とは

　認知症とは、一度正常に発達した認知機能が後天

的な脳の障害によって持続的に低下し、日常生活や

社会生活に支障をきたすようになった状態をいいま ※中核症状とは、脳の神経細胞が壊れることで直接

す。 　起こる症状

　認知症にはいくつかの種類があります。原因はそ ※BPSDとは、本人の行動や心理状態によって現れ

の種類により様々ですが、多くはアルツハイマー型 　る症状

やレビー小体型などのように、異常な蛋白質の産生

や蓄積により脳細胞が死滅し、障害が起こります。 4．認知症の治療法

超高齢社会の日本では約460万人（65歳以上の高 ・薬物療法

齢者の約15%）が認知症を発症しております。 　認知症治療で中心的な役割を果たすのが薬物療法

　今後も高齢化が進み認知症の人は増えていくこと です。認知症の進行を抑えたり、脳の機能低下を遅

が予想され、2025年には65歳以上の人口の約20 らせる効果が期待できます。

%が認知症を有している状況になると推定されてい

ます。 ・非薬物療法

　薬物を用いない治療的なアプローチです。脳を活

2．認知症ともの忘れの違い 性化し、できるだけ長く残存機能を維持し生活能力

を高める目的で行います。本人の症状や気持ちに合

わせて、無理のない範囲で行います。

例）

・運動や作業を通して「本人らしい生活」が送れる

　よう支援する理学療法・作業療法

・簡単な計算や音読、字を書き写しなどを行なう認

　知リハビリテーション

・過去の思い出を語ることで、記憶を刺激して感情

　の安定を図る回想法

・脳に刺激を与え、自発性の改善を図る音楽療法、

　現在、私が所属している「仙台泉中央整形外科ク

　芸術療法、園芸療法

・動物とのふれあいを通じて感情の安定をめざすア

ハビリ）では、様々な疾患、年齢層の方にご利用頂

いておりますが、認知症と診断された方々も多く通

5．通所リハビリテーションでの取り組みについて

われております。

　ニマルセラピー

リニック通所リハビリテーション」（以下、通所リ

リハビリテーション部

連載企画 第28回
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事例 　認知症は未だ治療法が確立されていない病気では

