≪予定表≫
※都合により変更させて頂く場合もございますので宜しくお願い致します。
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Ｈ３０年４月
楽歩会 （浦和 ・ 鴨川堤から秋ヶ瀬公園） 日野院長
運動療法 (15:00 ～ 16:15)
写真愛好会 (10:00 ～ 12:00)
スポーツ吹き矢教室 (15:00 ～ 17:00)
運動療法 (15:00 ～ 16:15)
こころの相談室 (14:00 ～ 16:00)
健康マージャン (13:30 ～ 16:30) 自彊術教室 (15:00 ～ 16 ： 30)
島村理事長
男の料理教室 (11:00 ～ 14:00)
料理教室 (11:00 ～ 14:00) 運動療法 (15:00 ～ 16:15)
料理教室 (11:00 ～ 14:00)
オリゼ会の食事相談 (10:00 ～ 16:00)
運動療法 (15:00 ～ 16:15)
こころの相談室 (14:00 ～ 16:00)
生き生き塾 (14:00 ～ 17:20)
日野院長
洗心百寿会 (11:00 ～ 14:00) 料理教室 運動療法
料理教室 (11:00 ～ 14:00)
スポーツ吹き矢教室 (15:00 ～ 17:00)
運動療法 (15:00 ～ 16:15)
こころの相談室 (14:00 ～ 16:00)
健康マージャン (13:30 ～ 16:30) 自彊術教室 (15:00 ～ 16 ： 30)
島村理事長
男の料理教室 (11:00 ～ 14:00)
洗心百寿会 (11:00 ～ 14:00) 運動療法 (15:00 ～ 16:15)
料理教室 (11:00 ～ 14:00)

（日）
（月）
（火）
（水）
（木）
（金）
（土）
（日）
（月）
（火）
（水）
（木）
（金）
（土）
（日）
（月）
（火）
（水）
（木）
（金）
（土）
（日）
（月）
（火）
（水）
（木）
（金）
（土） 健康マージャン (13:30 ～ 16:30) 自彊術教室 (15:00 ～ 16 ： 30)
日野院長
（日） 昭和の日
（月） 振替休日 （祝日） 運動療法 （休止）
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（火）
（水）
（木）
（金）
（土）
（日）
（月）
（火）
（水）
（木）
（金）
（土）
（日）
（月）
（火）
（水）
（木）
（金）
（土）
（日）
（月）
（火）
（水）
（木）
（金）
（土）
（日）
（月）
（火）
（水）
（木）

Ｈ３０年５月
写真愛好会 (10:00 ～ 12:00)
スポーツ吹き矢教室 (15:00 ～ 17:00)
休診 （祝日 ・ 憲法記念日） 運動療法 （休止）
休診 （祝日 ・ みどりの日） こころの相談室 （休止）
休診 （祝日 ・ こどもの日） 健康マージャン ・ 自彊術教室 ( 休止 )
楽歩会 （ツツジの名所散策 ・ 予定）
日野院長
運動療法 (15:00 ～ 16:15)
料理教室 (11:00 ～ 14:00)
オリゼ会の食事相談 (10:00 ～ 16:00)
運動療法 (15:00 ～ 16:15)
こころの相談室 (14:00 ～ 16:00)
生き生き塾 (14:00 ～ 17:20)
島村理事長
男の料理教室 (11:00 ～ 14:00)
料理教室 (11:00 ～ 14:00) 運動療法 (15:00 ～ 16:15)
料理教室 (11:00 ～ 14:00)
スポーツ吹き矢教室 (15:00 ～ 17:00)
運動療法 (15:00 ～ 16:15)
こころの相談室 (14:00 ～ 16:00)
健康マージャン (13:30 ～ 16:30) 自彊術教室 (15:00 ～ 16 ： 30)
日野院長
男の料理教室 (11:00 ～ 14:00)
洗心百寿会 (11:00 ～ 14:00) 料理教室 (11:00 ～ ) 運動療法
料理教室 (11:00 ～ 14:00)

