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医療法人北斗会   広報誌

その１：ウイルス肝炎
肝臓肝臓沈黙の臓器沈黙の臓器

医療法人北斗会 第3回キラキラ☆介護事業所グランプリ

表紙：太田くるみちゃん　10歳

詳細はホームページを
ご覧下さい。
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医師

　今回は肝臓についてのお話です。お酒を飲みすぎると肝臓が悪くなるとか、栄養の摂り
過ぎで脂肪肝になる、といったように話題になることが多い臓器ですが、
と言われるように相当悪くならない限り症状は出ません。肝臓は我慢強いのです。

　肝臓は、お腹の右上に位置する重さ１㎏の人体最大の臓器です。
体に有害なアルコールや薬、老廃物を無害な物質に変えたり、食
事で摂った栄養を蓄えて必要な時に放出したり、腸から侵入した
細菌成分が全身をめぐる前に取り除くなどの働きをしています。
ウイルスが感染して肝臓に炎症を起こす病気がウイルス肝炎で、
代表的なものにC型肝炎とB型肝炎があります。

　C型肝炎は血液を介して感染します。1992年以前の輸血では
詳しいチェック体制が十分に確立されておらず、その頃に輸血を
受けた方はC型肝炎ウイルスに感染している可能性があります。
　また、タトゥー、ピアスの孔あけ器具、カミソリなどを適切に消毒
せずに共用した場合に感染する可能性があります。C型肝炎は感
染すると３割程度の人は自然に治りますが、７割の人では慢性化
し、肝硬変や肝癌になる可能性があります。進行するまで症状はあ
りませんので、健診で肝機能障害を指摘された場合は消化器内科
を受診して下さい。治療は急速に進歩しており、95％の方は飲み
薬で治る時代になっています。

　B型肝炎は、血液や体液で感染します。日本のB型肝炎患者の
多くは、ウイルスを持つ母親から出産前後に乳児に感染した母子
感染によるものです。現在は、ワクチンなどの予防策が奏功し、新
たな母子感染はほぼ予防可能となっています。

　その他、C型肝炎同様、不適切な消毒でタトゥー、ピアスの孔あけ器具などを共用した
場合や、性交渉による感染のリスクもあります。成人が感染した場合には、急性肝炎を経
てウイルスは排除されますが、稀に、劇症化して命に関わることがあり、注意が必要です。
また、最近は、成人が感染しても慢性化する特殊な型のウイルスも見られ、要注意です。
　B型肝炎も、肝硬変や肝癌になる可能性があります。

その１：ウイルス肝炎
宇都宮東病院 健診センター 副センター長
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　この度、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
根沢の4事業所が、「介護の職場☆魅力up宣言～
とちぎ介護人材育成認証制度～」において

を獲得することができました。
　この制度は、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
護事業所を栃木県が認証し、その取り組みを公表
する制度です。
　制度が開始された初年度に最高評価の三つ星
が獲得できましたのは、今まで法人として「人材育
成」を理事長方針に掲げ、教育体制・労働環境の整
備・職員一人ひとりに対するキャリアアップの仕組
みなどを整備してきた成果と考えております。
　日本は、超高齢社会に突入し、介護人材の不足
が叫ばれております。そのような環境の下でも、
「北斗会」で働きたいと言っていただけるよう、職員
一同力を合わせて努力して参ります。また今回の
評価を、更なる発展に繋げていきたいと思います。
これからも、ご支援よろしくお願いいたします。

　この度、医療法人北斗会は、第3回キラキラ☆介護事業所グランプリにおいて「最優秀
賞」を受賞いたしました。この制度は栃木県内の介護事業所などにおいて、働きやすい
職場づくり、働く人のスキルアップなどで優れた取り組みを行う介護事業所を県が表彰
し、県内介護業界の活性化・発展、介護職のイメージアップを図る目的があります。
　事業所の規模に関係なく、「独創的で」「熱心な」
取り組みを積極的に評価するものとなっており、