　Ａ様８０歳代女性　アルツハイマー型認知症の既 ありますが、周りの環境や対応の仕方によって、B

往があり、その中でも特に活動への意欲低下が著し PSDが緩和される利用者様を多く経験しています。

は若い頃より主婦業にて調理を習慣的に行なってお

うになっていきました。普段から口数は多くありま

せんでしたが、調理活動の際は「次は何をする？こ

り、作ったものを他の利用者様と一緒に「おいしい

に繋がったのではないかと考えます。

くみられておりました。在宅での生活は、ベッドや 今後も、通所リハビリでは、認知症の利用者様が住

ソファーで過ごすことが多く、傾眠していることも み慣れた場所で、健康でその方らしい生活を送るこ

　今回は、通所リハビリにて作業療法を実施し、生 等の他者との交流が“快刺激”となり自発性の向上

活の変化に繋がった事例を紹介いたします。

多いそうです。通所リハビリでも、声掛けにて、個 とができるように、一人ひとりに合わせた関わりを

別リハビリや集団体操に参加する様子は見られます 日々行なっていきたいと思います。

が、声掛けがないと動きが止まってしまい、一日を

通して座って過ごすことが多い傾向が見られていま

した。

　通所リハビリでは、Ａ様が主婦業にて料理が得意

だったことから、月に２回から３回程度、調理活動

を通してＡ様への関わりを行なってまいりました。

切る様子が見られました。また作業療法を実施して

調理への活動を促すことで、自ら持ってきたエプロ

ンや三角巾を着け手際よく包丁で皮を剥き、食材を

いく中で、普段は座って過ごすことが多いＡ様でし

たが流し場に立ち、食材や食器等を自発的に洗うよ

れやるか？」など、自ら話をする様子が見られてお

ね」と話している様子も伺えました。

　その後も定期的に調理活動を行なっていると、同

居されているご家族より「昨日、母から久しぶりに

した。」と連絡を頂きました。

煮物を作ってやるか？と話があり、数十年ぶりに母

の手作りの料理を食べました。ありがとうございま

今まで行なっていた趣味や日課などの活動機会が減

　ご家族からの感謝の言葉を頂けたことや利用者様

が通所リハビリでの活動を通し、在宅生活での変化

に繋がったことでのスタッフの喜びはもちろんです

とが出来ました。

り馴染み深かったこと、また他の利用者様、ご家族

り、それが原因で体力や筋力が低下し、日常生活動

作が、より行ないづらくなるという悪循環へと繋が

ります。認知症に対する作業療法では、興味や関心

活環境を細かく捉えることが大切です。今回のA様

のあることを引き出すために、その方の生活歴や生

が、認知症の方への関わり方についても多く学ぶこ

　認知症ではBPSDの一つである意欲の低下から、
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松田病院の歯科では「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。

ご予約の際は、下記までご連絡ください。

医療法人松田会　松田病院　歯科
受付専用番号：022（378）3133

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

■矯正歯科　診療日

矯正歯科のご紹介

松田病院　歯科は「予約制」です。

　・毎月 第1金曜 午前

　・毎月 第1土曜 午後

クリーニング
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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】

松田病院では「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、13時までです。
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

相談窓口のご案内

耳鼻いんこう科のご紹介

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。

【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。

■「土曜の受付時間」のみ「12時まで」です。

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
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■上記診療科目の外来は、東病棟1階にございます。
　どうぞよろしくお願いいたします。

　　　　　　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。

　抗ウイルス・抗菌フィルムを貼付、安心してお使いいただけます。

　

■全国の銀行はもちろん、ゆうちょ銀行、ネット銀行、信用金庫や

　クレジットカードもお使いいただけます。

　　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

「皮膚科」「泌尿器科」「歯科」「眼科」外来について

コンビニエンスストア

銀行ATM（コンビニエンスストア内）

「歯科」「眼科」の奥に進むと

「皮膚科」「泌尿器科」です。
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応する準備が整っていないために脱水が起こりやすいと言われています。

　また、それほど汗をかかない時期には、体から水分が失われている自覚が薄れがちなため、夏場のよう

に積極的に水分摂取をしないことが多く、脱水を引き起こすリスクが高くなると言われています。

　また、コロナ禍の現在においては、マスク着用時間も多く、熱もこもりやすいので、口の中の渇きを感

じにくくなっており、水分を摂りにくいと考えられます。さらに高齢者の場合は、口の渇きを感じにくく

なっているため、余計に水分不足に陥りやすいのです。

　喉が渇いてから、ではなく、こまめに水分摂取を意識していきましょう。

「フレイル/サルコペニア」と「脱水」の関係を知っていますか？

　コロナ禍という言葉がよく聞かれるようになって早2年近く経ち、自粛生活も長期となってきました。

春先の脱水にご注意！

　脱水と聞くと、夏場の暑い時期に起こりやすいというイメージを持っている方も多いと思いますが、実

は１年中通して脱水は起こる可能性があります。特に春先は、気温の変動も激しい一方で、体がそれに対

栄養課より

　　　　松田病院　栄養課

「季節の変わり目 脱水にご注意を！」

以前と比べて外出の機会が減り、活動量が大幅に減った、筋肉量が落ちたと実感されている方も多いので

はないでしょうか。

　加齢によっても筋肉量は減少しますが、加えて活動量の低下がさらに筋肉量減少を加速させている可能

性が考えられます。「サルコペニア」とは高齢者において骨格筋量が減少し筋力や歩行速度などの身体機

能が低下することを指します。筋肉には水分を貯蔵する働きがあるため、筋量が減少することで、体内の

水分量も減少し、脱水を引き起こすリスクも増加する可能性があります。

　サルコペニアは体重減少や疲労感の増加なども合併し、「フレイル（虚弱状態）」につながります。 

活動量の低下によって筋力が低下、食思不振から低栄養や脱水・・・というフレイルサイクルと呼ばれる

ものを招きやすくなると言われています。

こまめに水分摂取できるような環境を整えるのも一つですね。また、散歩や入浴の前後には100-200ml

程度の飲水をおすすめします。水分を蓄える筋量を増やすための食事のコツとしては「積極的にたんぱく

質のおかず」を摂ることがあげられます。毎食摂取することはもちろんですが、特に朝食時のたんぱく質

摂取はその後の筋合成に影響することがわかっています。

　適度な運動と適切な水分・栄養の補給で、コロナ禍を乗りきりましょう！

水分補給はこまめに、朝食時にはたんぱく質のおかずを意識して摂りましょう

　一度にたくさん水分を摂るのは大変なことです。食卓にお茶や水の入ったポットを置いておくなどして、
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春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、2022年（令和 4年） 4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)　
　　　　　　　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。

