
エバーグリーン・ライフ 2022 SUMMER

2022 SUMMER

季刊 (第34号)

令和 4年 7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。 

時代背景の変化

くし、当院の役目を果たしたいと存じます。また、

この地域の中で、医療と介護のプラットフォーム的

な存在になることが当院の役割になるとも考えてお

ります。理解とご支援を賜りましたおかげでございます。

この間、医療は大きく進歩、成長しましたが、

が続いております。さらにロシアのウクライナへの

理事長　松田 惠三郎

40年前の4月でした。当時は、広々とした田んぼ

今日まで医療・介護サービス機能を拡充してまい

る切れ目のない体制を確立してまいりました。

今日の松田会がありますのも、地域の方々のご

学」「訪問診療」「訪問看護」「在宅介護」まで、 二次救急を担っている当院ですが、先進医療や高

幅広いニーズに対応すべく、医療から介護に繋が

史）により「松田外科整形外科医院」が開設され、

松田会の理念

療」から「リハビリテーション」「健診・予防医

開院30周年は、東日本大震災翌年にあたり、2

あると考えています。」であります。職員一同、病

復旧に注力する時期でした。 が、その根本にあるのは松田会の基本理念：「松田

記念すべき時を迎えることに、その責任の重大さ

める方々の立場になって、温もりのある医療・介護

更を行なっております。以後、医療法人松田会の

心より感謝申し上げます。

時代背景も大きく変化しております。私たちは

中心にある存在として、病院機能の拡充・充実を

のような光景でした。

医療法人松田会がこの地で産声を上げたのは、

信頼される医療機関を目指して歩んでまいりました

　松田病院　広報誌　エバーグリーン・ライフ

1982年（昭和57年）、初代理事長（松田好

創業40周年を迎えて

田会は、地域の皆様のニーズにお応えするため、

FREE ご自由にお持ちください

試みが悲惨な状況を引き起こしているリアルタイム

会はなによりも患者さま・利用者さまに心の豊かさ

者さまが安心して尊厳ある人生を送ることが出来る

ド9.0という、1000年に1度の東日本大震災も経

デミックにも遭遇しております。今のところ、感染

今、私たちが経験しているこの数十年は、恐らく

後世の人々にも語り継がれる時代になるでしょう。

を感じていただくことを大切にし、患者さま・利用

足、燃料価格の高騰なども引き起こされる可能性が

身近にあるかかりつけ医としてスタートした松

りました。そして、医療法人松田会は、「救急医

医療と介護のプラットフォーム的な存在に

度医療を提供する急性期病院との連携をより一層太

この戦争の影響で、近い将来には、世界的な食糧不

松田会は40年間一貫して、真に地域に根差した

よう、優れた医療・福祉サービスを提供する使命が

の中に3階建ての小さな医院がポツンと立つ、そ

を行なうことが何より大切なことと考え、仕事をし

代目理事長（松田倫政）が指揮を執って震災後の

図ってまいりました。

現在、私が理事長として、この40周年という

を痛感しております。

同年中に増床が認められ「松田病院」へと名称変

てまいりました。

のどん底に突き落とした新型コロナウイルスのパン

者数は一進一退の状態ですが、予断を許さない状況

侵攻も5か月目に突入し、軍事力による現状変更の

の映像を、連日TVで目の当たりにしております。

地域の皆様とともに

高まっております。

近年の異常気象に加えて、11年前にマグニチュー

験いたしました。また直近の2年間は世界中を恐怖
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的であったのみならず、素晴らしかった。アスリー

