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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。 

　　　　   理事長　松田 惠三郎

　松田病院　広報誌　エバーグリーン・ライフ

年頭のご挨拶

FREE ご自由にお持ちください

そのような状況下において、今後の日本におきま

医療法人 松田会

しては、抗ウイルス薬という強力な味方を得たコロ

ナ戦となります。特に経口抗ウイルス薬は、海外発

ウィズコロナへ舵を切った日本

じます。心より新春のお慶びを申し上げます。

れましては、新しい年を健やかにお迎えのことと存

明けましておめでとうございます。皆様方におか

新年を迎えて

国民共通の願いでもあります。しかし、昨年ほど

体が明るい「新しい時代」に向けて歩みだすことは

向かい続けております。コロナ禍を克服し、社会全

く価値観に順応する等、国民が一丸となって困難に

おける新しい生活様式を受け入れ、また、変わりゆ

ウィズコロナへ舵を切った日本では、コロナ禍に

針の下、新型コロナウイルス感染症の拡大防止と社

の拡大から3年目となるコロナ禍中にあり、政府方

国内におきましては、新型コロナウイルス感染症

第8波

たのではないでしょうか。

「健やかに」という言葉が空しく響いた年はなかっ

製）が昨年11月に認可され、軽症の方々にも投与

の2種類に加え、国内初のゾコーバ錠（塩野義製薬

経口抗ウイルス薬

オミクロン株対応ワクチンも昨年11月より接種

オミクロン株対応ワクチン

お見舞いを申し上げます。

数を記録いたしました。感染された方々には心より

月から第8波が立ち上がり、過去の波以上の感染者

が、複数回のワクチン接種にも拘わらず、昨年11

会経済活動の両立を図る運動が進められてきました

イルスからコントロール可能なウイルスへと新しい

は証明されており、今まで太刀打ちできなかったウ

ざいますが、ウイルス量を速やかに減少させること

るのみで、その効果は限定的」と揶揄する向きもご

薬剤の治験結果より「臨床症状の改善を1日短縮す

可能となっております。専門の先生方の中には、当

待を寄せております。

揮してくれるものと、個人的には本薬剤の効果に期

下させ、さらには後遺症などの予防にも強い力を発

には1/30に減少）し、周囲の方々への感染力を低

ば排出されるウイルス量が確実に減少（服用4日目

展望が見えてきたように思えます。早期に服用すれ

先の抗ウイルス薬も、インフルエンザに対するタミ

異なり、薬剤の使用にも多くの制約がございます。

する5種感染症とは、その扱いの点においてかなり

に位置付けられており、インフルエンザ感染症の属

現在、新型コロナウイルス感染症は、2種感染症

2種感染症と5種感染症

争が昨年2月、ロシアの一方的な攻撃により勃発い

一方、国外に目を向けますと、ウクライナでの戦

戦争の悲惨さと平和の尊さ

でには至っていないのが実情でございます。

ん。したがいまして、現時点では、広く使用するま

フル錠のように使い勝手が良い状況ではございませ

実感した一年でもありました。

るところです。改めて戦争の悲惨さと平和の尊さを

れ、衝撃の連続でございます。早期の終結が望まれ

えされており、リアルタイムにその惨状が映像に現

た。現在も、ロシアによる破壊と殺戮が連日繰り返

たしました。私などには全く予想できないことでし

ル医学・生理学賞は、昨年も例年通りの選考が行わ

そのような世界情勢の中ではありますが、ノーベ

スバンテ・ペーボ博士から学ぶ

南下しつつあるようです。

おりません。現在、感染者数のピークは日本国内を

開始となりましたが、依然として接種率は向上して

2023
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絶滅した人類の遺伝情報を解析する技術

遺伝子と免疫力

究所のスパンテ・ペーボ博士に授与されました。絶

ウェーデン出身で、ドイツのマックス・プランク研

れました。今回は人類の進化に焦点が当てられ、ス

に関与していることが証明されました。万が一この

タール人の化石の骨やミイラから、ごく僅かな遺伝

る技術を確立いたしました。4万年前のネアンデル

ペーボ博士は、絶滅した人類の遺伝情報を解析す

されております。

類の進化に関する研究で、大きな貢献をしたと評価