運動療法 (15:00 ～ 16:15)
健康マージャン (13:30 ～ 16:30) 自彊術教室 (15:00 ～ 16 ： 30)
島村理事長
男の料理教室 (11:00 ～ 14:00)
運動療法 (15:00 ～ 16:15)
料理教室 (11:00 ～ 14:00)
運動療法 (15:00 ～ 16:15)

（外来休診のご連絡）☆医師休診 ： 島村理事長 4/4 （水） 午前中 ・ 4/28 （土） ☆4/7 （土） 診察時間 ： 日野院長 11 ： 00 迄 ・ 島村理事長 12 ： 00 迄
☆休診日 ： 4/30 （祝日 ・ 振替休日）
『スポーツ吹き矢教室』
（イベント ・ サークルのご案内）

『楽歩会』「浦和 ・ 鴨川堤から秋ヶ瀬公園を散策」※毎月第１日曜日

（実施日時）①4/7 ・ 18 （第 1 ・ 3 水曜日） 「ｈａｒｕ-ｃａｆｅ」 15 ： 00 ～ 17 ： 00
②4/6 ・ 20 （第 1 ・ 3 金曜日）｢島村洗心苑｣14 ： 00 ～ 16 ： 00
（指導）日本ｽﾎﾟｰﾂ吹矢協会･公認指導員 安達建治氏 090-4179-4681

（実施日） 4/1 （日） ※ 雨天順延 ： 4/8 （日） （参加費） 無料
（集合） 新松戸駅 8 時 45 分 /ＪＲ武蔵野線 ・ 西浦和駅 9 時 25 分
（解散） 14 時 頃 ( 西浦和駅 ) （歩く時間） 約 2.5 時間 （約 6.0km） 『自彊術教室』 ※毎月第１ ・ 3 ・ 4 土曜日
（実施日時） 4/7 ・ 21 ・ 28 （土） 15 ： 00 ～ 16 ： 30
※次回 ： 5/6( 日 ) 「ツツジの名所散策 （予定）」
（実施場所） ｈａｒｕ-ｃａｆｅ（3 階） （申込） 穀物菜館 「haru-cafｅ」

『写真愛好会例会』 ※ 毎月第 1 火曜日
（実施日時） 4/3 （火） 10 ： 00〜12 ： 00 （会費） \2,000
（問合せ先） 井関 ： 090-2724-0214
（実施場所） ｈａｒｕ-ｃａｆｅ(3 階 )

『オリゼ会の食事相談』※毎月第2水曜日, ｈａｒu-ｃａｆｅ（3階 ）

（実施日時） 4/11 （水） 10 ： 00 ～ 16 ： 00 （費用） \ 3,500 （45 分）
（参加申込） ゴーシュ研究所｢クリニック食事相談係｣まで
（要予約） （☎） 03-5812-4925 （HP） http://goash.jp

『しまけん健康マージャン』 ※毎月土曜日
『生き生き塾』※毎月第 2 土曜日
（実施日時） 4/7 ・ 21 ・ 28 （土） 13 ： 30 ～ 16 ： 30
（実施日時） 4/14 （土） 14 ： 00 ～ 17 ： 20 （参加費） \1,000
（実施場所） ｈａｒｕ-ｃａｆｅ（3 階） 参加費 （500 円 , お茶代）
（実施場所） ｈａｒｕ-ｃａｆｅ(3 階 ) ※詳細問合 ： 内野 080-3390-0714
①講演 「地球温暖化について」 山田 毅 塾員
『洗心百寿会』 ※毎月第 4 月曜日 於） ｈａｒu-ｃａｆｅ（3 階 ）
（対象） 会員限定 ※詳細問合 ： 中川 090-2542-7240
②講演 「音楽と私」 高林 光絵 氏
（実施日時） 4/16 （月） 12 ： 00 ～ 14 ： 00 ＜開催週変更＞
③基調講演 ： 島村塾長 ④健康リラックス体操 ： 織田 広 氏
【編集後記】例年に較べ、 早いテンポで桜が開花 ・ 満開となり、 春を感じられる期間が短くなっています。 日中の気温は、 一気に上昇
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医療法人社団洗心 理事長
島村医療介護グループ総括責任者