このような実績を評価されての受賞となりました。
　第1回では、宇都宮シルバーホームが「資質向上部門賞」を、今回は法人としてのエン
トリーで最優秀賞受賞となり、北斗会で働く多くの職員の励みとなっております。
　今後も、この賞に相応しい、地域の皆様に安心してご利用いただける事業所として、更
に精進してまいりますので、ご支援のほど、よろしくお願いいたします。

①スタートアップ
　セミナーへの参加
　（参加宣言に必須）

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.３

⑦県による認証
⑧事業所名公表

取
り組みについて発表する

松浦

部
長

認証書を受け取る森田
事務

長

最高
の★

★★

認証
され
まし
た！

これ！

ＳＴＥＰ.１

ＳＴＥＰ.２

ＳＴＥＰ.４

沈黙の臓器沈黙の臓器



2 3

医師

　今回は肝臓についてのお話です。お酒を飲みすぎると肝臓が悪くなるとか、栄養の摂り
過ぎで脂肪肝になる、といったように話題になることが多い臓器ですが、
と言われるように相当悪くならない限り症状は出ません。肝臓は我慢強いのです。

　肝臓は、お腹の右上に位置する重さ１㎏の人体最大の臓器です。
体に有害なアルコールや薬、老廃物を無害な物質に変えたり、食
事で摂った栄養を蓄えて必要な時に放出したり、腸から侵入した
細菌成分が全身をめぐる前に取り除くなどの働きをしています。
ウイルスが感染して肝臓に炎症を起こす病気がウイルス肝炎で、
代表的なものにC型肝炎とB型肝炎があります。

　C型肝炎は血液を介して感染します。1992年以前の輸血では
詳しいチェック体制が十分に確立されておらず、その頃に輸血を
受けた方はC型肝炎ウイルスに感染している可能性があります。
　また、タトゥー、ピアスの孔あけ器具、カミソリなどを適切に消毒
せずに共用した場合に感染する可能性があります。C型肝炎は感
染すると３割程度の人は自然に治りますが、７割の人では慢性化
し、肝硬変や肝癌になる可能性があります。進行するまで症状はあ
りませんので、健診で肝機能障害を指摘された場合は消化器内科
を受診して下さい。治療は急速に進歩しており、95％の方は飲み
薬で治る時代になっています。

　B型肝炎は、血液や体液で感染します。日本のB型肝炎患者の
多くは、ウイルスを持つ母親から出産前後に乳児に感染した母子
感染によるものです。現在は、ワクチンなどの予防策が奏功し、新
たな母子感染はほぼ予防可能となっています。

　その他、C型肝炎同様、不適切な消毒でタトゥー、ピアスの孔あけ器具などを共用した
場合や、性交渉による感染のリスクもあります。成人が感染した場合には、急性肝炎を経
てウイルスは排除されますが、稀に、劇症化して命に関わることがあり、注意が必要です。
また、最近は、成人が感染しても慢性化する特殊な型のウイルスも見られ、要注意です。
　B型肝炎も、肝硬変や肝癌になる可能性があります。

その１：ウイルス肝炎
宇都宮東病院 健診センター 副センター長

宇賀神　卓広

輸血

肝臓の役割

感染

血液
体液

治療
定期健診

検査

肝臓肝臓

高齢福祉部

医療法人北斗会

　この度、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
根沢の4事業所が、「介護の職場☆魅力up宣言～
とちぎ介護人材育成認証制度～」において

を獲得することができました。
　この制度は、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
護事業所を栃木県が認証し、その取り組みを公表
する制度です。
　制度が開始された初年度に最高評価の三つ星
が獲得できましたのは、今まで法人として「人材育
成」を理事長方針に掲げ、教育体制・労働環境の整
備・職員一人ひとりに対するキャリアアップの仕組
みなどを整備してきた成果と考えております。
　日本は、超高齢社会に突入し、介護人材の不足
が叫ばれております。そのような環境の下でも、
「北斗会」で働きたいと言っていただけるよう、職員
一同力を合わせて努力して参ります。また今回の
評価を、更なる発展に繋げていきたいと思います。
これからも、ご支援よろしくお願いいたします。