中、ともにやり遂げた。東京パラリンピックは歴史

2025年

現行の地域包括ケアシステムが2025年を目標

2040年

地域包括ケアシステム

心臓リハビリテーション指導士

つものでした。その骨子は以下の通りで、「逆境の

り、感動を与え、人々の心を開き、人生を変えた。

精神科、眼科、耳鼻科、皮膚科そして泌尿器科など

による専門外来も維持しながら、最先端医療を常に

が国の人口減少は深刻で、いよいよ切実なものと

なりつつあります。本年6月に公表された国の統

パラリンピックと共生社会

トは、世界に自信と幸福と希望を与えた。記録を破

活ケアシステムです。

人と過去最少となり、婚姻数は約50万組と戦後

まいる所存でございます。

昨年の夏、一年遅れで東京2020オリンピック・

取り入れ、常勤医のレベルアップを図る取り組み

近年は医療が専門化・高度化しており、患者様の

の科を増設してまいりました。東北大学病院の医師

病院内にありました内科、整形外科に随時、歯科、

（2021年）が終わった現在、約670万人となり

れた地域で暮らしていくための仕組みが、地域包

の感動的な場面が繰り広げられましたが、パラリン

ピックの閉会式も印象的で、国際パラリンピック委

計では、令和3年に生まれた子どもの数は約81万

年としている理由は、2025年は団塊の世代の全

員会（IPC）パーソンズ会長の挨拶は、人の心を打

員がすでに75歳以上になっている年だからです。

の卒業に至るまで尊厳をもって自宅を含む住み慣

継ぎ（器の欠けやひび割れを漆などでつなぎ合わせ団塊の世代は、2022年から2024年の3年間で

多様性の中の調和を見せた。日本には古くから『金

順次75歳に到達し、2025年には全員が75歳に

す。一方で、地域の診療所開業医の高齢化が進んで

基準を取得しておりますが、今後も在宅診療部門の

今後の日本の将来を考えるうえで避けて通るこ

オリンピック（1964年）の際、25万人しかいな

かった85歳以上の人口は、2度目のオリンピック

傾向にあり、現在は1億2500万人。2050年に

は1億人、そして2100年には6000万人まで減

少するといわれております。

時折の急性期医療は別として、疾病や要介護状

するためにも、現行のシステムよりも、もう一歩進

今後13年で、1000万人に届くと予想されており

おりますので、2040年に向けては病院の一部もま

た在宅医療を実施しなければならない状況となりま

す。現在、松田病院は在宅療養支援病院という施設

も行なってまいりました。また、診療科目の増設

に伴ない常勤医師数も増えております。地域包括

ケアシステムの一翼を担うという、当法人の使命

に共感し、共に働いてくれる医師が多く集まり、

025年が団塊の世代問題であったのと同じように

とができないのは、高齢化と人口減少です。世界

中に高齢化が進んでいく国は多くありますが、我

ます。

積極的な在宅医療

85歳以上の人口が増えますと、これまで以上に

さらなる充実を図り、積極的に在宅支援を行なって

ズが発生することになります。こうした課題に対応

最少を記録しております。日本の人口は2008年

に1億2800万人でピークを迎え、その後は減少

まで以上に医療が強く入り込む姿が求められていま

態であっても、慢性期の医療を使いながら、人生

ニーズの高まりや高齢化の流れに対応すべく、松田

て直す伝統技法）』という哲学がある。『金継ぎ』

んだ地域包括ケアシステムを2040年までに構築し

本年6月から、本院回復期リハビリ病棟におき

パラリンピックが開催されました。大会では、多く

手伝いをさせていただきます。

日本の高齢化と人口減少

当地域では初めての挑戦となります。循環器科の

患者様をお引き受けすることが可能となりました。

ン指導士が積極的に介入し、早期社会復帰へのお

一方、高齢化のピークと予想される2040年頃

なければなりません。そのために積極的に取り組む

診療内容の向上に貢献してくれました。

小西先生を中心に、5名の心臓リハビリテーショ 医療側に介護ニーズが発生し、介護側には医療ニー

今度は85歳以上の人口の急増です。前回の東京

べき課題のひとつが、在宅医療の仕組みといわれて

おります。在宅における多職種連携のなかに、これ

私たちは違いを認め、素晴らしい人間性を発揮し、

なり終えております。75歳人口が、それまでと

は、比べものにならないくらいの勢いで、2025

年の直前の3年間で激増するとの確実な予測が、

大きな問題意識の源とされております。

に向けて、新たな論点がございます。背景は、2

まして、心大血管リハビリテーションに該当する
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最適な医療と介護を

