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日曜、祝日、土曜午後、年末年始
※診療状況・手術等により診察時間が
　異なることがあります

人間ドック・健康診断のご予約はこちら【完全予約制】

（予約受付 平日9時～16時、但し火曜と土曜は9時～12時のみ）

診療案内

診療科目

（栃木県内からの発信のみ）

詳細はホームページを
ご覧下さい。

検索宇都宮東病院【完全予約制】 （受付 平日14時～16時）
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は予防が一番！は予防が一番！

嶋田むぎちゃん  7歳



　現代の医学をもってしても完璧なインフルエンザワクチンを作ることはできません。せっか
く予防接種を行ってもインフルエンザになってしまう方もおられます。そのかわり症状が軽く
済む方も多いようです。特に高齢者は年齢が上がるにつれインフルエンザによる死亡率が上
昇します。インフルエンザに感染してから治療するのではなく出来るだけ感染しないようにす
る。重要なことは ということになります。

　「君子危うきに近寄らず」ということわざがありますように、流行期に
は人ごみに近づかない、極論を言えば家から出ない、人と会わないという
のが最も安全のようですが、社会生活を行っていくうえではほぼ不可能
です。ということで皆さん、国民全員の健康のためにインフルエンザの
予防接種を行いましょう。

2 3

宇都宮東病院
泉口　裕一医師 

　6月9日にふれあい看護体験が実施され、今年度は栃
木県内の高校生12名にご参加いただきました。
☆厚生労働省がフローレンス・ナイチンゲールの誕生日にちなみ、
5月12日を「看護の日」と制定したことから始まった行事です。
　毎年医療・看護に興味をもった高校生や一般の方の
受け入れをおこない、院内見学・看護体験・患者様とのコ
ミュニケーションを通し、看護すること、助け合うことの
重要性を知ってもらうことを目的としています。

　佐藤看護部長からは「笑顔をたくさん置いていってください」との挨拶がありました。白衣を着
てナースキャップをかぶり、患者様とふれあう学生たちのキラキラとした素敵な笑顔を見ることが
でき、患者様も私たちスタッフも笑顔になれたふれあい看護体験となりました。

宇都宮東病院

　ＢＭＩは体重と身長から肥満度を判定したもの
です。18.5以上～25未満が「標準範囲」とされ、
統計学的に健康で病気にかかりにくい値は22とさ
れています。
　ここでポイントですが、ＢＭＩと併せて体脂肪率
や内臓脂肪レベルもチェックしてみましょう。実は
ＢＭＩが標準でも体脂肪率が高い「隠れ肥満」も増
えています。ＢＭＩ値を目安に総合的にチェック
することがポイントとなります。

　除脂肪量は体重から脂肪量を除いた脂肪以外の組成分です。筋肉量が減るとエネルギー
消費量が減り、脂肪が蓄積されやすくなるので注意しましょう。ダイエットをする時、体
重を気にする方が多いかと思いますが、除脂肪量や筋肉量にも着目して減量することがダ
イエット成功の秘訣です。

　筋肉や脂肪、骨・水分などカラダを構成する組成分
を体組成といいます。体重だけでは見分けられないカ
ラダの現状を知ることができます。
　今回は、ダイエットに役立つ測定項目をご紹介します。

【新規会員募集中!】

どなた様もお気軽にご利用頂けます

◆休館日　日曜日

メディカルフィットネス Club Energie糖尿病・健診センター3Ｆ

体組成無料測定会のお知らせ
10月15日（月）～10月20日（土）　9:00～17:00　場所：メディカルフィットネス　お気軽にお越しください♪

今回はインフルエンザの予防接種についてです。

　皆さんご存知のようにかぜと同様の症状（熱、関節痛、咳、痰など）が出
る疾患ですが、感染力が強く、社会に蔓延するのが特徴です。歴史はかな
り古く、ヨーロッパで最も古い記載は紀元前412年と言われています。日本
では平安時代にインフルエンザの流行を推測させる記録が残っています。

　これまで何度もパンデミックを引き起こし多くの人命を奪っています。近年では1918年の
スペインかぜ、1957年のアジアかぜ、1968年の香港かぜがインフルエンザによるものです。
それぞれ全世界での死亡者数は2000万人、200万人、56000人以上と言われています。徐
々に死亡者数が減少しているのは医学の発展によるものと思われます。一番最近の2009年
のパンデミックでは18000人以上が死亡しています。