滅した人類の遺伝情報を解析する技術を確立し、人

いく大変地道な作業ですが、それを積み重ねて正確

など環境からの混入にも気を付けながら再構成して

るDNAから、遺伝情報を丹念に読み取り、微生物

長い年月を経て、酸化したり、断片化したりしてい

ホモ・サピエンスの遺伝子との比較を試みました。

子の遺留物を注意深く取り出し、現代の人類である

来、ネアンデルタール人は現代人の祖先だと考えら

ピエンスの遺伝子との比較に成功しております。従

に遺伝子を読み取って、現代人、すなわちホモ・サ

たのですが、その分岐はまだ完全ではなく、一部で

別々のヒト種として異なる道に進化しようとしてい

でした。つまり、ネアンデルタール人と現代人は、

た種ではなく、僅かながら遺伝子を共有していたの

ることがわかりました。しかし、それは全く異なっ

れていましたが、DNAを調べてみると別人種であ

れた遺伝子が、ネアンデルタール人から引き継がれ

した結果、重症化リスクを増加させることが確認さ

月、新型コロナの患者3000人以上を対象に分析

さらに、ペーボ博士の研究チームは、2020年9

遺伝子と新型コロナの重症化リスク

交流があったということが判明いたしました。

重症化が22％抑えられることを明らかにしたと、

から引き継がれた、別の遺伝子がある人では、逆に

2200人余りの分析で、同じくネアンデルタール人

年2月には、新型コロナに感染して重症化した患者

ると「ネイチャー」に発表しました。また、2021

たもので、この遺伝子を持つ人ではリスクが倍増す

今回の新型コロナウイルス感染症を乗り切る免疫力

サピエンスの遺伝子の中に残した遺伝子の一部が、

す。絶滅したネアンデルタール人が、私たちホモ・

あたかも宇宙の起源を探索するかのごとくでありま

史の中で暗黙であった部分に光を当てるものです。

と現代人の遺伝子を比較することにより、悠久の歴

ペーボ博士の仕事は、現存する数万年前の遺伝子

す。

「アメリカ科学アカデミー紀要」に報告しておりま

れました。

ンスが絶滅していた可能性も否定できないと推測さ

年の間に起こった他のパンデミックでホモ・サピエ

に拡大解釈すれば、この遺伝子が無ければ、約4万

り切ることが出来なかった可能性も示唆され、さら

遺伝子が無ければ、新型コロナウイルス感染症を乗

いたからである。月を見たときに竹取物語を創れる

ン（虚構）を創る力」をホモ・サピエンスが有して

き残った。なぜか。違いは「実在しないフィクショ

滅し、体格も脳も小さかったホモ・サピエンスが生

『体格も脳も大きかったネアンデルタール人が絶

フィクションをみんなで信じる

ができた。それが地球上の覇者になったホモ・サピ

で、1人ではできない大きなことを成し遂げること

り、希望です。フィクションをみんなで信じること

言葉です。フィクションとは、目標であり、夢であ

ンス全史」の著者、ユヴェル・ノア・ハラリさんの

かどうかである。』というのです。これは「サピエ

描いて、その夢をみんなで信じて、生き様や経験を

100年先、300年先までの壮大なフィクションを

の前の仕事、自分の代だけの仕事をするのではなく

ペーボ博士の発見から「私たちの法人も、ただ目

私たちも壮大なフィクションを

エンスの源だと述べておられます。

「HEART No62」が、私のもとに送られてまい

昨年11月に、東北大学病院循環器内科の広報誌

脳卒中・循環器病による死亡・後遺症

である」という思いを新たにいたしました。

享受できることを願う、そのような法人であるべき

伝え、この地域の将来世代の方々が安心と豊かさを

心脳血管疾患は日本人の死因の25％を、国民医療

画　東北大学病院循環器内科教授　安田聡

62（2022/11/14） 宮城県循環器対策推進計

HEART 東北大学病院循環器内科 広報誌 No

りましたので、ここに供覧させていただきます。

りました。その記述で驚くべき内容が記載されてお

このような背景から令和元年12月1日に脳卒中・

問題となっています。

中・循環器病による死亡・後遺症は大きな社会的

康寿命の差を生み出す要因となっているなど脳卒

が高い群では脳卒中が1/3を占め、平均寿命と健

費の約20％を各々占めています。また、要介護度
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の多い食品・料理」より）