誰もが持つ不完全さを受け入れること

ご自宅で療養中あるいは介護を受けておられる方

Goals：持続可能な開発目標）に向けた活動も、行

ハードルは皆様からのご指導、ご支援を頂戴しなけ

く大事にしようという考え方である」と紹介され、

ろしくお願い申し上げます。

松田病院は現在、在宅療養支援病院としての役

そのうえで、「スポーツの祭典の間、私たちは違い

年をとりたい」と願いながらも、孤立や老々介護

宅療養のみならず、在宅ケアも担い、認知症や障

ことを目標とし、「住み慣れた地域で安心して暮

らせる社会」の実現を目指し、粉骨砕身、努力し

援を含めた被災者の方々への継続的な医療提供体

れば乗り越えていくことが困難なものばかりでござ

ていきたいと思います。皆様のお力添えを何卒よ

割を担っておりますが、今後は、その機能を更に

たいと存じます。

創るという目標の達成のためには、今後越えなけれ

パーソンズ会長は過不足のない言葉で、日本人の

とってのメディカルホームを目指すことを決断い

は、誰もが持つ不完全さを受け入れ、隠すのではな

のとなるよう、具体化してまいりたいと考えてお

方々が笑顔で暮らし続けることができる街を作る

地域」を目標にしてまいります。

今後10年そして50年の計で、更に現実的なも

松田会のSDGsに向けた活動

たしました。

なってまいりました。

充実させていきたいと考えております。通常の在

います。

を受け、医療の提供だけではなく、在宅生活を含

めた院外・施設外での生活にも関わることができ

東日本大震災によるインフラの破綻により病院

ばならない幾多の山・ハードルがございます。この

機能は低下いたしました。その経験より、生活支

地域にお住まいの方々が安心して、この地域に住

み続けることができるようなシステム構築を目指

る病院となることを使命と考えて、地域の方々に

松田会ではSDGs（Sustainable Development

しております。「明るくすべての人が共生できる

最適な医療や介護を受けることができるようなシ

ステムを構築すべく、鋭意努力中でございます。

護施設や在宅系の事業所などをネットワークで結

び、入院中の患者様、入所中の方々のみならず、

将来的には福祉領域にもネットワークを広げて、

制の維持が重要であると痛感いたしました。これ

　たくさんの山があることを見出す」

何なのでしょうか？

てくださいました。

ネルソン・マンデラ氏の言葉

ネルソン・マンデラ氏（南アフリカ共和国の元大

松田会メディカルホームプロジェクト

その答えの一つとして現在進行中のプロジェク

この言葉のように、40周年はあくまでも通過点

ト：松田会メディカルホームプロジェクトを挙げ

であり、「明るくすべての人が共有できる未来」を

多くの高齢者の方々が、「自分らしく健やかに

言葉を残しております。

といった問題に直面している現実を、私どもは目

のあたりにしてまいりました。そのような状況の

「大きな山に登ってみると

中、地域医療を担う私たちが、今やるべきことは

　人はただ、さらに登るべき

統領、反アパルトヘイトの活動家）は、次のような

わず、そして、認知症のある方も含め全ての人々

生活でき、地域の中でその人らしく生きることを支

が、この地域で共生していける社会を作り出すこ

いう言葉は、今後の松田会が目指すべき方向性を示

してくれました。障害のある方も、老若男女を問

害を持った方々も尊厳を保って、最後まで地域内で

修復されたところは「景色」と呼ばれ、先人の培っ

在宅療養支援病院としての今後

た哲学に恥じぬ「景色」を後世に残すのが、いまを

生きる私たちの務めであると自覚させられました。

ります。高齢の方々のみならず、あらゆる世代の

この「誰もが持つ不完全さを受け入れること」と

えてまいります。

とが私どもの使命であるということを再認識させ

などの情報を集約し、迅速にそしてシームレスに

私どもは松田病院を中心に据えて、私どもの介

を認め、多様性の調和を見せました。私たちの旅を

うよりも、明るくすべての人が共生できる未来への

始まりと捉えてください」と訴えておられました。

心の有り様を言い表してくれました。「金継ぎ」で

ここで終わらせてはいけません。今日は閉会式とい
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次第でございます。