　個々の健康被害だけでなく社会的経済的影響が大きいとされています。学校で流行すれば
学級閉鎖など子供たちの学問への影響が出ます。中には病気でないのに学校を休めてうれし
いお子さんもいるのかもしれませんが・・・。それはさておき子供が病気で休みになると、病院に
連れて行くため親も会社を欠勤しなければならず、経済損失となります。企業内で流行した場
合、工場が生産停止し経済活動ができなくなり、深刻なダメージとなります。

は予防が一番！は予防が一番！

メディカルフィットネス
厚生労働大臣認定健康増進施設
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圧巻の歌唱力で盛り上がりました！
盛り上がりました！
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ななつ星食堂

糖尿病・健診センター3F
ななつ星食堂

（お誕生日会などご予約承ります）

営業時間：8：30～14：00

フライパンにオリーブオイルをひき、
塩で下味した鮭を焼く
上記　 にきのこ類を入れる
火が通ったら★調味量を入れ、最後
に無塩バターを入れる
お皿に盛りこしょうと万ねぎをかけお
好みでわさびをつけて召し上がれ

鮭1切（80ｇ） 　 しめじ30g 　 エリンギ15g 　 まいたけ15g 　 塩0.3ｇ
オリーブオイル1g　  ★（醤油2g／酒2g／みりん1g）　  無塩バター5g
こしょう0.3g　　 わさび1.5g　 　万ねぎ3g

エネルギー：174kcal　
糖質4.8g　たんぱく質19.8g
脂質9.0g　塩分0.75g

●

●

● ●

●

● ●

● ● ●

●

【材料１人分】

　一年中手に入る鮭は種類によって旬が違うこと
を知っていますか？９月～１１月頃の秋に旬を迎える
鮭は白鮭と言います。一般的に日本で鮭というと白
鮭を指します。
 鮭にはDHA、EPAなど様々な栄養素が含まれてい
ますが特に注目されるのがアスタキサンチンという
物質です。アスタキサンチンは抗酸化力が非常に
強く、老化や動脈硬化の予防に効果があります。
　アスタキサンチンは脂溶性成分のため油と一緒
に摂ると吸収が良くなるため、是非とも油を上手に
利用して召し上がってみて下さい。

　途中から雷雨に見舞われましたが、屋内に会場を移し大盛
況に終わることができました。　
　短い期間で職員たちが協力し、知恵を出し合いながら企画し
たこの夏祭り。不慣れな点もございましたが、伝統文化を通し
てこのように地域の皆様と心をつなぐことができたことをあら
ためて感謝いたします。これからも地域の皆様にとって開かれ
た施設であり続けることができるよう、職員一同励んで参ります
ので、宜しくお願い申し上げます。

　北斗会はお陰様で33周年を迎えることができ、 8月25日に夏祭りを開催致しました。
　懐かしい1枚の写真から今回の夏祭りを企画し、地域の皆様や関係者の皆様、ボランティアの皆
様の温かいご協力をいただき実現することができました。残暑にもかかわらず当日は、たくさんの方
々にご来場いただき本当にありがとうございました。

　また、協賛金を賜りました企業様には、改めて御礼申し上げます。協賛金及び夏祭りの収益の一
部につきましては、平成30年7月西日本豪雨災害義援金として寄付させていただきます。

作
り
方

【1人あたり】

1

12
3

4

催催致致しましたた

高齢福祉部

　5月1日、宇都宮シルバーホーム・高根沢シルバーホーム・グループホーム宇都宮・グル
ープホーム高根沢・宇都宮東ヘルパーステーションの5事業所は「とちぎ介護人材育成認証
制度」への取り組みを宣言いたしました。

とは栃木県
で介護職を志す方が、自分の希望に合った職
場を選択し、安心して長く働くことができる
よう、人材育成や職場定着に取り組む介護事
業所を県が認証し、その取り組みを公表する
制度です。星の数が多いほど取り組みに積極
的な事業所となります。
　現在は宣言の段階ですので星1つですが、認証
事業所として星の数が増えるよう、今後も人
材確保や人材育成、労働環境の整備等積極的
に取り組んでいきたいと思っております。