　この度、医療法人北斗会は、第3回キラキラ☆介護事業所グランプリにおいて「最優秀
賞」を受賞いたしました。この制度は栃木県内の介護事業所などにおいて、働きやすい
職場づくり、働く人のスキルアップなどで優れた取り組みを行う介護事業所を県が表彰
し、県内介護業界の活性化・発展、介護職のイメージアップを図る目的があります。
　事業所の規模に関係なく、「独創的で」「熱心な」
取り組みを積極的に評価するものとなっており、

このような実績を評価されての受賞となりました。
　第1回では、宇都宮シルバーホームが「資質向上部門賞」を、今回は法人としてのエン
トリーで最優秀賞受賞となり、北斗会で働く多くの職員の励みとなっております。
　今後も、この賞に相応しい、地域の皆様に安心してご利用いただける事業所として、更
に精進してまいりますので、ご支援のほど、よろしくお願いいたします。

①スタートアップ
　セミナーへの参加
　（参加宣言に必須）

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.３

⑦県による認証
⑧事業所名公表

取
り組みについて発表する

松浦

部
長

認証書を受け取る森田
事務

長

最高
の★

★★

認証
され
まし
た！

これ！

ＳＴＥＰ.１

ＳＴＥＰ.２

ＳＴＥＰ.４

沈黙の臓器沈黙の臓器







76

　宇都宮シルバーホーム療法士課では理学療法士 4 名、作業
療法士 5 名、言語聴覚士 3 名のスタッフが勤務しております。
　今回はその中でも理学療法士の紹介をさせていただきます。
　理学療法とは病気・けが・高齢・障害などによって運動機
能が低下した状態にある人々に対し、運動機能の維持・改善を
目的に運動・温熱・電気などの物理的手段を用いて行われる
治療法です。
　当施設では、入所・短期入所・通所・療養病棟のご利用者様
を対象に日々リハビリを行っています。ご利用者様の健康状態
はそれぞれで、同じ病気やケガであっても個々に症状は異なり

ます。そのため私たち理学療法士は、運動の種類や強度、リスク管理などを日々検討し
ながらより効果的な運動プログラムを提供しています。
　健康的で自立した生活を目指して、私たちとリハビリを行っていきましょう！！

高齢福祉部

宇都宮東病院

受付時間等につきましては、各窓口へお問い合わせください。

　当施設ではより良いサービスと施設設備および運動機器の品質維持のため、総合的に熟
慮した結果、平成31年4月分会費より、料金改定を下記の通り実施させて頂くことになりまし
た。これまで以上に皆様にご満足頂けますよう、サービスの向上と品質維持に努めてまいりま
すので、何卒ご理解とご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。

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

メディカル会員
レギュラー会員
ゴールド会員
プラチナ会員
法人会員A
法人会員B
法人会員C

5,000円

現行価格（内税）会員種類 新価格（外税）

6,000円
8,000円
11,000円
50,000円
33,000円
18,000円

4,630円　＋　税

5,560円　＋　税

7,140円　＋　税

10,190円　＋　税

46,300円　＋　税

30,560円　＋　税

16,670円　＋　税

（県内発信のみ）

 北斗会では法人内の接遇の質の向上と接遇レベル
の統一を図るため、2014年10月より、前田ひろみ講
師（シャインプラネット）をお招きし、シリーズ化して接遇
研修をおこなっております。
　今回は各部の代表者約50名が受講し、研修の前半
は法人内での役割、働く意義、意識改革、基本のあい
さつやお辞儀、言葉の使い方などの講義を受けました
。後半には2人1組となり、ロールプレイングを実践い
たしました。
　お相手の立場にたった接遇を誰もが同じ気持ちで
できるよう、そこから北斗会の基本理念の「まごころ」
につながるよう、私たち職員は気持ちも新たに、これ
からも心をこめて接遇に取り組んでまいりたいと思い
ます。