医療法人松田会 松田病院　概要

【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、リウマチ科、麻酔科

泌尿器科、眼科、リハビリテーション科

美容外科、美容皮膚科

抱いておりました。 歯科、歯科口腔外科、矯正歯科

【郵便番号・住所】

　〒981-3217

会状況の変化を端的に反映したものでしょう。 　宮城県仙台市泉区実沢字立田屋敷17-1

オーダーメイドの医療と介護 【電話番号】

　022（378）5666

 http://www.matsuda-hp.com/matsudahp/ 

は言うに及びません。

私どもは、同時代を医療という分野で一緒に駆

け抜けてまいりましたが、この40年間の医療分

野における進歩にも著しいものがあります。しか

し医療には、先進的な技術のみではなく、それを

はるかに凌駕する温かな人間性が要求されること

私たちは、オーダーメイドの医療と介護を通じ

て、出会った全ての方々に「良い人生であった」

と実感していただきたいと願っております。その

思いを礎として、質の高い医療と介護を提供でき

ますよう、今後も一層努力してまいります。

ります。その後、1985年に上野に、1991年に

東京に乗り入れました。そして2010年に東京－

新青森間が全線開業しております。最高時速は開

業当時の210キロから320キロまで上がってお

り、開通前は4時間かかった仙台－東京間を最短

1時間30分で結んでおります。東日本大震災や

今年3月の福島県沖地震による運休を乗り越え、

この40年間で乗客延べ約19億人を運んだといい

年を機に職員全員一つになって、皆様から信頼さ

れ、愛される法人であり続ける決意を新たにする

に走った者として、東北新幹線には強い親近感を

このような新幹線の目覚ましい進化は、40年

間の日本の先進技術が結集された結果であり、社

かの貢献ができたのであれば、私どもにとりまし

ます。昭和・平成・令和という激動の時代を一緒

私たちは、この地域に必要とされる松田会とし

て、いつまでも存続していくために、この40周

40年前に、この地に誕生したポツンと一軒の

小さな医院が、地域の皆様の幸せづくりに幾ばく

て望外の喜びでございます。

最後に

マであり、今後も松田会の総力を挙げて推進してい

例えば「住み続けられるまちづくり」に関しまし

東北新幹線は、ちょうど40年前の1982年（昭

和57年）に、大宮－盛岡間で部分的に開業してお

東北新幹線

しては「認知症の方も安心して住み続けられるまち

ビジョンとミッションに合致する、「全ての人に健

つの目標に対して、具体的な歩みを開始しており、

づくり」として、松田会が地域で関わってきたテー

くことができると確信しております。

数年前より松田会メディカルホームプロジェクトに

康と福祉を」と「住み続けられるまちづくり」の２

であります。

松田会としては、壮大すぎる目標に対しては具体

的な計画を発案することは叶いませんが、私どもの

りよい世界を目指す国際目標です。17のゴール・

169のターゲットから構成され、地球上の「誰一

人残さない（ leave no one behind）」ことを

誓っています。SDGsは発展途上国のみならず、先

進国自身が取り組むユニバーサル（普遍的）なもの

SDGsは2015年9月の国連サミットで加盟国の

全会一致で採択され、2030年までに持続可能でよ

組み込んでまいりました。

松田病院 仙台
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　　令和

　　　　　1992 「松田病院」リハビリセンター開設

　　　　　2022 現在

松田会グループ　沿革

　　　　　2018 「高森地域包括支援センター」開設、「寺岡クリニック看護小規模多機能」開設

　　　　　2015 「松田病院」美容外科（西棟）開設、「八木山内科・皮膚科クリニック」開業

40th anniversary

　　　　　1996 介護老人保健施設「エバーグリーン・イズミ」開設

　　　　　2009 「仙台脳外科クリニック泉中央」開業

　　　　　 

　　　　　2013 「八木山整形外科クリニック」開業

　　　　　2012 介護老人保健施設「エバーグリーン・ヤギヤマ」開業

　　　　　2021 「大和蒲町地域包括支援センター」開設

35周年

　　　　　2020 「仙台泉中央整形外科クリニック」開業、「松田病院看護小規模多機能」開設

　　　　　2016 有料老人ホーム「エバーグリーンシティ・高森」開業

　　　　　2008 「鶴ヶ谷クリニック」開業

　　　　　2007 医療法人社団光友会　介護老人保健施設「アルパイン川崎」連携

　　　　　2007 有料老人ホーム「エバーグリーンシティ・寺岡」開業

　　　　　2006 「松田病院」眼科外来（東棟）開設、「寺岡地域包括支援センター」開設

25周年

　　　　　2002 「エバーグリーン病院」（200床）開業

　　　　　2005 介護老人保健施設「エバーグリーン・ツルガヤ」開設

　　　　　2001 「松田病院」歯科外来（東棟）開設

　　　　　1999 「松田病院」西病棟（100床）開設、一般精神科外来（東棟）開設

　　　　　1988 法人格取得「医療法人松田会 松田病院」に名称変更

　　平成　1989 「寺岡クリニック」開業（19床）

　　昭和　1982 「松田外科整形外科医院」創業、8月「松田病院」に名称変更（25床）

15周年

40周年
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1982年（昭和57年）創業当時の近隣の様子
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組みます。今までのやり方を振り返って、今年はこ