「満開の桜 千鳥ケ淵」

島村善行（医学博士）

１. はじめに

グループホームとは、地域の認知症の方たちに対応し
た共同生活を介助する施設です。当施設では、
認知症の方、
１８人をお世話できる施設として、１階建で、認知症の
方が、生活を楽しめるような施設にしていくつもりです。
(2) 認知症予防
認知症は、急増してきます。予防に心がけましょう。
①予防には、
ａ．生活習慣病予防・治療をする ｂ．睡眠を
とる ｃ．運動を楽しみ、
仲間と楽しく過ごすこと が重要。
②私の義兄である岡山の“もろおかクリニック”諸岡弘脳
神経外科医は脳脊髄液の循環を解明した大家ですが、その
循環を良くすることが認知症予防につながるようです。
２．医療・介護保険の W 改定が今年度から実施
呼吸法と水分摂取が大事で、
①心拍数や血圧が上がらな
(1) 地域の医療・介護施設間の連携と、それぞれの施設の機 い食生活や静かな呼吸②脱水にならない適度の水分摂取
能の特色を発揮する。
を強調しています。
（
「週刊新潮」3/29 号 P79 参照）
(2) 質の高い医療の提供：特に、小児医療、がんや認知症等 ４．おわりに
(3) 医療介護従事者の負担の軽減。
芽吹きの春。満開の桜、菜の花、野草が国分川周辺に
(4) 効率的、安全性の医療・介護の提供
咲きほころび、行きかう散歩人の喜びが伝わってきます。
ご自分や家族の健康維持管理、介護相談等、かかりつけ医
によく相談できるようされるとよいでしょう。当院も、受付
の近くに相談窓口を置いてあります。気軽に相談ください。
(1) 桜の季節になりました。洗心苑近くの国分川桜まつり
は、他地区に１週先んじて、４月１日に実施。長年にわたっ
た国分川の美化運動と、桜並木には、感謝しています。
(2) 医療・介護保険の W 改定が今年度から実施されます。
(3) グループホーム＜和名ケ谷 ほたるの里＞の地鎮祭、
工事が始まります。
(4) 第８回“コンサートと医療・介護の講演”を５月 10 日
松戸市民劇場で１４時から開催します。今回の講演は苛原
実先生の「かかりつけ医の行う認知症診療」
、コンサート
は吉村直美さんの「世界のピアノ名曲集」です。

３．グループホーム＜和名ケ谷ほたるの里＞と認知症

（今秋開所予定）
グループホーム
「和名ケ谷ほたるの里」

(1) 老人保健施設“島村洗心苑”の隣りで、国分川
に面しており、今だと桜並木が大いに楽しめます。

院長から皆さんへ

院長

日野 裕史（ひの ひろし）

＜逆流性食道炎の話（その３）
＞

治療効果が上がることが知られています。
今回は、逆流性食道炎の治療について説明します。
しかし、逆流性食道炎はきわめて再発率の高い病気なの
治療には生活改善 薬物療法 外科的治療があります。 で、長期的に薬を服用する必要があると考えられています。
１）生活改善と薬物療法
２）外科的治療
前回に逆流性食道炎の原因としてあげた食事内容や、
薬での治療効果が乏しい場合や、食道炎による粘膜障
腹圧の上がるような姿勢を避けるなど生活習慣を変える 害が高度になって食道が狭くなったり出血を繰り返した
ことである程度の予防と治療が可能です。しかし逆流性 りするような場合には手術が行われることがあります。
食道炎の治療は薬物療法が主体です。
胃から食道への逆流を防止する手術で、確実な治療
理論的には、下部食道括約筋の締りを改善させる薬を飲 方法です。具体的には、食道裂孔ヘルニアがある場合
むことで治癒することになります。しかし残念ながらその では、まず胃を正常の位置に戻して緩んで大きくなっ
ような薬はありません。よって治療に使用される薬は、逆 た裂孔（横隔膜の隙間）を縫い縮めます。そして胃上
流する胃酸の酸を抑えることによって逆流しても食道粘膜 部の一部を用いてそれを食道に巻きつけます。この巻
を溶かさないようにして症状を抑え食道炎を治療します。 きつけによって新たな逆流防止のしくみが作成されま
その他には、食道や胃の食べ物を腸に送り出す運動 す。食道に胃を全周性に巻き付ける方法を Nissen 手術
を活発にさせる薬、食道や胃の粘膜を保護する薬があ （ニッセン法）
、食道の後ろ側から約 2/3 周巻き付ける
ります。これらの中では、胃酸を抑制するものが最も 方法を Toupet 手術（トゥーペ法）と言います。
治療効果が高く、約 90％が改善すると報告されていま
最近では、侵襲の少ない腹腔鏡下でこれらの手術が
す。また他の薬剤も、酸分泌抑制剤と併用することで 行われることもあります。

