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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。 

ただいております。

く戻ってきたことを実感する日々です。

日本人とがん

を専門とし、診療を行なってまいりました。

なっています。

することも多くありました。

和ケアを主とし、診療しておりました。

緩和ケア

き、気づくと半年ほどが過ぎました。

かと思われます。

がんと診断された早期から、がん治療と一緒に受

せん。

　松田病院　広報誌　エバーグリーン・ライフ

緩和ケアと在宅医療

FREE ご自由にお持ちください

緩和ケアという言葉を聞くと、がん末期におけ

る苦痛を取り除く治療をイメージされる方が多い

はじめに

緩和ケアは、がん患者さんの経験する痛みや吐き

る医療現場では、在宅医療の必要性が再認識されて

も広まっております。

治療の場は入院だけではなく、外来や在宅医療に

い、よりその人らしい毎日を過ごせることを目標と

はなく、患者さんやご家族の不安や心配事などに関

ができます。

きています。

する相談なども、体を動かせる元気なときから行な

本年4月より松田病院での診療をさせていただ

げられるかと思います。

在宅医療

きること・ご家族と常にそばにいられること」が挙

このコロナ禍で、面会制限がまだ必要となってい

自宅で療養することでご不安を覚えることも多い

や介護施設へ行く負担がなく、常に様子を見ること

在宅医療の良さは、「住み慣れた自宅で療養がで

かもしれません。

で療養のお世話をすることで休息を得にくいことか

ら、ご家族の心身の負担は増えてしまうかもしれま

いつ急変するかわからない不安や、24時間体制

治療を行ない、治癒が得られる方がいる一方、

再発や進行性のがんで治療困難な患者さんを担当

その中で、がん患者さんの抱える苦痛の緩和に

関われればと思い、ここ数年はがん患者さんの緩

終末期治療は緩和ケアの中心ではありますが、

私は今まで消化器疾患、特にがんに対する治療

日本人の約２人に1人はがんに罹患し、約3人

に1人が、がんを原因とし亡くなっているという

統計もあり、がんは今やありふれた病気の一つと

けるケアへとその治療は変化しています。

の訪問での治療も行なっておりました。

私も緩和ケア病棟だけではなく、ご自宅・施設へ

患者さんが安心して過ごせるほか、ご家族も病院

気、倦怠感などの身体的な症状に対する治療だけで副院長　医師　松田 泰史
 やすふみ

　　　・日本緩和医療学会 認定医

　　　・日本外科学会 専門医

現在は消化器疾患を中心とした外来診療を行な

う傍ら、在宅診療部での訪問診療も行なわせてい

懐かしい方々のお顔を見ることができたりと、

少年時代を過ごした「泉パークタウン」にようや

していく医療です。
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最後に

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

歯科、歯科口腔外科、矯正歯科

【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/matsudahp/ 

今までは、体を動かせる間は外来通院をしてい

ただき、なかなか外出が難しくなったときには、

症状の落ち着きが得られた後は在宅医療を中心と

療機関を目指して歩んでまいりました。

かと思います。

いった栄養手段の確保、疼痛緩和のための医療用麻

能なかぎり、軽減するお手伝いができるかと思われ

持を目指すことも可能であり、今では病院と遜色の

これからは、入院等の治療は短期間にとどめ、

また訪問リハビリテーションなどで生活の機能維

在宅医療では、定期的な看護師・介護士の訪問を

在宅となると医療の質が低下するのではという不

ます。

利用していただくことで、ご家族の負担や心配を可

新型コロナウイルスについて

新型コロナウイルスに関しては、一部では規制

この中で、国が掲げる医療制度の方向性には変

病院という場所は、平時もなかなかマスクが外

せない環境ではありますが、皆さんとお顔を向け

合いながらマスクなしで会話を楽しむ、そのよう

化が始まってきています。

な時が近く訪れることを切に願っております。

入院や介護施設等で療養をしていただいておりま

した。

した地域での医療を受けていただくと、医療の場

は変化を迎えるときがきています。

が診療に伺う体制も整っております。