外来予定表

2022.4.1～

月 火 水 木 金

松田倫政 松田倫政 松田倫政 松田倫政 松田倫政 4月 4月

前半 佐々木(健) 甲川 山城 中村(受 付 9:00迄) 中村 2日、16日、30日 9日、23日

受 付 時 間 山田(祐) 安藤 甲川 安藤 藤井 5月 5月
9:30迄

松田倫治 松田倫治 澤田 藤井 山城 14日、28日 7日、21日

小林 齋藤 6月 6月

井樋[肩]/予約 11日、25日 4日、18日

佐々木(健) 甲川 松田倫政 山田(祐) 中村 松田倫政/10:00迄 松田倫政/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 松田倫治 甲川 藤井/乳幼児のみ受付 藤井 山田(祐) 佐々木(健)
11:30迄

松田倫治 澤田
（受 付 9:30迄）

山城 中村 千葉

井樋[肩]/予約 齋藤 澤田 山城
安藤 甲川

安藤 笠間/初診は予約 松田倫政 佐々木(健) 千葉 松田倫治

前半 甲川 佐々木(健) 山田(祐) 澤田 小林

受 付 時 間 小林 松田倫治 山城 齋藤 齋藤
15:00迄

齋藤 齋藤

後半 安藤 笠間/初診は予約 松田倫政 佐々木(健) 中村

受 付 時 間 甲川 佐々木(健) 山田(祐) 澤田 千葉
17:00迄

澤田/15:00開始 松田倫治 山城 齋藤 齋藤

齋藤 齋藤

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 松田泰史 西岡 宮下 受付時間

9:30迄
西岡 中山[循] 矢坂[リウマチ] 非常勤医師 増田/予約

10:00迄

宮下 木村/9:30開始 佐藤 （第2,４週）

松田泰史

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] 松田泰史 西岡 宮下 後半 松田泰史

受 付 時 間 西岡 木村 矢坂[リウマチ] 佐藤 増田/予約 受付時間

11:30迄
宮下 （第2,４週） 13:00迄

松田泰史

松田(好) 小野寺 武藤 中井 松田(好)

小野寺 曽根 山本 小西/予約 武藤

武藤 中井 非常勤医師 宮下 増田/予約
寺嶋[循]/予約 佐藤智/予約 佐藤 心外来/予約

安田 非常勤医師
（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

松田泰史

赤
字
は
女
性
医
師
で
す
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注）上記の外来予定表は、2022年（令和 4年） 4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　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

　　　　　　　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)　           

2022.4.1～

月 火 水 木 金

松田倫史 非常勤医師 非常勤医師 非常勤医師 非常勤医師
(9:00～) (9:00～) (9:00～) (9:00～) (9:00～)

月 火 水 木 金

山田 山田 山田 山田[第2,4,5週] 山田

相場 相場 相場 相場 相場

山田 山田 山田 山田[第2,4,5週] 山田

相場 相場 相場（～16:30） 相場 [皮膚アレルギー外来]

月 火 水 木 金

面高 伊藤 伊藤 非常勤医師 浅野
(9:00～) (9:00～) (9:00～) (9:00～) (9:00～)

伊藤 浅野 手術 高橋 伊藤
(～16:45) （外来は予約のみ） (～16:45)

月 火 水 木 金

石戸谷 石戸谷 非常勤医師 石戸谷 非常勤医師
(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
※9:00診療開始