①新鮮な食材を用いる

②香辛料、香味野菜や果物の酸味を利用する

③低塩の調味料を使う

④具だくさんの味噌汁とする

⑤外食や加工食品を控える

⑥漬物は控える

⑦むやみに調味料を使わない

⑧麺類の汁は残す

世界的に推奨される地中海食

地中海食とは

地中海食の特徴

22年 (2040年 )までに3年以上の健康寿命の延

器病対策推進計画」が公開となりました。「令和

れてきましたが、令和4年4月6日「宮城県循環

法に基づき都道府県ごとに推進計画の立案が行わ

循環器病対策基本法が施行されました。この基本

喫 煙 は 全 国 ワ ー ス ト 7 位 、 糖尿 病も 男性 ・女

ますと、高血圧の割合は全国ワースト12位、

患の危険因子に関する宮城県のデータを見てみ

目指すことを県の目標としています。循環器疾

伸」・「循環器病の年齢調整死亡率の減少」を

4％で全国ワースト2位という状況にあります。

ド ロ ー ム ： 該 当 者 と そ の 予 備 群 の 割 合 は 31.

性 と も ワ ー ス ト 1 ～ 2 位 、 メ タ ボ リ ッ ク シ ン

減塩のこつ（日本高血圧学会「減塩のこつと塩分

病の正しい知識の普及啓発が求められています。

の結果ではHbA1c値の異常値が男性：ワースト1

城県の特定健診有所見率でみますと、平成30年度

上記の内容となります。改めてホームページより宮

　