もちろん必要時は夜間・休日問わず医師・看護師

の緩和が進んでいるものの、これから冬を迎える

こともあり、まだ安心の出来ない状況は続くもの

この医療の変化の流れの中においても、訪問診

療・看護・介護と広く皆様の生活をサポートでき

る体制が構築されてきています。皆様の住み慣れ

た地域で安心して過ごしていただく、そのお手伝

日本全体がそうであるように、当院が置かれて

いる泉地区でも高齢化の波は進んでいるのが現状

です。

いができるのではないかと考えております。

ない治療が可能となっています。

安もあるかもしれませんが、点滴治療や経管栄養と

高齢化の波と医療制度

地域に根差した松田会

松田会は40年間、一貫して地域に根差した医

薬の使用などもできます。

松田病院 仙台
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【仙台市に住民票がある方】

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

【富谷市・大和町・大衡村・大郷町に住民票がある方】
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４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。
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。

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。

Ⅰ．接種日に65歳以上の方　[\1,500]　※自己負担額

　　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

　　　　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。

■助成対象者　　　　　　　　　　　　　　　　　（期間：令和4年4月1日～令和5年3月31日）

インフルエンザワクチン接種は、インフルエンザの重症化を防ぐ効果があります。
インフルエンザワクチン接種を受けてから抵抗力がつくまで2週間程度かかります。

令和4年１0月1日（土）よりインフルエンザワクチン接種を開始いたします。

※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。

■助成対象者　　　　　　　　　　　　　　　　　（期間：令和4年10月1日～令和4年12月30日）

　　でも仙台市と同様に助成が受けられます。

インフルエンザワクチン接種について

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。

高齢者肺炎球菌予防接種のお知らせ
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　リハビリテーション部

　理学療法士　菅野 美香

リハビリテーション栄養

が低下してしまいます。

リスクを伴うもの」と定義づけられています。

　以下の3つの項目で診断します。

3，骨格筋量

脳血管疾患

　脳血管疾患による嚥下障害や絶食、食事摂取量の

けられる症候群で、身体機能障害、QOL低下、死の

　　　　　　　　　　　　　　　骨格筋量測定中

特に、身体に障害がある、高齢、フレイル、サル

ていました。コペニアに当てはまる方はリハ栄養が必要となる

　栄養状態に問題がないか管理栄養士に確認したと

　リハビリをしているすべての方に対して、栄養

2.対象となる方の状態

3.リハ栄養は、どんなことをするの？

　私が経験した患者様の一例をご紹介します。

きませんでした。手術直後に誤嚥性肺炎を起こした

ため、一時的に絶食期間があり、数日後に食事を開

https://www.kango-roo.com/work/3382/より引用

始しましたが、飲み込みにくさを感じるようになっ

可能性が高いです。

状態に問題がないか確認する必要がありますが、

しましたが、疲れやすくて、なかなか歩くことがで

摂取量が低下し、低栄養に至ることもあります。

　心不全増悪による炎症亢進や、腸管浮腫による栄

心不全

栄養」が欠かせません。

養素の吸収低下などが原因で、低栄養になることが

あります。

　高齢の方に多い骨折であり、受傷後に低活動、摂

まう可能性があります。

低下、身体活動量の低下、認知機能低下、精神障害

ります。

　反対に、食事が十分に摂れていても、安静にし

すぎていると、合併症などにより生活の質(QOL)