糖尿病センターにて
行っています！

バランスのよい食事に
ついてご説明します！

生活習慣や食生活を伺い、
一人ひとりにあった方法をご提案します！

宇都宮東病院
健診センター

　2019年1月から人間ドック後の保健指導を開始しました。
 人間ドックの受診者様を対象に、保健師・管理栄養士から健診結果をもとに日常生
活(栄養、食習慣、食行動、身体活動、運動など)の注意点や改善点等についてお話させ
ていただきます。
　健康への意識が高い当日のうちに働きかけることが、生活習慣改善の第一歩につな
がります。

医療法人北斗会

医療法人北斗会

　北斗会では平成29年4月1日から、敷地内での全面禁煙を実施しております。外来受付、
フィットネス、ななつ星食堂などの各施設では禁煙エリアが一目で分かるお知らせをお配り
するとともに、敷地内の各駐車場等では全面禁煙の看板を掲示し、ご案内をしております。
　皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。その他ご不明な点がございましたらお気
軽にお尋ねください。
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た。これまで以上に皆様にご満足頂けますよう、サービスの向上と品質維持に努めてまいりま
すので、何卒ご理解とご協力を賜りますよう、お願い申し上げます。

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

メディカル会員
レギュラー会員
ゴールド会員
プラチナ会員
法人会員A
法人会員B
法人会員C

5,000円

現行価格（内税）会員種類 新価格（外税）

6,000円
8,000円
11,000円
50,000円
33,000円
18,000円

4,630円　＋　税

5,560円　＋　税

7,140円　＋　税

10,190円　＋　税

46,300円　＋　税

30,560円　＋　税

16,670円　＋　税

Medical Fitness

Club Energie

（県内発信のみ）

 北斗会では法人内の接遇の質の向上と接遇レベル
の統一を図るため、2014年10月より、前田ひろみ講
師（シャインプラネット）をお招きし、シリーズ化して接遇
研修をおこなっております。
　今回は各部の代表者約50名が受講し、研修の前半
は法人内での役割、働く意義、意識改革、基本のあい
さつやお辞儀、言葉の使い方などの講義を受けました
。後半には2人1組となり、ロールプレイングを実践い
たしました。
　お相手の立場にたった接遇を誰もが同じ気持ちで
できるよう、そこから北斗会の基本理念の「まごころ」
につながるよう、私たち職員は気持ちも新たに、これ
からも心をこめて接遇に取り組んでまいりたいと思い
ます。

糖尿病センターにて
行っています！

バランスのよい食事に
ついてご説明します！

生活習慣や食生活を伺い、
一人ひとりにあった方法をご提案します！

宇都宮東病院
健診センター

　2019年1月から人間ドック後の保健指導を開始しました。
 人間ドックの受診者様を対象に、保健師・管理栄養士から健診結果をもとに日常生
活(栄養、食習慣、食行動、身体活動、運動など)の注意点や改善点等についてお話させ
ていただきます。
　健康への意識が高い当日のうちに働きかけることが、生活習慣改善の第一歩につな
がります。

医療法人北斗会

医療法人北斗会

　北斗会では平成29年4月1日から、敷地内での全面禁煙を実施しております。外来受付、
フィットネス、ななつ星食堂などの各施設では禁煙エリアが一目で分かるお知らせをお配り
するとともに、敷地内の各駐車場等では全面禁煙の看板を掲示し、ご案内をしております。
　皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。その他ご不明な点がございましたらお気
軽にお尋ねください。
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その１：ウイルス肝炎
肝臓肝臓沈黙の臓器沈黙の臓器

医療法人北斗会 第3回キラキラ☆介護事業所グランプリ

表紙：太田くるみちゃん　10歳

詳細はホームページを
ご覧下さい。

検索宇都宮東病院

●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）

（栃木県内からの発信のみ）

15：00～19：00平日 13：00～19：00土・日・祝日

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

3

発行

休 診 日

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
神経内科（もの忘れ外来）

診療案内

診療科目

【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

禁 煙 外 来 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～ 

8：30～11：00午前 9：00～午前

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

診察場所のご案内

宇都宮東病院 本館
宇都宮東病院 糖尿病センター

面会時間