そのため生活習慣病予防啓発等の強化、循環

これらの疾患は心臓・脳血管障害に大きな影響を

治療を中断してしまう人も少なくない高血圧

全国ワースト2位（令和元年度）という記載に、目

を見張ってしまいました。皆様はご存じでしたか？

リックシンドロームの該当者とその予備軍の割合が

位、女性：ワースト2位という結果でした。メタボ

いのが本疾患です。

となりますが、治療を中断してしまう人も少なくな

期の治療開始と継続が心疾患病発症予防のポイント

に最も関係するのが高血圧といわれております。早

りでございますが、中でも、脳・心血管病の死亡数

及ぼすことは、上記のHEARTの記事に示された通

管理や運動、薬物治療の継続により、多くの高血圧

高血圧は診断、治療法ともに進歩し、適切な食事

高血圧の診断および治療法の進歩

国内の研究報告によりますと、降圧薬服用患者の

降圧薬服用患者の目標達成率

実」のことで、アーモンド、クルミ、カシューナッ多く指摘されております。

とされております。ここでいうナッツ類とは「木の

多く、加工肉の摂取量が少なくなっているのが特徴

となっております。

かつ、拡張期血圧が80mmHg未満）の達成が可能

患者で降圧目標（収縮期血圧が130mmHg未満、

塞、そしてそれらによって死亡する確率が29％低

食の栄養指導を受けたグループは、脳卒中、心筋梗

摂取量の平均は10ｇ以上で、学会推奨の6ｇ未満

を中心に減塩の重要性を啓発しておりますが、食塩

日本人は食塩摂取量が多く、日本高血圧学会など

食塩摂取量が多い日本人

行して適切な薬物療法も重要」で医療者側の問題も

す。「高血圧治療では、減塩中心の食事や運動と並

として、不十分な薬物療法もあるといわれておりま

ます。血圧コントロールができないもう1つの要因

は「高体格指数（BMI）値、塩分過多」が挙げられ

目標達成率は21.3％にとどまり、その要因として

若いうちから肥満に注意し、食塩の摂取量を減らす

ります。したがいまして、将来の高血圧を防ぐには

人は遺伝的に食塩感受性高血圧が多いといわれてお

圧と、受けにくい食塩感受性抗高血圧があり、日本

血圧には、塩分の影響を受けやすい食塩感受性高血

と大きな差があるのが現状でございます。また、高

地中海食とは、イタリア、ギリシャ、スペインな

が地中海食でございます。

事療法が欠かせません。世界的に推奨されているの

また、メタボリックシンドロームの改善には、食

ります「減塩のこつ」をお示しいたします。

ことが重要で、以下に日本高血圧学会が提唱してお

れた大規模な試験の研究結果によりますと、地中海

グランド・ジャーナルオブ・メディシン」に掲載さ

18年、世界で最も権威ある医学雑誌「ニューイン

どの地中海沿岸の国々の伝統ある食文化です。20

は少なめとなっており、ポリフェノールの摂取量が

粉のパンやパスタ、魚とナッツ類が中心の食事で肉

地中海食では、オリーブオイル、旬の野菜、全粒

％減少させると報告されております。

の研究では、地中海食が糖尿病になるリスクを30

くなることが示されました。同じデータを用いた別
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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/ 

最後に

この新しい年が、皆様にとってより良き年となり

ますよう、そしてコロナ禍の一刻も早い終息を心よ

上げます。

り祈念いたしまして、私からの年頭の挨拶とさせて

いただきます。

今年も皆様の温かいご支援とご助言をお願い申し

木の実ではなく豆の一種ですが、最近の研究でピー

ツなどのことを指しております。実はピーナッツは

着することにより引き起こされる肝障害）を改善し

地域の方々の罹患率低下への取り組み

“It's still Day One.”

は変化は与えないものの、脂肪肝（肝臓に脂肪が沈

がわかってきております。また、この食事は体重に

ナッツもそのほかの木の実と同様に健康に良いこと

考えております。医師、看護師、保健師、管理栄養

士、薬剤師、理学療法士、作業療法士そして言語聴

地域の皆様とともに40年

昨年、当法人は創立40周年を迎えました。この

を目指す」を、今年度の目標に掲げてまいりたいと

高血圧症、メタボリックシンドロームの罹患率低下

私ども医療法人松田会も「地域の方々の糖尿病、

糖尿病予備軍を改善することが知られております。

ご希望がございましたら、当法人の地域医療連携室

のご要望に応じて行ってまいりたいと存じますので

法人主催の健康講話やリハビリ指導等を地域の方々

ていただくことができるものと考えております。当

覚士などの専門職が、それぞれの立場から指導させ

つと真摯に対峙しながら、そして襟を正し、40年

私ども松田会のスタッフは、これらのお声一つ一

意見を多々頂戴しております。

がつながりにくい」等というお声を筆頭に率直なご

にお問い合わせください。

前の創業時の理念「医療を通して地域に貢献する松

これは、アマゾンの創業者であるジェフ・ベゾス

に貢献することをお誓いしたいと存じます。

田会」の想いに立ち返り、地域の医療と介護の向上

「常に最初の1日目だと思って仕事をしよう。」

氏の言葉です。

地域の皆様に支えられて、今日の松田会がございま

す。40年間一貫して地域の方々の健康づくりに貢

献することを私どもの使命と考えて、仕事を行って

に掲げて地域貢献を果たしていきたいと存じます。

“温もりのある医療と介護をお届けすること”を心

想いから“地域の方々の立場になって考えること"

るべからず。創業時の理念に立ち返ろう。」という

まいりました。しかし、不十分な点、至らない点を

「お声」を通してご指摘いただくことが度々ござい

ます。例えば「診察までの待ち時間が長い」「電話

という意味と解釈いたしますが、私どもも「初心忘

松田病院 仙台
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相談窓口のご案内
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　リハビリテーション部