（うつ）などが原因となり、低栄養になることがあ　つまり、QOL向上には 「リハビリテーション

低下や嚥下障害により摂取量が減ってしまい、低栄

　「リハビリの内容を考慮した栄養管理」と「栄

養になってしまうことがあります。

養状態を考慮したリハビリ」を行なうことです。

　病気やケガで身体が思うように動かなくなった

時「あとはリハビリをどんどん頑張れば良い」と

思いがちですが、実は栄養状態が良くないと、運

動によって筋肉が増えるどころか、逆に減ってし

取エネルギー不足、嚥下障害などが原因で低栄養に

ります。一生懸命リハビリをしていても、栄養

なりやすいといわれています。

障害があると十分な効果を得られにくいことが

　特に手術後は炎症により代謝亢進が生じることに

わかっています。

より、必要となるエネルギー量が増えますが、食欲

1.リハビリテーション栄養とは？

　以下は、リハ栄養が必要となりやすい疾患です。

方の中には、栄養障害(必要な栄養素量と実際の

摂取量が不均衡な状態)をかかえていることがあ

　大腿骨近位部骨折の手術を終え、リハビリを開始

2，身体機能

　「筋量と筋力の進行性かつ全身性の減少に特徴づ

はじめに

1，握力

　塩分制限は大切ですが、過度な制限により、食事

　リハビリテーション(以下、リハビリ)が必要な

大腿骨近位部骨折

サルコペニアとは
リハビリテーション部

連載企画 第30回
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　疲れやすいという理由で、ベッドの上で食事を

態に合わせた目標やプランの立案をしています。

　サルコペニアを有する高齢者に対して、運動療

４.リハビリテーション栄養の効果

※本人から掲載許可を得て撮影

　また、脳卒中患者を対象に高たんぱく質食品摂

告されています。

力、および歩行速度の改善に効果的であったと報

　効果的にリハビリを進めるには、運動だけを頑

張るのではなく、リハ栄養の考え方が重要である

しずつ歩くことができる状態へ回復していきまし

法に栄養介入を組み合わせたことで、筋肉量、筋

いました。評価したところ、義歯が合っていない

　飲み込みにくさを感じていては、食事摂取が進

ことを学ばせていただいた患者様でした。

　また、リハ栄養に関する文献や、症例を通して勉

強会を行なっています。事摂取量が増えていきました。

　しかし活動量を増やしていくには、エネルギー

るようにしたところ、食べやすくなり、毎食の食

　当院では「栄養サポートチーム(NST)」にリハビ

　再び歩けるようになるには、栄養状態を改善しな

ければならないと考え、リハ栄養的な視点でリハビ

ころ、低栄養であることがわかりました。また、サ

ルコペニアと診断されました。 に効果があったとの報告があります。

おわりに

取の個別栄養管理を行った研究では、QOLの改善

とを推奨しています。

５.松田病院におけるリハ栄養

リスタッフが週1回参加し、医師、看護師、管理栄

　「リハ栄養診療ガイドライン2018」でも、リ

す。気になることがありましたら、お気軽にスタッ

　松田会では、地域の皆様の健康をサポートできる

　その一つに「リハビリテーション栄養」があるこ

ハビリを実施している脳血管疾患、大腿骨近位部

の飲料も追加されました。

した。リハビリ中に摂取できそうなハイカロリー

ことが分かり、歯科衛生士による義歯の調整も行

職種の専門的な意見をもとに、お一人おひとりの状

骨折、急性疾患患者に強化型栄養療法を行なうこ

起きる練習や足の運動を行ないました。

　栄養を考えながらリハビリを進めたことで、少

まないため、言語聴覚士が嚥下評価・訓練を行な

養士、薬剤師、歯科衛生士と情報共有を行ない、各なわれました。

リを進めました。歩くためには、ある程度、筋力が

必要ですが、手術を終えたばかりで、炎症の数値が

高い状態では、きつい筋力トレーニングをしても

た。

　一方で、疲れやすいからといって、安静にしす

筋肉量を減少させる可能性があります。

補助食品の追加や、食事全体の提供量を調整しま

てしまいます。疲労感を確認しながら、少しずつ

く質の摂取量を増やせるよう、管理栄養士が栄養

摂取量が少ない状態でした。エネルギーやたんぱ

ぎると、さらに低栄養やサルコペニアを悪化させ

していましたが、しっかり椅子に座って食事をす

よう、様々な活動を行なっています。

とを多くの方に知っていただきたいと思っておりま

多職種でカンファレンスを行なっています。

フまでお声掛けください。
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　旬の食材は、大地のエネルギーをたっぷり含み、味だけではなく栄養価が高くなります。