し夏日、早くも熱中症への注意が必要となってきました。この様な短期間での急激な気候の変化では、体調管理を心掛けることが重要です。
発行 ： 医療法人社団 洗心 島村ト－タル・ケア・クリニック http://www.stcc.jp/ ( or『島村トータル』）
〒270-2241 千葉県松戸市松戸新田 21－2 TEL 047－308－5546 （代） FAX 047－308－5547

≪医療・介護の島村洗心グループ≫ 在宅医療＆入院が出来るクリニックです。がんの患者さんは、いつでもご連絡を！

＜鎌倉せんせいの相続税相談（Ｎｏ.35）＞

これから服用するという方は、その前に歯科を受診し、
抜歯などの必要な治療をあらかじめ済ませましょう。服用
を開始している方は、入れ歯によるキズも骨壊死のきっか
けになります。キズや炎症を防ぐために、毎日入れ歯の清
掃をていねいに行い、定期的に歯科医院で調整を行って、
お口の健康チェックを受け、お口の中を常に清潔に保つ必
要があります。
現在、歯科治療中・或いは今後歯科治療を受けられ
る方は、BP 製剤の使用に関して、医師および歯科医師
に一度ご相談いただくことをお勧めします。
＜とうない歯科＞
(TEL) ０４７－３４６－３２１３
松戸市新松戸 3-18 幸谷ビル 2F※新松戸ダイエ－向い

家庭で気軽にできる運動シリーズ（No.133）
今回は、肩の外側のストレッチを紹介します。
①肘で肘を抱え、引き寄せ、肩外側を伸ばす。
②抱えている肘の高さを変え、伸びている場所を徐々
に移す。
ここではよく見かける一般的な肩のストレッチを「ストレ
ッチの基本」 を見ながら掘り下げたいと思います。
⑴
「伸びているところが狙いどおりかどうか！」
⑵
「伸ばしたい部分の力が抜けているかどうか！」
★左の肘を右の肘で抱え、胸の方に引き寄せます。
Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

①肘の引き寄せる方向一つで、伸びている筋肉の場
所が違ってきます。最も楽に引き寄せられる方向Ⅰが

院長 藤内 圭一

織田健康リラックス教室・健康運動指導士 織田 広

狙いどおりであったならばそれで良いのですが、極端な動
きですがⅡやⅢの様に肘の位置を微調整して、最も気持ち
よく伸びを感じられるところを探ってみてください。
②身体の部分的な脱力は、慣れないとなかなか難しい様
です。この場合、ストレッチする側の肩の力を抜きたい
のですが、簡単な方法としてその腕全体の力を抜いてみ
てください。同時に肩の力も抜けてきています。ただ、
よく見かけるのですが、肘の外側（手首寄り）を抱えて
いる人がいます。
この場合、肘をしっかり伸ばすことで肩の筋肉の伸び
を感じることは出来ます。しかし、力を入れながらのス
トレッチはあまり効果的とは言えません。やはりしっか
りと肘の内側（肩寄り）を抱えて行うようにしてくださ
い。
※一呼吸ずつ、息を吐く際に肩の力を抜いて引き寄せる様
にしましょう！
※片方１０秒から１５秒くらいのストレッチが適していま
す。

