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　日本人の大腸がんによる死亡率は、女性では第1位、男性
では第3位を占めています。近年、大腸CT検査は画像表示や
高精細化が可能となり、大腸がんやポリープの検出能は大腸
カメラに劣らない精度になりました。
　大腸カメラはスコープ挿入時、個人差により痛みを伴うこ
とがありますが、大腸CTは痛みのない検査であり、客観的に
大腸全体を見ることができます（図1）。

　さらに疑似内視鏡像をコンピューターで画像処理することにより、大腸カメラと同様の
画像を作り出すことが可能です（図2）。
もちろん早期大腸がんの発見にも優れており、大腸を内部から、疑似内視鏡像を用いて発

見することも可能です（図3）。

　大腸の検査はカメラ、レントゲン、CTのいずれであっても便が残っていては検査ができな
いため、前処置として下剤を用いて大腸を空っぽにする必要があります。
　大腸CTは肛門から炭酸ガスを注入し、大腸を十分に膨らませた後に、仰向けとうつ伏せ
の2方向を撮影します。検査時間は約15分くらいで、安全で苦痛のない検査です。

　令和3年5月、栃木県庁舎 昭和館にて、第35回栃木県看
護大会式典が行われました。この式典で当院の松本清美
副院長が、看護業務に長年にわたり貢献したとして栃木県
看護大会感謝状表彰を受賞いたしました。
　例年なら式典は大きな会場で「看護の日」の記念行事と
合わせて来賓や関係者、一般の方が参加して盛大に行わ
れていましたが、コロナ禍ということもあり、表彰者と限られ
た関係者のみで行われました。
　毎年栃木県看護大会では知事表彰、大会長表彰、感謝状
の3つの表彰があり、栃木県内の看護業務に貢献された方
々が表彰されています。松本副院長が受賞した感謝状表彰
は、県内に30年以上就業し、所属団体の会員としても通算
30年以上組織の発展に貢献していることや後輩の指導育
成に尽力されてきたこと、誠実勤勉であり他の模範となっ
ているということで選ばれました。
当法人に入職されてから長年看護部を導き、現在は法人

という広いフィールドで尽力されている尊敬する先輩です。こ
れからも後輩の模範として活躍されることを願っています。

　アメリカでは大腸がん検診のスクリーニングとして、大腸CTが認められており大規模な
臨床試験が行われています。日本では大腸カメラの普及により検診や精査が行われていま
すが、施設や検査医の不足により十分な数の検査ができない状態です。したがって、今後
は大腸CTが大腸がん検診のスクリーニングとして増加していくことが想定されています。

　当院では日本消化器がん検診学会の大腸CT検査技師認定を受けた技師、また女性の
方には女性技師が担当させていただきますので、安心して検査を受けることができます。

医療法人北斗会

医師
宇都宮東病院 健診センター長

藤沼  澄夫

各種イベントを通して、患者様同士が情
報交換したり、医療スタッフとより緊密な
関係を築くことで、糖尿病治療のさらな
る充実を図ることを目的としています。

宇都宮東病院
糖尿病センター

都合により予定を変更する場合がございます。また、新型コロナウイルスの感染状況により
資料配布へ変更する場合がございます。詳細は院内掲示をご覧ください。

テーマ

10/7（木）
10/25（月）
11/5（金）
11/30（火）
12/15（水）
12/22（水）
12/27（月）

10：00～
10：00～
10：00～
10：00～
10：00～10：30
10：00～
10：00～
8：00～12：00

糖尿病とは？　　　　　　　　　　村山 桂
3分でできる！肩こり体操
糖尿病とは？　　　　　　　　　齋藤 新介
3分でできる！腰痛体操
シックデイ・フットケアについて
3分でできる！膝痛体操
糖尿病とは？　　　　　　　　大須賀 淳一
年末年始の過ごし方について（DVD放映）

日　時 

年会費：3,600円
お申し込み：糖尿病センター外来受付

毎月「月刊糖尿病ライフさかえ」が届きます
糖尿病教室の参加費が割引されます
（例）お料理教室・ハイキング等

糖尿病友の会「おはな」とは

12月中

（税込）

院長

医師

医師
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メディカルフィットネス Club Energie糖尿病・健診センター3Ｆ

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

日本消化器がん検診学会が新たに認定制度とした、大腸CT検査認定技師資格を、当院
の診療放射線技師の２名が取得いたしました。この専門認定資格を取得することで、より
安心で安全な精度の高い大腸CT検査を受けて頂くことができます。また、将来的に大腸
CT検査技術認定施設の取得も目指してまいります。