復し、体を温めてくれる効果があります。

サツマイモ

　秘予防にも！！

じゃがいも

　助けてくれます。

　栄養とおいしさを丸ごと味わえますね。

里芋

　防に効果があります。　

栗 

　1つで、動脈硬化対策に注目されている成分です。

かぼちゃ

 　特にカロテン・ビタミンCが豊富で、皮膚や粘膜を強くして鼻や喉をガード！！

  　ビタミンEも豊富で若返り効果と血行不良による冷え性や肩こりの改善にも役立ちます。

ぶどう

   されます。カリウムも多く、塩分の排泄やむくみを予防します。

梨

　ば消化を助けてくれます。

りんご 

　できます。「リンゴ酸」は体に溜まった疲労を解消してくれる効果があります。

柿　 

　ロテン・タンニン・カリウム・食物繊維など栄養素が多く含まれます。

　秋は「食欲の秋」と言われるほどおいしい食材が豊富な季節。秋の食材は、夏の暑さで弱った胃腸を回

ビタミンC.Eが豊富。特にイモ類に含まれるビタミンCは、加熱しても壊れにくく、じっくり

加熱することで甘みが増します。ビタミンEは動脈硬化の血栓予防や悪玉コレステロールの

減少に効果があり「若返りのビタミン」と言われるほどです。不溶性の食物繊維も豊富で便

春と秋の年2回収穫の時期があり、秋はでんぷん量が多くホクホクとした食感が楽しめま

す。ビタミンC,B2,B6が豊富で風邪予防や疲労回復、栄養素の分解や免疫が正常に働くよう

トールが一番多いのが梨です。また、虫歯になりにくい性質も持ち合わせています。

またプロテアーゼという消化酵素を含み、調理では肉を柔らかくしたり、食後に食べれ

「１日１個のりんごで医者いらず」というイギリスのことわざがあるほど様々な栄養があ

ります。特に、カリウムや食物繊維が豊富で、高血圧予防や腸内環境を整えることに期待

皮には鉄分やクロロゲンというポリフェノールの一種も含まれるので、皮ごと食べると旬の

１個でビタミンC１日分を摂取することができるほど豊富に含まれています。他にもβカ

里芋の粘りは「ガラクタン」という食物繊維。他にも「グルコマンナン」という食物繊維が

豊富で、ガラクタンと同様に水溶性の食物繊維で、コレステロールの低下や血糖値の上昇予

ビタミンC,B1が豊富であり、美肌効果や糖質の代謝をサポートしてくれます。渋みの成

分「タンニン」が含まれ、皮に渋みを感じるかもしれませんが、これはポリフェノールの

「冬至にかぼちゃを食べると風邪をひかない」と言われるほど栄養価が高い食材です。

「秋の味覚・旬の食材で夏の疲れをリセット」

　　　　松田病院　栄養課

栄養課より

アントシアニンというポリフェノールが豊富で、眼精疲労や動脈硬化の予防効果が期待

ソルビトールという果糖が含まれ整腸作用・咳止めが期待できます。果物の中でソルビ
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下に示した１種類分が１日の適量になります

果物の適量を知って、おいしく健康に過ごしましょう！！

7 ページ



エバーグリーン・ライフ 2022 AUTUMN

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。

矯正歯科のご紹介

　・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
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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。

■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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よく噛むためには歯のケアも大事 