ズなども変化して、認知症専門病院として、精神

科治療を必要とする期間だけの入院、症状が軽快

すると、ご家族と相談しながら、地域に戻る、つ

まり自宅、体のリハビリなどを目的とした老人保

健施設、特別養護老人ホーム、などに行くという

病院概要

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、睡眠障害など

【受付】8:30-11:30 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

※新患の方は予約制になります。お電話にてお問い

　合わせください。【電話】022（378）3838

エバーグリーン病院 創立20周年記念の食事

タッフが足並みを揃えて「笑顔が出て穏やかになる

ことを目指すこと」ではないかと思っています。

　本当にささやかですがそう思っています。

もに確実に進行します。

　困難な経過ですが、ご家族の協力を得て、病院ス

うことです。

　最も多いアルツハイマー型認知症ですが、時とと

　当初から、今も考え続けているのは、認知症の

方々の治療の目標は何か、ゴールはあるのかとい

して今後も認知症治療の専門病院であり続けます。

現在の方針となってきています。

これが大事で、患者さんの「穏やかな笑顔」を作る

のに大きな力となっており、そこに至る道はいろい

ろあると思います。それを目指して努力します。そ

連峰の山々が見える見晴らしの良い立地です。 からの活力ともなりました。

　しかし徐々に医療保険制度の改革、社会のニー 　こういうことに象徴される、病院全体の雰囲気、

時代とともに いになります。病院スタッフも女性は浴衣姿、男性

　4階建てで、それぞれの階で50人、合計 200 はハッピか甚平での参加、病院が一丸となる時でも

床、今もそうですが周りは田園風景、遠くに蔵王 あります。病院全体の気持ちが熱くなり、それが次

い」病院です。それも当時の医療保険のなかで、 出すのではないか、など話し合います。家族の方々

ということでした。 の参加は不可欠です。ボランティアで壮大な和太鼓

も壮観です。地域の方が見に来て頂くことも張り合

家具やアルバムなどに囲まれ、穏やかに過ごして ういうことをすると患者さんが喜ぶのではないか、

頂き、ご家族といつでも会えて、認知症になって マンネリ化を防いで、こんな出店はどうか、我々ス

も尊厳のある人生を送り、終の住処となっても良 タッフがワクワクすることが患者さんの笑顔を引き

　当初は松田会、初代理事長、松田好史先生の熱 　たとえば夏祭りでは、年度が変わるとすぐに取り

い思い「個室でご本人の懐かしい思い入れのある

設立への熱い思い 穏やかな笑顔を作る力

　平成14年（2002年）６月、エバーグリーン 　三大行事として、「夏祭り」、「敬老会」、「ク

病院が誕生しました。もう20年前のことです。 リスマスディナー」が、毎年行われています。

                         名誉院長　  西條 稔

医療法人松田会　エバーグリーン病院

エバーグリーン病院 創立20周年を迎えて
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夏バテを乗り切る食事とは？ 夏におすすめな食材

食事のポイントは量より「質」＆1日3食 ＜ビタミンB1＞

少量ずつでも1日3食摂ることが必要な栄養素を補 ご飯や麺類などの糖質をエネルギーに変えてくれる

うことに繋がります。麺だけなどの単品ではなく、 働きがあります。不足すると疲労物質「乳酸」が溜

良質なたんぱく質や野菜など色々な食品を食事に取 まってしまうため、体が疲れやすくなります。

り入れましょう。 →豚肉・豆腐・大豆・うなぎ・ゴマ・ほうれん草 

＜ビタミンC＞ 

抗酸化作用があり疲労回復や免疫力を高めてくれる

効果が期待できます。

→パプリカ・ブロッコリー・枝豆・ゴーヤ

＜ペクチン＞ 

たんぱく質の吸収や消化を促してくれるほか、胃の

粘膜を守る働きを持っています。夏バテで食事が偏

り、便秘気味の方にもおすすめできる食材です。

→納豆・オクラ・りんご・オレンジ 

＜クエン酸＞ 

唾液や胃液の分泌が促進され食欲増進に繋がります。

→酢・レモン・梅干し・グレープフルーツ

＜アリシン＞ 

ビタミンB1の吸収を高める働きがあるので、アリ

シンとビタミンB1の相乗効果により、疲れから身

3食食べることで低栄養予防にも繋がります。 体をサポートしてくれます。

→にんにく・長ネギ・玉ねぎ・ニラ・らっきょう 

自律神経失調症にならないポイント 

室温管理 服装　

エアコン28度 体温調整可能なカーディガン・風通しの良い服

睡眠　　　 運動 　　お風呂

快適な環境 適度な運動で汗を 　　身体を温める

夏バテの原因と症状

1.　暑さによって食欲が低下し、栄養素の不足がおこる　　　　→栄養不足

2.　汗をかくことによって、体内の水分やミネラルが失われる　→脱水症状

栄養課より

3.　暑い屋外と冷房の効いた屋内での温度差　　　　　　　　　→自律神経失調症

「夏バテを乗り切ろう！」

　　　　松田病院　栄養課

麺・たんぱく源・
野菜を組み合わせ
ましょう。

具だくさんの汁に
すると色々な食材
が一気に摂れます
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脱水になっていないでしょうか？ 特に高齢者は脱水症になりやすい・・・

