
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）
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午後 2：00～

受付時間 診察時間 月 火 水 木 金 土
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禁 煙 外 来 随時お問い合わせください
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　訪問診療とは、病院に通院するのが困難な患者様やご家族様からご相談を受け、訪
問診療担当医が病歴や現在の病気、病状を確認し、どんな治療を希望されるか、診療計
画、訪問のスケジュールをたてます。
　その上で、〇月〇日の〇時にとお約束し、訪問診療担当医師と看護師が直接ご自宅に
訪問し、診療・治療・お薬の処方・療養上の相談、指導など計画的な医療サービスを行う
ことです。

宇都宮東病院

　ふと鏡に映った自分の姿をみて、『姿勢が悪くなったかなぁ』と感じることはりませんか？
体幹の筋力が落ちているのであれば、意識して姿勢を正せばピンと良くなります。

　しかし、意識しても背中や腰が以前のように伸び
ない、あるいは身長がピーク時より2センチ以上低
くなったという方は、『骨粗鬆症』になっているか
もしれません。
　『骨粗鬆症』は骨が弱くなり骨折しやすくなる骨
の病気です。はじめは自覚症状が現れにくく、骨がも
ろくなっても痛みがないまま静かに進行していること
も多いため、気づいた時にはかなり進んで重大な骨
折を引き起こすことに繋がってしまいます。

　脊椎が体の重みで押しつぶれてしまうことを『圧迫骨折』と言い、背中や
腰が曲がるなどの原因となります。
　圧迫骨折が生じても約3/4の人は痛みを感じないといわれており、これ
が『いつのまにか骨折』と言われる所以です。
　その他、大腿骨近位部骨折は、歩行が困難になり要介護状態になるリス
クが高くなる骨折部位です。大腿骨近位部骨折の85％は転倒が直接の原
因となっていますので、骨粗鬆症の治療とともに転倒予防も重要です。

　骨の強さは骨の量（骨密度）と骨の質（骨質）で決まります。また、骨の新陳代謝のバラン
スも重要です。自分の骨の状態を調べるには、骨密度検査と血液検査をおこないます。　
加齢だけではなく、ほかの病気や薬剤の影響で骨がもろくなっている場合もありますので、
『骨粗鬆症』かどうか気になる方は、ぜひ医療機関への受診をお勧めします。

宇都宮シルバーホーム　施設長
宇都宮東病院　非常勤整形外科医

萩原 佳代

気になる方は宇都宮東病院　整形外科にお気軽にご相談ください。

骨粗鬆症では骨折しやすい特有の部位があります骨粗鬆症では骨折しやすい特有の部位があります

※主治医と訪問診療担当医が異なりますのでご了承ください。

※採血検査や、心電図検査・超音波検査等を
　実施した場合は別途、費用が掛かります。

• 当院を定期的に受診されている患者様であること
• ひとりで医療機関を受診することができない方
• 病院や施設よりも住み慣れた自宅で療養したい方
• 病院に行きたいけれど、バスや電車で行くのが困難な方
• 送迎が難しい方　など
※車椅子や補助具使用で何とか歩行はできるが、付添が
　要る方の定期的な健康管理も対象です。

どんな人が対象ですか？

患者様の様子をみて決定しますが、
最低でも月に1～2回の訪問になりま
す。

どれくらいの頻度で
診察してもらえますか？

医療保険において、１か月に2回の訪問
診療で院外処方せんを交付する場合、
おおよそ2,000円（1割負担の場合）

費用はどのくらい
かかりますか？

次回の訪問時に直接いただくか、
ご家族様のご都合の良い時に病院
にお越しいただき、お支払いしてい
ただくようになります。

診療費のお支払いは
どうすればいいですか？

基本的にはお近くの薬局に処方せんを
ご持参いただいておりますが、お薬の配
達をご希望の方は、配達を行っている
薬局をご紹介いたします。

お薬は持ってきて
もらえますか？

まずは、宇都宮東病院まで
ご連絡ください。

夜間・休日や緊急時は
どうすればいいですか？

まずは、主治医にご相談していただき、主
治医と訪問診療の担当医が連絡をとり、
訪問診療を決めさせていただきます。

お願いしたいのですが
どうすれば良いですか？

（銀行振込の場合、手数料は患者様ご負担となります。）

お願いしてみようかしら？そう思った時がタイミングです。
まずは主治医にお気軽にご相談ください。

訪問
診療
訪問
診療

なんでもご相談ください！
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宇都宮シルバーホーム

　昨年10月、宇都宮シルバーホームでは『秋祭り』を開催いたしました。曇り空で外は少し
肌寒く、晩秋のようなお天気の中、温かい室内で感染対策を行いながら実施しました。
　例年は、夏に盛大なお祭りがありますが、コロナ禍により昨年に引き続き規模を縮小して
の開催です。
　1階の会場では、ご利用者様が模擬店でお好きな食べ物や飲み物を選び、お祭りのＢＧＭ
を聞きながらいつもとは違った雰囲気でのお食事を楽しまれていました。また、射的やお菓
子のつかみ取りのゲームでは、時折「わぁ～」と歓声があがり、盛り上がっていました。
　デイケアルームでは、ご利用者様と職員が一緒に和楽踊りを楽しく踊りました。
　夕方から、各フロアで職員選抜メンバーによる「ソーラン節」の披露があり、サプライズも
あって大盛況でした。