①スタートアップ
　セミナーへの参加
　（参加宣言に必須）

ＳＴＥＰ.１

②参加宣言
③宣言の受付（公表）
④審査申請の準備

⑤審査申請
⑥県による訪問審査

ＳＴＥＰ.２

ＳＴＥＰ.３

⑦県による認証
⑧事業所名公表 ＳＴＥＰ.４

三つ星目指して
再チャレンジ！

アンパン
マン音頭

スタート
！

浜一也＆
森昌江

歌謡ショ
ーも大成

功！浜一也＆
森昌江

歌謡ショ
ーも大成

功！ 先生も頑張りま
した！♪

みやりーちゃんも登場！

自治会長様ご協力ありがとうございます！
ボランティアの皆さんのご協力で夜店も大賑わい

自治会長様ご協力ありがとうございます！

小松流越戸お囃子会の皆様の演奏♪

ボランティアの皆さんのご協力で夜店も大賑わい

雨宿りも兼ねて
お食事タイム！

みんな楽しそ
う♪

みんな楽しそ
う♪

大人気のゲームコーナー

名物のソーラン節も成功！

会長
院長

理事長 自治会長
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ななつ星食堂

糖尿病・健診センター3F
ななつ星食堂
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催催致致しましたた

高齢福祉部

　5月1日、宇都宮シルバーホーム・高根沢シルバーホーム・グループホーム宇都宮・グル
ープホーム高根沢・宇都宮東ヘルパーステーションの5事業所は「とちぎ介護人材育成認証
制度」への取り組みを宣言いたしました。

とは栃木県
で介護職を志す方が、自分の希望に合った職
場を選択し、安心して長く働くことができる
よう、人材育成や職場定着に取り組む介護事
業所を県が認証し、その取り組みを公表する
制度です。星の数が多いほど取り組みに積極
的な事業所となります。
現在は宣言の段階ですので星1つですが、認証

事業所として星の数が増えるよう、今後も人
材確保や人材育成、労働環境の整備等積極的
に取り組んでいきたいと思っております。

①スタートアップ
　セミナーへの参加
　（参加宣言に必須）

ＳＴＥＰ.１

②参加宣言
③宣言の受付（公表）
④審査申請の準備

⑤審査申請
⑥県による訪問審査

ＳＴＥＰ.２

ＳＴＥＰ.３

⑦県による認証
⑧事業所名公表 ＳＴＥＰ.４

三つ星目指して
再チャレンジ！

アンパン
マン音頭

スタート
！

浜一也＆
森昌江

歌謡ショ
ーも大成

功！浜一也＆
森昌江

歌謡ショ
ーも大成

功！ 先生も頑張りま
した！♪

みやりーちゃんも登場！

自治会長様ご協力ありがとうございます！
ボランティアの皆さんのご協力で夜店も大賑わい

自治会長様ご協力ありがとうございます！

小松流越戸お囃子会の皆様の演奏♪

ボランティアの皆さんのご協力で夜店も大賑わい

雨宿りも兼ねて
お食事タイム！

みんな楽しそ
う♪

みんな楽しそ
う♪

大人気のゲームコーナー

名物のソーラン節も成功！

会長
院長

理事長 自治会長
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　定期的な外来通院と日頃の療養は糖尿病をコントロールする上で大切です。糖尿病に関
する学習の一助けになればと思い、定期的に糖尿病教室を開催しています。ご興味のある
方は担当部署の職員までお声がけ下さい。

宇都宮東病院

医療法人北斗会

※各回の詳細・予約先につきましては糖尿病センター外来・中待合室の掲示物をご確認ください。
テーマ 予約場　所

9：00～17：00

14：00～

14：00～

14：00～15：30

10：00～10：15

1F 採血室 不要

不要

不要

不要

不要

3F メディカルフィットネス

1F 採血室

8F 多目的ホール

1F 外来待合

糖尿病とは？

自分のからだを知ろう！体組織測定会

糖尿病とは？

合併症について（眼・腎・フットケア）

3分でできる‼肩こり体操

10月15日（月）
　～20日（土）

10月 15日（月）

12月　7日（金）

12月 15日（土）

12月 18日（火）

大須賀院長

メディカルフィットネス

看護部

尾﨑一史先生

メディカルフィットネス

担当医師・部署日　時 

　7月7日、宇都宮東病院 開院記念日に合わせて永年
勤続者表彰式が行なわれ、勤続30年7名、勤続25年4
名、勤続20年7名、勤続15年8名、勤続10年12名の合
計38名が表彰されました。
　藤沼理事長より「永年にわたり職務に精励され、当
法人の発展にご尽力いただき心から感謝申し上げま
す。これからも健康に留意され、ますますご活躍される
ことを願っています。」と感謝とお祝いの言葉が贈られ
ました。

　１９８７年７月７日から今日まで、改めて振り返っても３０年という月日が流れたとは到底思えず、開院
当時の建物は今の本館だけ、周りは田んぼだらけの風景が鮮明によみがえります。北斗会という事で、
北斗七星にちなみ７の並ぶ日に開院し、７つの建物を建てるという当時の尾﨑理事長（現会長）の想
いを聞いた時、本当にここまで大きく、現実になるとは思いませんでした。私が長く勤めてこられたの
も、周りのスタッフに恵まれ、一生懸命働く姿に私もつられ、気が付けば３０年が過ぎていました。出会
えた方々に、改めて感謝いたします。