体内の水分量がおおよそ… ①のどの渇きを感じにくい

高齢者：50％ （口渇中枢の衰え）

成人　：60％

小児　：70％ ②気温や湿度などの環境を認識できない

年齢とともに減少していきます （認知機能の低下）

③多くの水分が尿として出てしまう

（腎臓の衰え）

④薬により影響

（利尿薬）

⑤汗をかきにくい　　　　 

⑥排尿の失敗を恐れ 飲む量を減らしている 

（自律神経の衰え）

こんなことがあれば、脱水症かも・・・

（高齢者の場合）

○トイレに行く回数が減った

○便秘になる

○食べる量が減った

○暑いのに皮膚がサラサラしている

○なんとなく元気がない

マスク内の温度が上がることで喉の渇きが感じにく

くなります。

これまで以上にこまめに水分補給を！

効果的な水分補給とは？

  おすすめ飲み物・スープ

  みそ汁　スープ　麦茶　牛乳　スポーツ飲料

脱水症の発見方法をご紹介
・握手してみる
→冷たければ疑わしい
なぜなら脱水症になると血液は重要な
臓器に集まる。その為、手足などには
血液がいかず冷たくなるため。

・舌をみせてもらう
→渇いていたら疑わしい
なぜなら脱水症になると、口の中の唾
液が減少し、舌の表面も渇いてくるた
め。

・親指の爪の先を押してみる
→赤みが戻るのが遅ければ疑わしい
なぜなら指先は血管が細いので、水分
不足の変化が出やすい部分。

・手の表面の皮膚をつまんでみる
→皮膚がつままれた形から3秒以上戻
らなければ疑わしい
なぜなら皮膚には水分がたくさん含ま
れていて弾力性があるが、脱水症では
水分が減り、弾力性もなくなるため。

・高齢者の脇の下を確認する
→渇いていたら疑わしい
なぜなら通常高齢者の脇の下には、汗
による潤いがありますが、脱水症にな
ると、汗が出にくくなり、脇の下が乾
燥してくる。

飲水時間（例）

起床時
朝食時
10時おやつ
昼食時
15時おやつ
夕食時
入浴前
寝る前

1日8回程度を目安にこまめに水
分補給をする。
コーヒーや緑茶は利尿作用があ
るのでお水か麦茶がおすすめ。
食前に飲むことで胃腸が刺激さ
れて消化を助ける効果も期待で
きる。

◎必要水分量の算出

加齢とともに体内の水分量が減少するので、より適正な水
分量を算出するためには、年齢を考慮します。

○年齢別必要水分量の目安
25歳～54歳 35ml/kg/日
55歳～64歳 30ml/kg/日

65歳～ 25ml /kg/日

＜必要水分量の算出＞
体重×年齢別必要水分量＝必要水分量
（kg） （mL/kg/日） （mL/日）

◎食事からも水分補給を

果物＆野菜の水分量

トマト95％、きゅうり95％、すいか90％、なし88％
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　リハビリテーション部

　作業療法士　後藤 舞

＜使用方法＞

　ぎます。（図１①、②）

○微弱な電気が流れるパットを筋肉に貼り、電気刺

　（図１⑤）CoCoroe AR2のご紹介

〇動かしたい腕にグローブを装着し、ワイヤーを繋

1.はじめに

○訓練台に並ぶ２つのスイッチを交互に押します。

　激と振動刺激で上肢の動きをサポートします。上肢リハビリ装置

　2021年12月から、リハビリテーションの一 （図１③、④）

　スイッチを押すと音声が流れ、動きの指示を出し

　ます。実施回数と運動スピードがパネルに表示さ

　れます。

環として「上肢リハビリ装置 CoCoroe（ココロ

エ）」を導入しました。別名、リーチングロボッ

トとも呼ばれるリハビリ機器です。この機器の導

入は東北圏内で２病院目、宮城県内においては当

院が初めてとなります。

用しながら上肢の運動をサポートする装置です。

２．CoCoroe　AR2について

　病気や怪我により上肢（肩・肘）に麻痺や筋力

低下がある方を対象に、電気刺激・振動刺激を併

　ワイヤーの張力で上肢の重さを免荷しているので

軽い力で腕を動かすことができます。

ることができます。

　黄スイッチと青スイッチの距離と高さ、前後左右

方向への配置を調整することで、患者様の症状や訓

練目的に応じたパターンと難易度を段階的に設定す

リハビリテーション部

連載企画 第29回

電気刺激装置

グローブを装着し
ワイヤーとつなぎます

タッチパネル操作

訓練スイッチ

ワイヤーで適切な負荷量を調整します

図１

ワイヤーで腕を牽引します
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　スイッチを交互に押して、腕を前に伸ばす・引