[口腔外科]武田 [歯周病]天雲 小川

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  ・毎月 第１金曜 午前

 ・毎月 第１土曜 午後

[補綴]小川 [口腔外科]武田 [歯周病]天雲 小川

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

新患の方は事前に電話にてお問い合わせください。午前の新患は10:30まで。午後の新患は16:00まで受付です。（土曜日の新患は完全予約制となります）
※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）

■矯正歯科　診療日

午前

午前午前

午後

※受付11:00迄

非常勤医師（9:00～）

午後

午前午前

午後

土

佐々木(光)

土

非常勤医師(9:00～)

午前

午前

午前

土

午前

午前

非常勤医師（9:00～）

午前

土
形
成
外
科

耳
鼻
い
ん
こ
う
科

小川

午後

土

午前

土

午後
14：00

-
17：00

眼
科

皮
膚
科

泌
尿
器
科

午前

歯
科

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「春」

　たが、とっても美味しかったのを覚えています。　　　　　　　　　　　　　　（医事課：堀籠）

・春になり、どんどん気温が上昇し、気温の変化についていけず体調を崩す人が少なくありません。

　す。鼻スプレー・適切な鼻うがいの指導を行い、最近は眠気が少ない薬が出てきていますので症状
　により処方致します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（形成外科：松田）

・春になると、母の実家の畑でいちごの収穫をした思い出があります。祖母が孫達のためにと育てて

　くれており、祖母と一緒にいちごを収穫するのが楽しかったです。小粒で形も良くありませんでし

　お早めに当院へご相談ください。　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　     （事務部：加藤）

　月下旬頃まで飛散が続きます。花粉症でお悩みの方は、当院の耳鼻いんこう科の受診をお勧めしま

・春と言えば、「♪春のうららの隅田川」が歌い出しの『花』が印象深いのですが、『花』は東北・

・今年の花粉の量は前年と比べて、宮城県は多いとの事です。花粉量の多いスギ・ヒノキの花粉は５

　上越新幹線で1991年まで上野駅到着時にふるさとチャイムとして放送されていたことを思い出し
　ます。                                                     　　　　　　　　　  　　　　　　（事務部：佐竹）

・ネットニュースで桜の開花に異変があると。温暖化の影響で冬が温かい分、開花が早まってしまう
　ようです。入学式は４月初旬ですので、数十年先、開花が３月になり、入学式の写真には桜は映ら
　なくなるかもしれません。　　　　  　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　（総務部：佐藤） 　　　

　春キャベツ特徴の甘みもぜひ味わってみて下さい。
※春キャベツは葉が柔らかく、冬キャベツよりも出来上がりの食感がふわふわに感じられます。

　また、入学や就職などにより、これまでと違った環境に適応するまでに、心身ともにストレスや疲
　労を感じやすくなるシーズンでもあります。改めて、日頃から栄養バランスの整った食事や十分な

春キャベツのふわふわ卵焼き

季節の健康レシピ

　　してきたら蓋をして弱火にし、4～5分程焼きます。

※フライパンの直径が小さい方が厚みのある卵焼きに出来上がります。

　　よく混ぜ合わせます。

　睡眠をとり、規則正しい生活を意識し、免疫力向上を心掛けたいものです。もし体調を崩した際は

3.　フライパンにオリーブ油を中火で熱し、2の卵液を流し入れます。菜箸で全体を大きく混ぜ、とろりと

2.　ボウルに卵を溶きほぐし、チーズ、塩、こしょうを加えて混ぜます。1で切ったキャベツ・ハムを入れ

＜作り方＞
1.　キャベツは千切りにし、長さを4㎝くらいに切ります。ハムは端から幅3㎜の細切りにします。 

　　戻し入れます。さらに弱火で4～5分程焼き、食べやすく切って完成です。

4． 蓋を押さえて、フライパンを逆さにし、卵焼きを蓋に取ってから、すべらせるようにしてフライパンに
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＜材料（2人分）＞
〇春キャベツ 2～3枚
〇卵 3個
〇ロースハム 2枚
〇粉チーズ 大さじ2
〇オリーブ油 小さじ1
〇塩 小さじ1/4
〇コンソメ 固形1個
〇こしょう 少々

管理栄養士のおすすめ

松田病院 仙台

1人あたり
熱量 190kcal

たんぱく質 13.7g

塩分 1.1g
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