健康推進事業部　部長　亀山  雅典

　この度、３０年勤続表彰をいただきましてありがとうございます。アットホームな雰囲気で開院して
から、あっという間の３０年でありました。
　この間、たくさんの患者様、家族の皆様と出会える機会をいただき、積み重ねた思い出や経験が私
の大切な財産になりました。このように恵まれた時間を信頼できる仲間と共に過ごせたことに感謝し
ております。今後も出会いを大切に皆様と心通える病院を目指していきたいと考えておりますので、よ
ろしくお願い致します。

医事管理部　次長　阿藤  浩之

　今回、勤続30年の永年勤続表彰をいただきまして誠にありがとうございます。心から感謝申し上げ
ます。今思えばあっという間の30年でしたが、このような長い年月を勤め上げることができたのも、ス
タッフの方々をはじめ患者様や顧客の皆様など多くの方々に支えられてきた結果であると痛感して
おります。この喜びを胸に、これからも法人の更なる発展のため、微力ではございますが、一層の努力
をして参りたいたいと思っております。どうぞ宜しくお願い致します。

健康推進事業部　部長　清水 孝明

　昭和62年11月3日に東病院に入職して30年が経ちました。改めて振り返ってみると、看護師として
働く私の人生は、東病院と共にあったのだと考えます。これまでに出逢えた多くの人達の支えがあって、
看護師として、また一人の人間としての成長を遂げながら歩んで来ることが出来たものと感謝の気
持ちで一杯です。
　今後は、残された職務を全う出来るように健康に留意していきたいです。そして共に働く仲間達に
ほんの少しでも恩返しが出来るように勤めていきたいと思います。

看護部　3階病棟　課長　鈴木  浩子

　この度は永年勤続にて表彰していただき、誠にありがとうございます。この表彰は私にとって身に余
る栄誉であるだけでなく、この30年を振り返る良い機会となりました。30年の間には、結婚・妊娠・出産・
子育てを経験し、その時々に応じて優先させたいものが変わりますが、その中で多様な働き方を選択す
るワーク・ライフ・バランス支援により、仕事と両立し続けてこられたと感謝します。今後も病院の発展の
ためにさらに職務に精励していくつもりですのでご指導ご支援のほどよろしくお願いいたします。

看護部　4階病棟　課長　玉造 いづみ
武田つぶちゃん

阿久津チャトランちゃん

岩城ふうと君
本田

くるみちゃん

渡辺
みいちゃん

平野
モモちゃん
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午後 2：00～ 4：30

内　　　科

糖尿病外来

皮　膚　科

精神科（メンタルケア科）

診療科目 受付時間

整形外科・リウマチ科

禁 煙 外 来

神経内科（もの忘れ外来）

眼　　　科

●このみ保育園

〒

ファミリー
マート

ローソン

様

様

様

様

様

様

日曜、祝日、土曜午後、年末年始
※診療状況・手術等により診察時間が
　異なることがあります

人間ドック・健康診断のご予約はこちら【完全予約制】

（予約受付 平日9時～16時、但し火曜と土曜は9時～12時のみ）

診療案内

診療科目

（栃木県内からの発信のみ）

詳細はホームページを
ご覧下さい。

検索宇都宮東病院【完全予約制】 （受付 平日14時～16時）

（受付 平日14時～16時）

印は完全予約制での診療となりますので事前にご予約ください

印は原則、事前にご予約が必要となります。（予約以外の診療も可能ですので受付にお申し出ください）

8：00～12：00午前 8：30～午前

午後 2：00～

受付時間 診察時間 月 火 水 木 金 土

随時お問い合わせください

8：30～12：30午前 9：00～午前

午後 1：00～ 5：30 午後 2：00～ 

8：30～12：30午前 9：00～午前

午後 1：00～ 5：30 午後 2：00～ 

8：30～12：30午前 9：00～午前

8：30～11：00午前 9：00～午前

1：00～ 4：30午後 2：00～午後

44

午後 2：00～ 5：00 午後 2：30～ 第1・3

8：00～12：00午前 8：30～午前 第2・4

宇都宮東
病院

糖尿病センター
健診センター

宇都宮東
病院
本館

宇都宮
シルバーホーム

通所
リハ

このみ
保育園

グループ
ホーム
宇都宮

新館
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は予防が一番！は予防が一番！

嶋田むぎちゃん  7歳