に、私ども作業療法士がお手伝いをさせていただき

て電気刺激と振動刺激が筋肉を刺激します。

＜腕が動くようになった事例の紹介＞

く運動です。機械が指示するタイミングに合わせ

が必要でした。利き手である「右手でご飯を食べた

できるようになります。

　前後に動かすことで、遠くに手を伸ばすことが

使う喜びや自分の役割を取り戻すことができるよう

　現在は自宅で訪問リハビリを継続しながら、奥様

の温かい手料理と、時折の晩酌を楽しんでいるよう

ます。

食べられるようになった」「髪を洗えるようになっ

３．おわりに

　病気や怪我によって上肢に障害を持つ方に、手を

です。

　CoCoroe を利用した患者様からは 「自分で手を

動かしている感覚があり嬉しい」「ひとりでご飯が

た」といった喜びの声が聞かれています。

CoCoroe を導入しました。

　また、食べやすいよう、主食を「おにぎり」に変

更、スプーンやフォークの形を検討していきました。

ご自身でご飯を食べることができるようになりまし

た。

の事例を紹介いたします。

　入院当初は腕が上がらず、身の回りのことに介助

　訓練で手が動くようになったら実践。スプーン

を持ち食べる。コップを持ち水を飲む。日常生活

　５ヵ月間リハビリの結果、腕が動くようになり、

い！」という患者様の想いから、リハビリにおいて

　脊髄損傷に伴ない、松田病院に入院された患者様

動作につながるようにステップしていきます。

スイッチ間の距離を調整して、腕を動かす範囲

を決めます

高さを調整して腕を上げる範囲を広げます

音声でスイッチを「押して」「離して」と、腕

を動かすタイミングを知らせます

茶碗とスプーンを持って口元に近づける練習
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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。

　・毎月 第1土曜 午後

クリーニング

　・毎月 第1金曜 午前

■矯正歯科　診療日 松田病院　歯科は「予約制」です。

                               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

矯正歯科のご紹介
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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、11時30分までです。
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

■「土曜の受付時間」のみ「12時まで」です。

耳鼻いんこう科のご紹介

相談窓口のご案内

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。
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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

コンビニエンスストア

銀行ATM（コンビニエンスストア内）

「皮膚科」「泌尿器科」「歯科」「眼科」外来について

「歯科」「眼科」の奥に進むと

「皮膚科」「泌尿器科」です。
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体温測定の実施について

・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。

■シャワーだけなら3つの「首」を温める

　シャワーだけという場合でも、足首・手首・首の後ろなど太い血管が通っている部分に合計5分程少し

　深部体温をスムーズに下げるためには、反動を利用するのがコツ。意外と大切なのがバスタブに浸かっ
て入浴することです。夏でも38～40℃のお風呂に浸かるのがおすすめです。

　エアコンの風にあたって眠ると、睡眠の質が悪くなるという研究データもあります。部屋の空気を循環

■エアコンの風は体にあてない工夫をする

も室温が下がりにくく、寝室に入る30分前にエアコンをONにし、天井に風をあてておくのがコツです。
　日中に溜め込んだ熱が夜になっても天井や壁にこもっているため、寝るタイミングでエアコンをつけて

疲れが残ったりという人も多いのではないでしょうか。睡眠不足は、体温維持能力が低下し熱中症の要因

となります。暑い真夏でも、しっかりと睡眠をとり、すっきりした目覚めが得られるようにしましょう。

寝苦しい夏に役立つ快眠のコツ

■エアコンは風を天井に向けて「30分前」にON

■寝る1時間前までに入浴をする

熱めのシャワーをあてることで、効率よく深部体温を上げることができます。

夏の暑苦しさの原因は『深部体温』にある

させる目的でサーキュレーターや扇風機を使用する際も、風が直接体にあたらぬように工夫しましょう。

し高い『深部体温』と呼ばれる、脳を含めた内臓の体温があります。手や足の先から放熱して深部体温が

下がることで、自然と眠気が高まって眠りへと導いてくれます。

松田病院　健康管理室　

真夏の睡眠は『体温調節』と『室温』がポイント！

健康管理室より

　ムシムシ、ジメジメ、高温多湿な日本の夏。寝つきが悪いばかりか、夜中に何度も目覚めたり、翌日も

　安定した眠りのカギを握っているのが、実は体温です。人の体には、皮膚表面の体温と、それよりも少
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夏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） 7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、日曜日は9：00～12：00迄　外来診療を行なっております。