　理学療法士　西條 昌紀

教室に参加しました。寺岡・紫山地区にお住まいの

地域密着リハビリテーション

～住み慣れた地域・自宅で生活を送るために～

る量が減って痩せてきた」などフレイルのサインは

3．近隣住民の方の予防を目的とした地域リハ

　今年は、寺岡地域包括支援センターが主催の運動

ふとした会話の中で気づくこともあります。

必要ではあるもののすみ慣れた地域で暮らしたい」

という方まで幅広い方が対象です。その中でも特に

フレイルと呼ばれる状態の方を早めに見つけ出し、

適切な対応を行うことを心がけています。フレイル

とは健康な状態と介護が必要な状態のちょうど中間

の状態を言います。フレイルは可逆的で、適切な対

策を行うと健康な状態に戻るとも言われています。

「サロンや町内会行事に行かなくなった」、「食べ

　「なるべく介護が必要にならないように今のうち

から体の状態を保持したい」という方から「介護が

保健、福祉及び生活に関わるあらゆる人々や機関・

組織がリハの立場から協力し合って行う活動のすべ

てを言います。

　地域リハとは、障害のある人々や高齢者およびそ

の家族が住み慣れたところでそこに住む人々と共に

安全にいきいきとした生活がおくれるよう、医療や

いたします。

1．地域リハビリテーション

リテーション（以下、リハ）に携わっています。今

回は地域包括ケアシステムの要の一つでもある「介

護予防」や「生活支援」の取り組みの一部をご紹介

　私は、寺岡看護小規模多機能と寺岡クリニック・

リハプラザという施設に所属し、地域密着のリハビ

はじめに

らしい暮らしを人生の最後まで続けることができる

よう「予防・介護・医療・生活支援・住まい」を一

体的・継続的に提供する地域包括ケアシステムの構

築が進れています。

　わが国では、団塊の世代が75歳以上となる202

5年を目途に、可能な限り住み慣れた地域で、自分

方を対象とし、フレイル予防に対しての講話や転倒

予防、心身機能の維持・向上を図ることを目的に市

民センターで運動を行いました。

リハビリテーション部

連載企画 第31回
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分らしい生活を継続できるように関係機関と協力し

ながら地域リハを実施しています。今後も地域に根

ざしたリハサービスを提供できるように努力してま

いります。身体の変化で気になることや生活の不安

等がございましたら、気軽にご相談ください。

サービスを提供することができる施設です。

おわりに

　寺岡看護小規模多機能・リハプラザでは、近隣に

お住まいの方がいつまでも健康で暮らしていけるよ

う、また介護が必要になっても住み慣れた場所で自

面で昇り降りの練習を行います。理学療法士以外に

も看護師、介護士がおり、「通い」と「訪問」が同

じ事業所で行えることから、継ぎ目のない一体的な

しては、スタッフが付き添い、リハビリ視点で不安 「通い」として事業所に来所された際は、脚の筋力

な部分を評価します。そして、それらを改善できる を養う運動を行い、「訪問」として理学療法士がお

宅に訪問した際は、手すりをつける提案や実際の場

維持、改善に力を入れております。 リハが必要か、または環境面をどのように整えれば

自宅で暮らしやすくなるかを評価します。例えば、

　また、外出や買い物等に行くことが不安な方に対 自宅階段の昇り降りが行いにくくなった方に対して

す。午前・午後の各2時間の短時間の利用で、近隣 た地域での生活を続けて行くための介護保険サービ

にお住まいの要支援・事業対象者＊の方が通われて スです。身体機能面の変化に伴い、移動や入浴、整

おり、マシン機器等による運動を行い、身体機能の 容などの介護が必要になった方に対し、どのような

4．リハプラザで行う地域リハ 5．寺岡看護小規模多機能で行う地域リハ

　寺岡クリニック・リハプラザでは介護予防・日常 　寺岡看護小規模多機能は「通い」「泊まり」「訪

生活支援総合事業の通所型サービスを行なっていま 問（リハ・看護・介護）」を組み合わせ、住み慣れ

※事業対象者…介護認定非該当の方きるようお手伝いができればと考えています。

した回数は少ないですが、この繋がりを大切にし、 続けられるように身体機能の維持や、不安に感じる

　また寺岡地区の老人クラブが主催する体操教室に ようにプラザ内でのリハや、実際の場面での練習を

も参加させていただく機会がありました。まだ参加 行なっています。いつまでも元気に、自宅で生活し

住み慣れたこの街で少しでも長く生活することがで 生活動作の改善に力を入れています。
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医療費後払いサービスのご案内(1)
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医療費後払いサービスのご案内(2)
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■青魚