 昨年10月、竹内事務長、穴澤課長（健康推進事業部）
が下野新聞社を訪問し、当法人の人間ドック受診料の
一部（404,800円）を下野奨学金の一般奨学金として
寄付させていただきました。
　下野奨学会は“学業が優秀で、経済的な支援を必要
とする中学生が、県内の高校に進学するのを奨学援助
する制度です。当法人では今回で４度目（ふるさとサポー
トとしては３回目）の寄付となりました。栃木県の未来を
担う優秀な人材を育成するお手伝いの一環として、こ
れからもこのような活動を通して少しでも社会貢献を
させていただければ幸いです。

医療法人北斗会

　11月14日は世界糖尿病DAYです。
　当院では毎年、ドクターによる講話など様々な催し物を実施してい
ましたが、一昨年に引き続き新型コロナウイルスの影響を鑑み、趣向
を変えて啓蒙活動を行いました。
　糖尿病治療には、①食事療法 ②運動療法 ③薬物療法の3本柱
に加え、仲間と医療スタッフとのチームワークが不可欠です。
これからも、チーム一丸となってより良い糖尿病治療に取り組みましょう！！

宇都宮東病院
糖尿病センター

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
1/8（土）
1/27（木）

1月（月～土）
2/3（木）
2/16（水）
2/25（金）
2/26（土）
3/5（土）
3/9（水）
3/23（水）
3/26（土）

10：00～
10：00～
8：00～12：00
10：00～
10：00～10：30
10：00～
9：30～10：30
10：00～
10：00～10：30
10：00～10：30
10：00～

糖尿病とは？
3分でできる！肩こり体操
体重減量について（DVD放映）
糖尿病とは？
大血管障害について
3分でできる！腰痛体操
検査値と薬（高脂血症編）
糖尿病とは？
検査値を知ろう
検査値を知ろう
3分でできる！腰痛体操

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

（税込）

医師

医師 尾﨑 一史

村山 桂

医師 齋藤 新介

会
員
特
典

左から下野新聞　岸本理事長様
　穴澤課長、竹内事務長　　

2022年11月14日まで開催中

東海道五十三次
万歩計でウォーキング
2022年11月14日まで開催中

東海道五十三次
万歩計でウォーキング

ウォーキングメンバー募集中!!ウォーキングメンバー募集中!!

、、、仲仲仲仲仲仲間間間間間間と医療療スタッフとのチチ ムワワ クがが不不可可可可可可欠欠欠欠欠欠欠ででで

１階模擬店会場の様子

ふくちゃんとご利用者様

スタッフ

からふる
アフロGIRL

こんにちは
ふくちゃん
です！

お菓子のつかみ取り

たくさん取ってね♪

ご利用者様が選んだ食べ物

ソーラン節メンバー

　また、次の世界糖尿病DAYに向けて「東海道五十三次 万歩計でウ
ォーキング」も実施しております。
　みんなで歩いた歩数を距離に換算し、東海道五十三次495.5km
完歩を目指す壮大な企画です。ご興味のある方は、スタッフまでお声掛
けください。

射的の様子
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を変えて啓蒙活動を行いました。
　糖尿病治療には、①食事療法 ②運動療法 ③薬物療法の3本柱
に加え、仲間と医療スタッフとのチームワークが不可欠です。
これからも、チーム一丸となってより良い糖尿病治療に取り組みましょう！！

宇都宮東病院
糖尿病センター

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
1/8（土）
1/27（木）

1月（月～土）
2/3（木）
2/16（水）
2/25（金）
2/26（土）
3/5（土）
3/9（水）
3/23（水）
3/26（土）

10：00～
10：00～
8：00～12：00
10：00～
10：00～10：30
10：00～
9：30～10：30
10：00～
10：00～10：30
10：00～10：30
10：00～

糖尿病とは？
3分でできる！肩こり体操
体重減量について（DVD放映）
糖尿病とは？
大血管障害について
3分でできる！腰痛体操
検査値と薬（高脂血症編）
糖尿病とは？
検査値を知ろう
検査値を知ろう
3分でできる！腰痛体操

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

（税込）

医師

医師 尾﨑 一史

村山 桂

医師 齋藤 新介

会
員
特
典

左から下野新聞　岸本理事長様
　穴澤課長、竹内事務長　　

2022年11月14日まで開催中

東海道五十三次
万歩計でウォーキング
2022年11月14日まで開催中

東海道五十三次
万歩計でウォーキング

ウォーキングメンバー募集中!!ウォーキングメンバー募集中!!

、、、、、仲仲仲仲仲仲間間間間間間と医療療スタッフとのチチ ムワワ クがが不不可可可可可欠欠欠欠欠欠欠ででで

１階模擬店会場の様子

ふくちゃんとご利用者様

スタッフ

からふる
アフロGIRL

こんにちは
ふくちゃん
です！

お菓子のつかみ取り

たくさん取ってね♪

ご利用者様が選んだ食べ物

ソーラン節メンバー

　また、次の世界糖尿病DAYに向けて「東海道五十三次 万歩計でウ
ォーキング」も実施しております。
　みんなで歩いた歩数を距離に換算し、東海道五十三次495.5km
完歩を目指す壮大な企画です。ご興味のある方は、スタッフまでお声掛
けください。

射的の様子



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

〒

ファミリー
マート

ファミリー
　マート

様

様

様

様

様

様

宇都宮東
病院
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完全予約制

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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新春のご挨拶新春のご挨拶