　(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

2022.7.1～

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 7月 7月

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

受付時間 山田(祐) 安藤 甲川 安藤 藤井 8月 8月
9:30迄

松田倫治 松田倫治 澤田 藤井 山城 6日、20日 13日、27日

小林 齋藤 9月 9月

井樋[肩]/予約 3日、17日 10日、24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) 千葉

受付時間 甲川 佐々木(健) 山田(祐) 澤田 齋藤
17:00迄

澤田/15:00開始 松田倫治 山城 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）

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

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、2022年（令和 4年） 7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

　　　　　　　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)　           

外来予定表

2022.7.1～

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

新患の方は予約制になります。事前にお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。
※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「40年前」

　く乗っていないので、落ち着いたら新幹線に乗りたいですね。　　　　　　　　（医事課：堀籠）

・約40年前に生まれた、現在働き盛りの40代を中心に、加齢に伴い肩関節がスムーズに動かなくな

　で遊んでいたのを覚えています。現在は、こんなにも交通量が多い道路となって驚いています。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（形成外科：松田）

・東北新幹線は40年前の1982年6月に大宮始発で開業したそうです。東京まで延長されたのは19

　91年だそうです。この40年で新幹線も大きく進化し、身近な交通機関になりました。私もしばら

　科は、肩の専門医もおります。お気軽にご相談ください。 　　　　　　　　     （事務部：加藤）

　3車線の道路ですが、当時は片側1車線の道路で、車もあまり走って無く、拡張前の道路の空き地

・今や小学生でもスマホを持つ時代ですが、今から40年前、私が小学生の頃の通信手段は 「郵便」

・40年前の当院は、建物は東棟だけで、裏手は全部田んぼでした。病院の前の道路は、今では片側

　一択でした。即時性が当たり前の現代社会ですが、郵便でのゆっくりとしたやり取りもたまには
　いいかもしれません。                                  　　　　　　　　　  　　　　　（事務部：佐竹）

・仙台の過去の気象データでは、40年前の1982年8月は、30度超えはたった3日、昨年は18日。
　明らかに温暖化は進んでいますね、当時はエアコンなしで寝ていましたし。授業でプールのときに
　肌寒かった日があったことを思い出します。  　　　　　　　　　　 　　　　　（総務部：佐藤） 　　　

　囲炎」と呼び、医療機関で適切な処置をすれば改善できることも少なくありません。当院の整形外

　る症状を俗称で「四十肩」と呼びます。「五十肩」と呼ぶこともありますが、最近は発症する年齢
　齢が40代に下がったため、「四十肩」と呼ばれることが多くなりました。 医学的には「肩関節周

　
※ツナ缶を使用することで手軽にたんぱく質を摂ることができます。

季節の健康レシピ

4． ボウルに缶汁ごとツナを入れ、1～3とAを混ぜ合わせ、スパゲッティを加えて和える。

　　茹で終えたスパゲッティはザルにあげて水で冷やし、水気をきる。

オクラで冷製パスタ

   カロテン、カルシウム、マグネシウム、カリウム、ビタミンB群、鉄をバランスよく含みます。

＜作り方＞

5． 器に盛り付け完成です。

3.　トマトと豆腐は1.5ｃｍ角に切る。

※オクラ特有のネバネバしている成分のムチンは夏バテ予防に効果があります。 オクラは他にもβ

2.　オクラをさっと茹でて小口切りにする。

1.　スパゲッティをお湯で表示時間より1分多めに茹でる。（商品によって茹で時間が異なります）

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

＜材料（2人分）＞
〇スパゲッティ（細麺） 100g
〇オクラ 3本（25g）
〇トマト 60g
〇絹ごし豆腐 60g
〇ツナ水煮缶 30g
〇A

麺つゆ（3倍濃縮） 15ml
オリーブオイル 5ml
レモン汁 3ml
塩 0.5g
こしょう お好みで少々

管理栄養士のおすすめ

松田病院 仙台

1人あたり
熱量 505kcal

たんぱく質 22.0g

塩分 3.2g
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