　その他に、当院の診療技術部では、より高度な専門的知識と技術を身に付けるため、積
極的に様々な学会に参加し、認定資格の取得を行い、検査精度の向上に努めています。

　患者様や検診を受けられる方が、安心して検査を受けていただけるよう、これからも
診療技術部一同、より一層努力してまいります。

スポーツの秋がやってきました。東京オリンピック・パラリンピックが
終了し、スポーツ熱が冷めてしまうかと思いきや、オフィスで1人黙々
と運動する竹内事務長の姿がありました。
　当院では医師や看護師をはじめ、多くの職員が勤務しております。
その中でも事務職員は、1日の大半を座位で過ごすことが多く、活動
量が低下しがちです。活動量の低下は、体重増加や筋力低下につな
がり、不健康な身体を作り上げてしまいます。そんな状況に歯止めを
かけるため、竹内事務長は立ち上がりました。
 座り心地の良い椅子をバランスボールに変え、隙間時間でチューブ
を使ったエクササイズを実践したりなど、自らがお手本となって日々の
業務に運動を取り入れ、勤務中でもしっかりと活動量を確保できるよ
うな雰囲気づくりをされています。
　我々フィットネススタッフも竹内事務長に負けないよう、皆様の健康
はもちろんのこと、職員の健康づくりの力になるため日々精進してま
いります。

宇都宮東病院

　今年度のインフルエンザワクチン予防接種は例年通り10月より開始予定です。
料金については以下の通りです。

　また、厚労省より現在接種が進んでいる新型コロナワクチンとは同
時接種できません。新型コロナワクチンとその他のワクチンは、互いに
ワクチンを受けてから2週間後に接種できます。

※宇都宮市以外に在住のご高齢者は、各市町村に料金をご確認ください。

（例）10月1日に新型コロナワクチンを接種した場合、他のワクチンを接種できるのは
10月15日（2週間後の同じ曜日の日）以降になります。

頭が天に引っ張られて
いるようにピーンと背筋が
伸びて、酸素量UP！

ゴムチューブで
広背筋と僧帽筋を
エクササイズ！
背中が丸くなると呼吸が
浅くなり、集中力が低下
します！

バランスボールで
腰痛予防！じわじわと
体幹が鍛えられて座っ
ているだけでも活動量
が確保されます♪

宇都宮東病院
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　食欲の秋がやってきました。今回は秋が旬のきのこをご飯に混ぜた、秋らしい一品をご
紹介します。
 きのこは旨味たっぷりで、栄養も豊富です。特にビタミンB群が多く、豊富に含まれるエ
ルゴステロールは日に当たると、骨の形成に欠かせないビタミンDに変化します。免疫力
UPに効果のあるβ-グルカンも豊富に含みます。手軽にきのこが摂取できるきのこご飯を
ご自宅でもお試しください。

①米を研ぎ、A・きのこ類を入れて炊く
②炊き上がったらバターで①を炒め、
　器に盛り付けてBをトッピングし完成

ななつ星食堂

宇都宮東病院

『特定保健指導（52号参照）』が届いたのをきっかけにダイエットをスタートさせ、食事・運
動など正しい生活習慣を意識しながら生活して4年。なんと！今年の健康診断の結果で、と
うとう標準体重になりました。時間をかけてゆっくり取り組んだので、そんなにつらいと思わ
ず続けることができました。今では運動しない日は何となく「気持ち悪い」、脂の多い食事は
「ちょっとつらい」と感じるようになりました。『習慣』ってとっても大事ですね！

　変わったのは体重だけでなく、

これらの数値は、糖尿
病などの生活習慣病といわれる病気を予防

する上で重要な数値なので、改善できたことは、病気の予防にもつながります。
　また、生活の質もUP！今では『大きい人用コーナー』でなくても洋服が買えるようになっ
たので、ファストファッション店などに行くのが楽しくなりました。

　日本は世界有数の長寿国といわれ、平均寿命が長いことでも知られています。
ただし、介護などを必要とせず自立した日常生活を送れる期間『健康寿命』は男性で9年、

女性で12年も平均寿命より短く、 の
が現状です。その原因はがんや心臓病、脳卒中、糖尿病、COPDといった生活習慣病が関わ
っていることが多いと言われています。
　上記のことから、現代人にとって などを
健康にいいとされる習慣に変えることで生活習慣病を予防し、健康寿命の延伸に努めるこ
とは、とても重要な取り組みになっています。

　今回の記事がその一助になれば幸いです。

ななつ星食堂
（ご予約も承ります）

糖尿病センター3Ｆ
営業時間：8：30～14：00

028-664-1624TEL.

勤続30年、患者様へ明るく・元気に笑顔で対応出来たことに感謝し、今後も
『真心』を一人でも多くの方に感じてもらえるよう精一杯努力を続けます。

　ミスをして落ち込んだりしたことも多々ありましたが、スタッフやご利用者様に
励まされて30年頑張れました。
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勤続20年表彰者
勤続15年表彰者
勤続10年表彰者
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2名
10名
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医療法人北斗会

合計   24名

　令和3年7月に永年勤続者表彰式を行いました。皆さんの長年の功労に敬意を表し、
藤沼理事長よりひとりひとりに表彰状が手渡されました。
今後、益々のご活躍を期待しております。
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検索宇都宮東病院

●このみ保育園

※診療状況により診察時間が異なることがあります

日曜、祝日、土曜午後、年末年始 人間ドック・健康診断のご予約はこちら
新型コロナウイルス感染対策のため
現在は面会を制限させていただいて
おります。詳しくはお問合せ下さい。

（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）

休診日

午後 2：00～ 4：30

内　　　科

糖尿病内科

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

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～ 

午後 1：00～ 5：30 午後 2：00～ 

8：30～11：00午前 9：00～午前

午後 1：00～ 5：30 午後 2：00～

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

〒
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