■白身魚

た。魚介類は私たちの身体をつくる源であるたんぱく質が豊富に含まれている他、私たちの健康を維持

栄養課より

繋がっていきます。

良質な脂質は、生活習慣病や動脈硬化の予防に期待ができます。

　水産庁は、水産物の消費拡大に向けて毎月3日（さか）から7日（な）を「さかなの日」と制定しまし

するための様々な栄養があります。また、水産物を消費することは、地球環境に配慮した取り組みにも

　しかし日本では、水産物の消費量が減少しています。皆様のご家庭ではいかがでしょうか？調理が面

ご存じですか？「さかなの日」

　　　　松田病院　栄養課

＊ただし、缶詰は塩分が多く含まれています。汁を残すなどで塩分の摂りすぎに気を付けましょう。 

【おすすめの調理法】

刺身やタタキにすれば、そのままの栄養を補えます。

ブリは照り焼き、サバは骨まで軟らかく味噌煮にすると臭みが少なくなり、

美味しく食べることができます。

倒、価格が高い等々の理由で避けてしまう方も多いかもしれません。今回は一部魚介類の栄養とおすす

めの調理法などをご紹介します。是非、参考にしていただければと思います。

一般的に青魚と呼ばれている魚には、必須脂肪酸であるEPA・DHAが豊富に含まれています。 

EPA・DHAはヒトの体では作れず、食べ物からのみ摂取できます。

青魚アレルギーをお持ちの方や匂いが苦手な方には、白身魚がオススメです。 

白身魚は、脂が少なくたんぱく質が豊富です。

たんぱく質は、体をつくる上で重要な役割を担っています。

心臓や胃、腸などの内臓を動かしたり、骨を支えているのが筋肉です。

缶詰なら骨まで軟らかくなっているので下処理をする必要もありません。

例えば、いつものお浸しに油を切ったツナ缶を和えたり、煮物やお茶漬けに

鮭フレークを加えたり、いつもの食事にプラスするだけで栄養が補えます。

カレイは煮つけにするのが定番ですが、ぬめりとウロコを取ってから、

まるごと唐揚げにするのもおすすめです。

骨まで食べることができるので、カルシウムも補えます。

その筋肉を体の中でつくったり維持するのには、たんぱく質は必要不可欠です。

運動する人もしない人も、欠かすことのできない栄養素です。

【おすすめの調理法】 

今の時期、タラは鍋にして身体の芯から温めるのも良いですね。

きのこをたっぷり入れてホイル焼きにすると、食物繊維も一緒に摂ることができます。

カツオ

サバ

ブリ

マグロ

体に良いのはわかるけど・・・調理が面倒。
そんなときは缶詰やフレーク瓶がオススメです！

カレイ

タラ
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■貝類

■イカやタコ

おすすめです。

貝類は旨みのコハク酸が多く、ビタミンB12や亜鉛が豊富です。

ビタミンB12は神経機能のサポート、貧血の予防に良いと知られています。

他にも、認知症予防や睡眠に良い影響を与えるとも言われています。

亜鉛は新陳代謝や免疫機能向上、たんぱく質の代謝を促す働きがあるなど、

体の様々な働きを助ける役割があります。

【おすすめの調理法】

ビタミンB12は水に溶けやすい特徴があります。

酒蒸しや汁物にしたり、砂抜きをして煮詰めただしを使ってリゾットも

牡蠣を含む二枚貝でノロウイルスに感染しやすくなるため、炊き込みご飯

や牡蠣フライにして十分に火を通して召し上がると安心です。

その他、イカやタコにはタウリンという旨み成分でもあるアミノ酸が豊富

に含まれています。タウリンには、高血圧や高コレステロールを改善する

働きがあるとされています。肝機能を高める働きもあることから、疲労回

復やお酒を飲んだ後の二日酔い予防にも最適です。

【おすすめの調理法】

今が旬の新鮮なイカは、甘みやパリッとした食感を生かすお刺身が良いですね。

この時期のイカは身が軟らかいため、焼いても美味しくいただけます。

タコは炊き込みご飯にすると、旨みがご飯にしみ込み箸が止まらなくなりそう

ですね。食べる分以外は、冷凍にしておくなど食べ過ぎに注意しましょう。

■目安

＜1食分の魚の目安量＞

いずれも、美味しくて体に良いからと言って食べ過ぎには注意が必要です。

食べ過ぎることで、生活習慣病の悪化や肥満につながる可能性もあります。 

食事は主食・主菜・副菜のバランスをとって、偏りなく摂取しましょう。

お刺身の際は、アニサキスが付着していないかを確認すると安心です。

■最後に

アニサキスに注意！

アニサキスは、サバやカツオ、サケ、イカなどに寄生します。

生食や加熱不足のまま食べる事で、食中毒を引き起こすことがあります。

今回ご紹介した水産物はほんの一部です。

旬の食材を使うことは、環境に配慮した取り組みのひとつでもあります。

美味しく、楽しい食事を未来にも繋げられたら良いですね。

症状は、みぞおちや下腹部の強い痛み、悪心や嘔吐など。

アニサキスは十分な熱や冷凍に弱いため、しっかりと下処理と調理をし

食中毒を防止しましょう。

また、アニサキスは長さが2～3㎝、太さが1㎜ほどのため、目視できる

大きさです。

カキ

シジミ

マダコ

イカ

毎食片手の平に乗る程度を
目安にしてみましょう。