午後

月曜日

火曜日

水曜日

島村理事長
（第 2 ・ 4）

島村理事長

島村理事長

島村理事長
（～ 11:30）

日野院長
（第 1 ・ 3 ・ 5）

日野院長

日野院長

日野院長

休診

日野院長

木曜日

金曜日

土曜日

島村理事長

島村理事長

日野院長

日野院長

永井医師
（内視鏡）

磯部医師
（第 2 ・ 4）

島村理事長

島村理事長

日野院長

向後医師
( 内視鏡 )

休診

日野院長
磯部医師
（第 2 ・ 4）

超音波
ＣＴ

内視鏡

在宅診療

とうない歯科

午前

日曜日

島村理事長

検査

『歯と健康』シリ－ズ（第136回）

外来診察

厳しい世の中で自立して生きていくためには目的をもって進 促という裁判所を通した手続きが始まります。そうなると全額を
学し、最先端技術の開発や研究に励んでいる学生は大勢います。 一括で払わなければならなくなり、自己破産することになります。
でも、新聞やインターネットの情報によれば、中には、みんな
これから世の中は大きく変化し、今までの常識は通らなくなる
がいくから自分もなんとなく大学へ、学費はアルバイトと奨学 でしょう。例えば飲料水は、朝ネットでアマゾンに頼めば、昼に
金で…と、軽い気持ちで進学する学生も多いと聞きます。
は届けてくれます。洋服もデパートなどで下見し、家でネット注
しかし、奨学金を受けた学生の多くは、卒業と同時に奨学金 文すれば同じものが買えます。大型店は産地から直接仕入れ、小
の債務を抱えることになります。昔は、成績優秀で経済的に恵 さな商店はよほど魅力がないと淘汰されるでしょう。
まれない学生が受ける給付型が主流でしたが、1999年に奨学金
大学を卒業しても思い通りにいかない現実があります。その
制度が緩和され、今は利子付き奨学金なら誰でも受けられます。 中で自立して生きていくには、どんな仕事でも「あの人に任せ
そのため、学生の４割が奨学金を受けているそうです。
たら安心」と信頼される人間になることです。目的をもって進
毎月の返済額は少額ですが、理想の就職ができるとは限りま 学し、しっかり学び、自らを鍛え、苦難を乗り越えていってほ
せん。社会の雇用が不安定で収入が少なく、中には返済できな しいものです。
いケースが発生しているようです。
返済を滞納すると、３カ月で個人信用情報機関のブラッ ＜鎌倉康裕公認会計士・税理士事務所＞
クリストに個人情報として登録され、４カ月目から業者
松戸市新松戸１-４９３ 新松戸プラザハイツ１２０１号
による回収が始まります。９カ月を超えると、支払督 （TEL）０４７-３４８-５５６２ ※ＪＲ新松戸駅前（徒歩１分）

「BP 製剤を飲み始める前に、飲んでいる方へ」
最近骨粗しょう症と診断され、ビスフォスフォネート系
製剤（以下 BP 製剤）が、多くの方々に使用されています。
骨粗しょう症の原因である骨密度低下は骨吸収の増加で
す。この骨吸収を抑える有効な薬として普及し、効果を上
げています。
BP 製剤は、骨密度を上昇させ、背骨や股関節等の骨折
を予防し、健康寿命を延ばす為に服用を強く勧められる薬
剤なのですが、最近 BP 製剤使用経験のある方が、抜歯な
どの顎骨に刺激が加わる治療を受けると顎骨壊死が発生す
る場合があることが分かってきました。発症頻度は高くは
ありませんが、発症した場合治療は非常に困難になります。