　早食いは、「体重の増加」「血糖値の上昇」「腹囲の増加」にも関連しています。

よく噛むことでエネルギー消費量を増加させる

“食欲の秋”の到来!!　『早食い』に気をつけましょう　

健康管理室より

早食いと肥満の関係 

おり、また子供においても同じ傾向がみられます。

よく噛むことが大切！！

れています。

食物繊維を多く含む食材を使うことも効果的です。

　平成21年の国民健康栄養調査の結果では、男女とも肥満度が高い人ほど食べる早さが「早い」人の割

早食いをすると肥満になりやすいのがなぜ？

　食事をすると、血液中のブドウ糖の濃度が上昇し、満腹中枢がそれに反応し、満腹感を知らせますが、

とで、食後のエネルギー消費量である「食事誘発性体熱産生」が増加します。

ブドウ糖の濃度が上昇するには、ある程度の時間が必要です。そのため、早食いの場合、満腹感が得られ

る前に多くの食事をとってしまいがちになり、摂取エネルギー量が多くなるため肥満につながると考えら

　日本肥満学会の「肥満症治療ガイドライン」では、肥満の行動療法の一つとして「咀嚼法」が挙げられ

ゆっくり食べるコツ

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。

松田病院　健康管理室　

ており、一口30回噛むことが推奨されています。

多い人ほどよく噛めることがわかっています。歯を失う二大原因は、虫歯と歯周病です。毎日の歯磨きや

合が多く、「遅い」人の割合が少ないことがわかっています。いくつかの疫学研究でも同様の結果が出て

　咀嚼には、満腹中枢を刺激して、食欲を抑える働きがありますが、さらにゆっくりよく噛んで食べるこ

　料理の際は、食材を大きく、厚めに切り、噛み応えがある状態にしましょう。きのこやこんにゃくなど

とエネルギー消費量アップの2つの効果が期待できることになります。

　「食事誘発性体熱産生」とは、食後安静にしていても栄養素の消化・吸収による代謝によって使われる

エネルギー消費量のことです。つまり、よく噛んでゆっくり食事をすることは、エネルギー摂取量の抑制

定期的な検診で、歯の健康も維持しましょう。

　よく噛むためには、「噛める」ことも大切です。平成25年国民健康・栄養調査報告から、歯の本数が
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秋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） 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。