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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。

矯正歯科のご紹介

　・毎月 第1土曜 午後

松田病院　歯科は「予約制」です。

クリーニング

　・毎月 第1金曜 午前

                               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
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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

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。

■「土曜の受付時間」のみ「12時まで」です。

以下、ここに一部作品を掲載いたしますので、ご覧ください。

が展示されました。豊かな感性あふれる作品が集まり、大好評のうちに幕を閉じた企画でした。

が開催されました。テーマは「“時”を形に！」です。作品は全て、松田会のご利用者様と職員

が一緒に取り組んだものです。当法人の病院・クリニック・介護老人保健施設等から、29作品

　松田会創業40周年を記念し、松田病院外来ロビーにて「第1回 アートフェスティバル
2022」

第1回 アートフェスティバル 2022
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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。
　どうぞ宜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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◆湿度を保つ工夫で乾燥対策を◆

　室内で適切とされる湿度は50～60％です。40％以下になると、肌の乾燥や皮膚のかゆみなどの原因と  

なったり、感染症にもかかり易くなるといわれています。適切な湿度を保つ工夫が、肌を乾燥から守り、

感染症の予防対策になります。

◆室内の乾燥を防ぐには◆

・できるだけ加湿器を使いましょう 

・加湿器がない場合には、室内に濡れたタオルをハンガーにかけるのもOK

・温かい飲み物をコップや器に入れて置く

・1時間に1回約5分間、窓を広く開けて、外の空気を室内に入れる換気をする。

　または常時、窓を2-3センチ開けて換気を行う。

◆外出時の乾燥を防ぐには◆

・マスクをする。自分の呼吸によって、のどや鼻が潤う効果がある。

・首、手首、足首を温める。スカーフやマフラー、ハイネックの衣類を着用する。

　手首まで防寒する手袋、足首も隠れる長靴下を着用する。

・保湿クリームを乾燥が気になるところはこまめに使う。 

◆危険なヒートショック予防を◆
　寒い時期に危険なのが「ヒートショック」です。急激な温度変化により血圧が乱高下し起こるショック

症状で、脳梗塞・心筋梗塞を招くことがあります。高齢者だけでなく、血圧が高い人、メタボ傾向の人は

要注意です。最も多いのが入浴時の発症です。 

◆入浴時のヒートショックを防ぐポイント◆
　脱衣所にヒーターを設置して、居室している室温に近いくらいに温める。浴室は入浴の5分前位から、 

シャワーのお湯を撒いて浴室の温度を温める。浴槽につかるのは長くて10分位。浴槽からゆっくり出る

こと。食後すぐや飲酒後の入浴はしないこと。

※日頃から、血圧が高い場合には、減塩の取り組みと同時に

　積極的に治療を受けましょう。

冬季の「乾燥対策」と「ヒートショック予防」

健康管理室より

松田病院　健康管理室　

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。
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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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エバーグリーン・ライフ 2023 WINTER

注）上記の外来予定表は、2023年（令和 5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。

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

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)　

2023.1.1～

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 1月 1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 14日、28日 7日、21日