平成３０年４月 診療担当医予定表

鎌倉康裕公認会計士・税理士事務所（代表）鎌倉 康裕

※
※
※
※
※

午前

（緊急時対応）

午後

島村理事長
日野院長

○
○
（上部のみ）
在宅担当
看護師

○
○
（上部のみ）
在宅担当
看護師

○

在宅担当
看護師

在宅担当
看護師

島村理事長
在宅担当看護師

日野院長
在宅担当看護師

○

○

在宅担当
看護師

○
○
（上部のみ）
在宅担当
看護師

在宅担当
看護師

在宅担当
看護師

日野院長

○

外来休診日：土曜日（午後）
・日曜日（午後）
・祝日
診 療 時 間 ：( 午前 ) 9:00 ～ 13:00 ( 午後 )14:00 ～ 17:00
漢 方 外 来 ：磯部医師（予約制）第２・４金曜日
日曜（午後）在宅診療：
（第 1・3・5 日曜日）日野院長 /（第 2・4 日曜日）島村理事長
無料相談：
（担当）小林（月・火・水・金・土 9：00 ～ 17：00）※何でもご相談ください

○

※各日共に、午後の診療時間帯が比較的
空いていますので、ご利用ください。

各部門のコーナー
医療福祉相談＆在宅介護支援相談
医療福祉相談＆在宅介護支援相談
専門の職員がご相談に応じます。 お気軽にご相談下さい。
※受付／在宅介護支援相談 （☎） 047-308-5519

こ
ころ
ろの
の相
相談
談室
室
ここ

☎ 047-308-5546

色々なお悩みやご心配な事、 何でも気軽にご相談下さい。
（実施日時） 金曜日 14 ： 00 ～ 16 ： 00 ※ 除く第 5 週
（費用 ) 無料 （申込） 医事課 （受付） 迄 ※事前予約受付中

運
運動
動療
療法
法

＜織田健康リラックス教室＞

（実施日時） 月曜日 ・ 木曜日 15 ： 00 ～ 16 ： 15
（実施場所） ｈａｒｕ-ｃａｆｅ（３階）
（講師） 健康運動指導士 ・ 織田 広 （申込） 受付迄

＜地域連携室＞便り（No.2）
１．厚生労働省2016年の健康寿命発表（３年毎に発表）
「健康寿命」とは、健康上の問題がなく日常生活を送れ
る期間で、男性 72.14 歳、女性は 74.79 歳。前回の調査
（2013 年）と比べ男性が 0.95 歳、女性は 0.58 歳延びた。
平均寿命も延びており、男性 80.98 歳、女性は 87.14 歳。
平均寿命と健康寿命の差（介護などの手助けが必要となる
期間）が男性 8.84 歳、女性は 12.35 歳。前回の調査より、
男性 0.18 年・女性は 0.05 年縮まっており、厚生労働省は
「各地で食生活の改善が進み、健康で暮らせる期間が長く
なっている」と分析している。
２．健康寿命には生活改善が大切（東北大学 辻一郎教授）
適度な睡眠や毎日の歩行など健康的な生活習慣を
数多く取り入れている人ほど「健康寿命」が長いと
の厚生労働省の研究班が６５歳以上の高齢者約１万
人を９年間追跡調査したところ、健康的な生活習慣

しまけん整骨院

☎ 047-365-3338／090-6520-6654

（施術者） 島村健司 （整体師 ・ 柔道整復師 ・ 公認ﾘﾌﾚｸｿﾛｼﾞｽﾄ）
（実施日時） 月曜日～日曜日 （定休 ： 木曜日） 9 ： 00 ～ 21 ： 00
（施術料金） 各種保険取扱 ・ 交通傷害
（施術場所） ４階 （しまけん整骨院） ※ 予約受付中

haru-cafe ハル・カフェ

※3階

☎ 047-308-3946

マクロビオティックの食事と各種自然食品 ・ 食材の販売
（営業時間） 9 ： 00 ～ 17 ： 00 （定休日） 木曜日 ・ 日曜日 ・ 祝日
＜料理教室＞ ※実施場所 ・ 申込先 ： 「ｈａｒｕ―ｃａｆｅ」 （3 階）
※ 身体に優しいお料理を学んでみませんか？
☆ 「料理教室」 （開催）
予定表 （p.４） 参照
☆ 「男の料理教室」 （開催） 予定表 （p.４） 参照