　(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

外来予定表

2022.10.1～

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 10月 10月

前半 佐々木 健 甲川 昌和 山城 正浩 中村(受付9:00迄) 中村 泰裕 1日、15日、29日 8日、22日

受付時間 山田 祐一郎 安藤 晃 甲川 昌和 安藤 晃 藤井 玄二 11月 11月
9:30迄

松田 倫治 松田 倫治 澤田 匡弘 藤井 玄二 山城 正浩 12日、26日 5日、19日

小林 力 齋藤 毅 12月 12月

井樋[肩]/予約 10日、24日 3日、17日

佐々木 健 甲川 昌和 松田 倫政 山田 祐一郎 中村 泰裕 松田倫政/10:00迄 松田倫政/10:00迄

後半 山田 祐一郎 安藤 晃 山城 正浩 安藤 晃 千葉 武志 笠間/初診は予約 藤井 玄二

受付時間 安藤 晃 松田 倫治 甲川 昌和 藤井/乳幼児のみ受付 藤井 玄二 山田 祐一郎 佐々木 健
11:30迄

松田 倫治 澤田 匡弘
（受付9:30迄）

山城 正浩 中村 泰裕 千葉 武志

井樋[肩]/予約 齋藤 毅 澤田 匡弘 山城 正浩
安藤 晃 甲川 昌和

安藤 晃 笠間/初診は予約 松田 倫政 佐々木 健 千葉 武志 松田 倫治

前半 甲川 昌和 佐々木 健 山田 祐一郎 澤田 匡弘 小林 力

受付時間 小林 力 松田 倫治 山城 正浩 齋藤 毅 齋藤 毅
15:00迄

齋藤 毅

後半 安藤 晃 笠間/初診は予約 松田 倫政 佐々木 健 千葉 武志

受付時間 甲川 昌和 佐々木 健 山田 祐一郎 澤田 匡弘 齋藤 毅
17:00迄

澤田/15:00開始 松田 倫治 山城 正浩 齋藤 毅

齋藤 毅

月 火 水 木 金

松田 恵三郎 武藤 元 松田 恵三郎 小野寺 淳一 松田 恵三郎

前半 宮澤 幸仁 西岡 可奈 小野寺 淳一 武藤 元 中井 茂康 前半

受付時間 中井 茂康 高血圧外来/予約 松田 泰史 西岡 可奈 宮下 起幸 受付時間

9:30迄
西岡 可奈 中山[循] 矢坂[リウマチ] 非常勤医師 増田/予約

10:00迄

宮下 起幸 木村/9:30開始 佐藤 宏行 （第2,４週）

松田 泰史

松田 恵三郎 西岡 可奈 松田 恵三郎 小野寺 淳一 松田 恵三郎 中井 茂康(12:00迄)

宮澤 幸仁 高血圧外来/予約 中井 茂康 武藤 元 中井 茂康 非常勤医師(15:00迄)

後半 中井 茂康 中山[循] 松田 泰史 西岡 可奈 宮下 起幸 後半 松田 泰史

受付時間 西岡 可奈 木村 雄一郎 矢坂[リウマチ] 佐藤 宏行 増田/予約 受付時間

11:30迄
宮下 起幸 （第2,４週） 13:00迄

松田 泰史

松田 好史 小野寺 淳一 武藤 元 中井 茂康 松田 好史

小野寺 淳一 曽根 眞一郎 山本 直弘 小西/予約 武藤 元

武藤 元 中井 茂康 非常勤医師 宮下 起幸 増田/予約
寺嶋[循]/予約 佐藤 智/予約 佐藤 宏行 心外来/予約

安田 聡[循] 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 元

曽根 眞一郎

松田 泰史

午前

土

17:00～18:30
午前

小野寺 淳一

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）
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注）上記の外来予定表は、2022年（令和 4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。

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　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)　           

2022.10.1～

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～)

[一般形成] [一般形成] [一般形成] [一般形成] [手外科]

月 火 水 木 金

山田 容子 山田 容子 山田 容子 山田[第2,4,5週] 山田 容子

相場 節也 相場 節也 相場 節也 相場 節也 相場 節也

山田 容子 山田 容子 山田 容子 山田[第2,4,5週] 山田 容子

相場 節也 相場 節也 相場（～ 16:30） 相場 [皮膚アレルギー外来]

月 火 水 木 金

面高 宗子 伊藤 亜紀 伊藤 亜紀 非常勤医師 浅野 浩一
(9:00～) (9:00～) (9:00～) (9:00～) (9:00～)

伊藤 亜紀 浅野 浩一 手術 高橋 絵利子 伊藤 亜紀
(～16:45) （外来は予約のみ） (～16:45)

月 火 水 木 金

石戸谷 雅子 石戸谷 雅子 非常勤医師 石戸谷 雅子 非常勤医師
(9:00～) (9:00～) (9:00～) (9:00～) (9:00～)

月 火 水 木 金

佐々木 光晴 佐々木 光晴 佐々木 光晴 佐々木 光晴 佐々木 光晴

※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 俊彦 今野 俊彦 今野 俊彦 今野 俊彦 今野 俊彦