受 付時間 山田 祐一郎 安藤 晃 甲川 昌和 安藤 晃 藤井 玄二 2月 2月
9:30迄

松田 倫治 松田 倫治 澤田 匡弘 藤井 玄二 山城 正浩 18日 4日、25日

小林 力 齋藤 毅 3月 3月

井樋[肩]/予約 4日、18日 11日、25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 齋藤 毅 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 ）

（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 淳一

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 元

曽根 眞一郎

松田 泰史
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注）上記の外来予定表は、2023年（令和 5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

　　　　　　　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)　           

2023.1.1～

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）

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

午後
14：00

-
17：00

眼
科

皮
膚
科

泌
尿
器
科

午前

歯
科

耳
鼻
い
ん
こ
う
科

小川 萌

午後

土

午前

松田 倫和

土

形
成
外
科

土

午前

土

午前

午前

非常勤医師（9:00～）[手外科]

午前

土

佐々木 光晴

土

非常勤医師(9:00～)

午前

午前 非常勤医師（9:00～）

午後

午前午前

午後

■矯正歯科　診療日

午前

午前午前

午後

※受付11:00迄
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　　　　松田病院　栄養課

・調味料をポン酢に変更すると減塩することができます。

　アレンジしやすい料理です。

編集後記　テーマ「冬の備え」

・冬の備えとして、私は冬にも、こまめな水分補給を心がけています。冬は、乾燥した空気により皮

　膚や粘膜等から水分が蒸発し、気づかぬうちに脱水症状を招くこともあります。また、水分補給は
　喉や鼻の粘膜を潤すことでウイルス侵入を防ぐと同時に、侵入したウイルスを痰や鼻水により、体
　外への排出を助けます。また、血行を促進し、心筋梗塞等の予防効果もあります。もし体調が優れ
　ないときは、当院にお気軽にご相談下さい。本年も宜しくお願いいたします。   （広報：加藤）

・雪かき用品の準備。これに尽きます。雪の予報が出ても意外と積雪に至らないのが仙台市の特徴で
　もありますが、ある日突然ドカ雪が降ったりするとホームセンターでは、雪かき用品やスノーブー
　ツが既に売り切れており、大変苦労することになります。　　　　　　　　　　（事務部：佐竹）

・今年の冬も雪が多いと予想されているようです。雪かき大変ですよね。実家で便利なものを購入し
　たようです。車輪付き雪かきショベル。車輪付きなので立ったままで雪かきができます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（総務部：佐藤） 　　　

・冬になると、我が家の冷蔵庫には乳酸菌やビフィズス菌が多く含まれたヨーグルト製品が常備され

　ます。乳酸菌は免疫力ＵＰになるので、家族で毎日摂取して風邪やインフルエンザの予防対策をし
　ています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（医事課：堀籠）

・寒さ対策に、使い捨てカイロや湯たんぽは便利です。しかし、低温やけどで皮膚が壊死してしまい
　手術が必要な症例が当科でもみられます。皮膚が圧迫される状況ですと、リスクが高くなります。
　熱源と接触する皮膚が圧迫されると、血流による熱反射が妨げられ、蓄積された熱によって組織の
　損傷が起こりやすくなります。気を付けてご利用ください。　　　　　　　　　（形成外科：松田）

3． フライパンにごま油をひいて熱し、２．入れて両面に焼き目がつくまで焼きます。

＜作り方＞

大根のステーキ

2.　耐熱皿に並べてふんわりとラップをかけ、電子レンジ（600W）で3分ほど加熱します。

5． 皿に盛り付け、小ねぎを添えたら完成です。

・ごま油をバターに変えたり、上にチーズをのせるなど、味付け次第で和でも洋でも味わえる

1.　皮をむいた大根を厚さ1.5㎝程度の輪切りに切り、片面に十字に切れ込みを入れます。

4． ※の調味料を入れ、全体に味をからめながら炒めます。

季節の健康レシピ

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（3人分）＞
〇大根（輪切り） 1/3本（400g）
〇ごま油 大さじ1
〇※しょうゆ 大さじ1
〇※砂糖 大さじ1と1/2
〇※酒 大さじ1と1/2
〇小ねぎ 適量

管理栄養士のおすすめ

松田病院 仙台

1人あたり
熱量 86kcal

たんぱく質 1.1g

塩分 1.1g
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