地域連携室・室長

小林 繁

を多く取り入れている人とそうでない人では最大２年余り
の差がみられた。
＜健康的な生活習慣５項目で調査＞
①非喫煙または５年以上の禁煙 ②一日平均３０分以上の
歩行 ③一日平均６～８時間の睡眠 ④多めの野菜摂取
⑤多めの果物摂取
実践数０～１項目の人と比較して、実践数２項目では健
康寿命 11.5 か月延伸。実践数３項目では 17.4 か月。実践
数４項目では 23.9 か月。実践数５項目では 25.4 か月「健
康的なライフスタイルを取り入れれば、健康寿命の延伸が
期待できるとしています。
３．生活習慣病予防の食生活５つのポイント
1) 規則正しい生活 2) 食事は主食＋主菜＋副菜を揃えて
食べる 3) 腹７分目に 4) 味付けはうす味に 5) 野菜類、海
藻類、きのこ類も忘れずに

アンケートご協力ありがとうございました。
島村トータル・ケア・クリニックでは、皆様のかかり
つけ医として身体の事はもちろん、心や地域の生
活環境まで幅広く、患者さんを人間「まるごと」診察
し、人生の伴走者として、治療だけでなく療養につ
いても支援を提供する医療機関と考えております。

地域連携室

小林 繁 室長

今般、皆様方が島村トータル・ケア・クリニックを
知っていただいているかどうかアンケートを実施さ
せていただきました。
その結果をご報告させていただきます。

＜アンケート集計結果＞
（実施内容） 期間：平成３０年２月５日～２月１０日まで 外来患者数：３０９名
※内アンケート配布枚数：１１８枚（３７％）・回収枚数１１５枚（９７％）
クリニックで行っている内容ご存知ですか
50%

70%
32%

45%

69%

85%

85%

各種検査内容を知っていますか

81% 84%

79%
55% 54%

30%

１．急な健康診断であるにもかかわらず、すぐに予約と診断をして
いただき大変感謝しております。
２．アンケート大変良いことですね。
３．血液検査の結果、問題のない人は郵送でも良いと思う。
当島村トータル・ケア・クリニックでは、皆様の「か
かりつけ医」としてご満足の戴ける医療体制の充実

85%

63%

38%

４．とてもやさしい方々です。
５．良い病院です。
６．すばらしいクリニックだと思います。
７．すいている所が良い。

を図るべく、今後も幅広い検査を実施して参ります
ので、有効にご活用戴ければと思います。

島村医療介護
グループ

「ＱＲコード」
島村トータル・ケア・クリニック

（老健）島村洗心苑

㈲穀物菜館

島村医療・介護グループ

＜各種検査のご紹介＞
第２回目・エコー検査について

検査科

清水 康行 科長

「乳腺超音波検査」を受けましょう！
＜乳がんによる死亡者数増加＞
乳がんによる死亡者数は、年々増加しております。近年は著名人による乳がんの公表などもあり、
みなさん関心を持たれていることと思います。

＜乳がんによる死亡者数＞
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（資料/国立がん研究センターがん対策情報センター）

＜高濃度乳腺＞という言葉をご存知でしょうか？
乳房は、主に乳腺組織と脂肪組織から構成さ
れますが、その割合には個人差があり乳腺組織
の多い方を指す言葉です。

問題となるのはマンモグラフィ画像が全体的に
白く写ってしまうことで、同じく白く写る乳がんの
判別が難しくなってしまうことです。
そのようなかたにお勧めしたいのが＜乳腺超
音波検査＞です。

一般に２０～３０代の若年層の方によく見られる
ものですが、日本人は欧米人と比べ高濃度乳腺
の方の比率が多く、中高年の方にも多く見られる
といわれています。

マンモグラフィと併用して受けていただくことで、
より精度の高い検診が期待できます。
曜日により、女性技師による検査も可能ですの
で、お気軽にご相談ください。