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] [歯周病]
武田 雄利 天雲 太一 小川 萌

今野 俊彦 今野 俊彦 今野 俊彦 今野 俊彦 今野 俊彦

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

[補綴] [口腔外科] [歯周病]  ・毎月 第１土曜 午後
小川 徹 武田 雄利 天雲 太一 小川 萌

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

小髙 晃 小髙 晃 小髙 晃 小髙 晃 小髙 晃

西條 稔 西條 稔 西條 稔 西條 稔

瀬川 克己 瀬川 克己

鈴木 一正 鈴木 一正 鈴木 一正 ※2 鈴木 一正 ※2 鈴木 一正

小髙 晃 小髙 晃 ※３ 小髙 晃

西條 稔 西條 稔 西條 稔

瀬川 克己 瀬川 克己

鈴木 一正 鈴木 一正 鈴木 一正 ※2 鈴木 一正 ※2 鈴木 一正

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 光晴

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～）[手外科]

午前

土
形
成
外
科

耳
鼻
い
ん
こ
う
科

小川 萌

午後

土

午前

松田 倫和

土

午後
14：00

-
17：00

眼
科

皮
膚
科

泌
尿
器
科

午前

歯
科

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 稔　※1

土

小髙 晃　※1
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　　　　松田病院　栄養課

編集後記　テーマ「秋の味覚」

・秋に旬を迎える「さつまいも」。栄養がたっぷりで胃腸を整える効果などもあります。焼き芋や干
　し芋など、手軽に食べられるのも嬉しいですね。おやつにおすすめです。胃に負担を感じるときは
　ポタージュスープにするなど、食べやすく工夫すると良いですね。暑く湿気の多い夏から、涼しく
　乾燥した秋へ。気候の変化に対応できる体力をつけることが大事です。旬をいただく「食養生」で
　なかなか夏の疲れが回復しない方も、当院の内科にお気軽にご相談ください。   （広報：加藤）

・秋の味覚といえばやはり「天然モノきのこ」に尽きます。昨年秋、福島の山中で偶然発見した天然
　なめこのおいしさに感動（なめこは詳しい方に鑑別してもらいました）。今年はきのこに詳しい方
　に同行して、きのこ狩りなんて楽しみたいですね。　　　　　　　　　　　　　（事務部：佐竹）

・秋の味覚は、さんま、栗、松茸とありますが、苦手なものがあります。柿です。あの濃厚な甘さ、
　そして完熟したときのトロトロ食感が苦手です。　　　　　　　　　　　　　　（総務部：佐藤） 　　　

・秋の味覚と言えば新米です。大和町沢渡地区では「沢渡ホタル米」というお米を販売しています。

　減農薬栽培で育てられたお米で、収益を地元の里山の自然やホタルを守る取り組みに寄付していま
　す。今年も地元の小学生がホタルの幼虫を放流し、たくさんのホタルを見ることができました。お
　いしい新米を食べて、来年もたくさんのホタルを見たいです。　　　　　　　　（医事課：堀籠）

・美味しいものがいっぱいの秋は、毎年食べ過ぎてしまい太るので、今年は美味しいものを少し節制
　するようにして、自宅で昔買ったエアロバイクを活用してダイエットできるように励んでいます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（形成外科：松田）

＜作り方＞

鮭のねぎ照り焼き

　　すい大きさに切ります。

　   クラを入れて軽く煮詰めます。

3． 焼き色がついたら裏返し、☆の調味料を入れます。続けて長ねぎと付け合わせのしいたけ・オ

1.　鮭は表面に小麦粉をまぶします。長ねぎは薄切り、しいたけは石づきを取り、オクラは食べや

　   火で熱し、鮭の皮を下にして焼きます。

季節の健康レシピ

2.　鮭を焼く前に、☆の調味料を合わせておくとスムーズです。フライパンにサラダ油を入れ、中

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）＞
〇鮭の切り身 2切
〇小麦粉 適量
〇長ねぎ 20g
〇しいたけ 2個
〇オクラ 2個
〇サラダ油 小さじ2

☆酒 大さじ1
☆しょうゆ 大さじ1
☆みりん 大さじ1
☆砂糖 小さじ1

管理栄養士のおすすめ

松田病院 仙台

1人あたり
熱量 223kcal

たんぱく質 19.0g

塩分 1.5g
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