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自分のカラダは畑。
健康診断で畑の土づくりをしましょう。
きっときれいな花が咲きますよ。
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ができますよと。

震災から3 年たった今でも、高血圧や糖尿病といった慢性疾患で
体調を崩す避難生活者は後を絶たない。
「地域の人たちの健康管理を
支援することで、3・11後の復旧、復興の一助になれば…･･」
。
長年、消化器外科のエキスパートとして活躍してこられた佐々木先生は、
現在みやぎ健診プラザの所長として、地域の健康を見守っている。
手術を担当しているんだという
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あらゆる生体には、自分の恒常
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「じゃあ、きょうは持ち寄りで」
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いま日本全国の病院でＮＳＴ
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必ずよみがえると思っています。
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の支援をしてほしいという呼び
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人が自分に出来ることをがんば

養状態の悪い患者さんを一生懸
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期間でもいいから、自分の専門

命手術しても、回復が遅い。そ
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こで、患者さんのもっている環
紺野 みんなが自分の出せるも

チーム）という栄養サポートの

境の一つとして、栄養状態を改
のを少しずつ持ち寄って、盛り

取り組みが行われています。栄

講演のとき、最後に盆栽のスラ
イドを出すんですよ。その辺の
木はだいたい百年か二百年なん
ですが、盆栽は何年くらいもつ
と思いますか？
善して、治癒を促進させようと

仙台ビルディング駅前館６階

紺野 もっともつんですか？

あなたの時間を分けていただけないでしょうか。

佐々木 五百年とか七百年。

東北エリアにおいて医療・介護などの豊富な経験をもとに経営環境向上のための運営支援、
また、人材確保や教育までトータルにサポートします。

え込むのではなくて、病院内の
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Tel: 0800-800-5533（通話料無料）
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受付時間

昭和55年、NHK 連続テ
レビ小説『虹を織る』で
ヒロインを演じる。
その後、
女優として活躍するかた
わら、国連開発計画親
善大使に任 命され、国
際協力の分野でも活躍
している。平成 22 年か
ら「紺 野 美 沙 子の朗読
座」
を主宰。

今、誰よりも求めている人々が東北にいます。

えば MSW の人とか、管理栄
Misako Konno

そのことを誰よりも知るあなたの力を、

かほんの少ししかないでしょう。 いろいろな職種の人たち、たと

清潔なベッドがあっても、

お医者さんがいなければ、そこは病院とは言えない。
いま、東北が直面しているのは、その現実です。

そして、東北の医師が不足しているという現実は、

東北以外のお医者さんにしか救えない。そう思うのです。

この誌面を借りて、医師であるあなたにお願いがあります。

佐々木 だから管理次第なんで

人の幸せは、健康があってこそ生れるもの。

養士さん、リハビリの療法士さ

いのちを愛する東北
検索キーワード

平日9 時～17時（土日祝日は除く）

E-mail: doctor@sg-kumiai.or.jp
■上記広告に関するお問い合わせは

紺野美沙子
東北の力になっていただけないでしょうか。

ん、場合によっては歯学部のド

たとえ病棟があっても、立派な医療設備があっても、

す。実際の患者さんのなかには

週に 2、3 日、一年にすれば 100 日程度でもいい。

いうものです。それも一人が抱

回復していく方が多いのです。

きたんですが、ガーデニングと

昭和22年、
宮城県生まれ。
昭 和 47 年 東 北 大 学 医
学部卒業。昭和 49 年東
北大学医学部第 1 外科
入局。平成 5 年東北大
学医学部第 1 外科助教
授。平成 11 年東北大学
大学院医学系研究科外
科病態学講座生体調節
外科学分野教授。平成
16 年 東 北 大 学 病 院 地
域医療連携センター長。
平成 24 年みやぎ健診プ
ラザ所長に就任。

移り住んで来てほしいとは申しません。

同じで管理がよければ、すくす

Iwao Sasaki

今、医師としてのあなたを
日本でいちばん求めているのは、
東北です。

クター、そういう人たちが少し
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になったりして、天寿を全うで

東北の
医療は
いま。

