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医療について知りたいことや疑問に思っていること、ありませんか？
医師・看護師・検査技師・リハビリスタッフ・事務員からなる広報委員会では、病院広報誌『ゆりの花たより』を発刊し、病院からのお知らせや医療に関する情報をご来院の皆様に提供してい
ます。患者さんやご利用者の方が日々医療に関して知りたいことや疑問に思っていることについて、出来る限りお答えします。各階に設置してあるご意見箱に記入用紙がありますので、ご記入の上、
ご投函下さい。ご質問等の内容によっては、お答え出来ないこともございますので、予めご了承下さい。

今から30年前、私の両親がこの守谷の地に病院を建てたいと志した時は、まだ病院の周りは見渡す限りの野原でした。その
両親も他界し、私が理事長となりましてから16年の歳月が経ちました。この間、守谷市の市民のみなさまのお役に立てる病院
にしようと日々努力して参りました。
ここ総合守谷第一病院で産まれた方が、この同じ病院で出産されたという話を聞いた時には、自分の家族が増えた時の
ように嬉しくなりました。当院の産婦人科の立ち上げからご参加頂き、その親子二代の出産にも立ち合われた、今は亡き宮川先
生をはじめ、当院の職員は日々たゆまぬ努力を続けております。
今から6年前には新棟を建設し、病棟もご利用頂きやすいように改装し、新しい医療機器も導入いたしました。
コロナが蔓延しておりますが、災害にも強い病院を目指し、どんな場面でも市民のみなさまの健康と安心を守ることができ
るように、これからも職員ともども全力で努力して参ります。
まだまだ病院として改善すべきところは多々あると思いますが、どうぞ総合守谷第一病院を私たちと一緒に育てて下さい
ますようお願い致します。

総合守谷第一病院創立30周年を迎えて
社会医療法人社団 光仁会 理事長　野村 明子

1990年（平成2年）4月に当時、茨城県北相馬郡守谷町であった当地に総合守谷第一病院が開院いたしました。当時の人口
は約3万5000人、2002年には人口が5万人を越えて守谷市となりました。2005年8月には待望のつくばエクスプレスが開業
し、2020年（令和2年）5月には、人口約6万9000人と30年で人口は2倍に増加しております。　　
地域のみなさまに安心して医療を受けていただきたいという病院の理念のもと、当院も成長を目指して努力を続けてまい

りました。発展する地域の周産期医療を支え、需要の大きい救急医療を充実させてまいりました。2017年には訪問診療部を立
ち上げ、2018年に地域包括病棟を開設するなど、高齢化社会へも対応できるように体制を整えてきております。
初代 小宮院長から城賀本前院長へと渡されたバトンを昨年引き継ぎ、改めて開院30周年という重みを強く感じております。
超高齢化社会も迫り、度重なる災害や新型コロナウィルス感染による未曾有の事態への対応など、厳しい状況が続きますが、
職員一同 One teamになって頑張って行きたいと思います。
特に新型コロナウイルス対策については、地域のみなさまからの暖かいお言葉、応援をいただき、深く感謝しております。今
後もみなさまに信頼していただける病院を目指して参りますので、ご支援のほどよろしくお願い致します。

開院30周年を迎えて 社会医療法人社団 光仁会 総合守谷第一病院
理事 病院長　遠藤 優枝

4月1日より、つくばみらい市コミュニティバス「みらい号」のバス停が当院前の歩道橋の下に設置されました。
みらい号は、関東鉄道常総線小絹駅を結節点として、当院まで1日9便運行しています。
当院専用送迎バスや路線バス等と併せてご利用いただくことで、より通院の利便性が向上するとともに、ご家族が自宅から
病院まで送迎している方の負担軽減が期待されます。
是非ご利用ください。

つくばみらい市コミュニティバスが病院前まで延伸されました。

お問い合わせ先 つくばみらい市役所都市計画課　TEL 0297-58-2111（代）
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糖尿病の合併症栄養管理室のフレッシュコラム第21回

糖尿病は、血糖値が高い状態（高血糖）が慢性的に続く病気です。
エネルギー源であるブドウ糖を細胞に取り込む時に必要なインスリン

というホルモンの作用が低下しておこります。インスリンの作用が低下
する原因として、遺伝的な要素や加齢、生活習慣などが考えられます。
自覚症状はあまりありませんが、治療せずにいると合併症と呼ばれる
病気を引き起こします。

当院では栄養指導を毎月80件以上行っております。
2型糖尿病や糖尿病性腎症の方がほとんどです。
栄養指導では、日常生活を振り返り、改善するために何をしたらよいかを一緒に考え、継続して取り組めるよう支援してい
きたいと考えております。
不安なことや疑問に思っていることがありましたら、御相談下さい。

○適正な摂取エネルギー量の食事　○1日3食規則正しく食べる　○食塩を減らす
○コレステロールや飽和脂肪酸を多く含む食品を控えめにする　○野菜を積極的に摂取する　○間食はしない

＜食事のポイント＞

管理栄養士　寺田 丈子

神経障害

腎　　症

網 膜 症

動脈硬化症

閉塞性動脈硬化症

足壊疽 心筋梗塞

認知症 脳梗塞 高血圧症

外出自粛による「生活不活発病」を予防しましょう!!第35回

この原稿を執筆している4月現在、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）が世界的に猛威をふるい、外出の自粛が要請
される中、高齢者の皆さんも自宅にこもりがちな生活を送っていらっしゃるのではないでしょうか？そこで危惧されるのが、
「生活不活発病」です。「生活不活発病」とは、家の中にずっといて動く機会が減少した結果、生活動作がままならなくなり活動
する範囲が狭まる状態で、筋力低下・うつ状態・知的活動の低下・めまい・立ちくらみなどが起こりやすくなります。そこで今回は、
生活不活発病の予防のために、屋内で座ってできる有酸素運動をご紹
介します。
図をご参照ください。前後ステップは、脚を交互に前方に伸ばします。
左右ステップは、脚を交互に左右に開きます。椅子歩行は、腕を振りなが
ら交互にもも上げをします。膝伸展は、交互に膝を伸ばします。この4つ
の運動を各2分30秒行うと、合計で10分間の運動となります。軽く息が
上がるくらいのスピードで、リズミカルに行いましょう。1日2セットくら
い行うとより効果的です。
不要不急の外出を控えることは非常に重要ですが、身体機能が低下

してしまっては元も子もありません。家の中でもしっかりと運動をして、
この未曾有の状況をみんなで乗り越えていきましょう！！

本年４月から、訪問診療部の常勤医師１名、また３月には専属看護師も１名増員となり、医師４名・看護師２名・相談員１名・事務
１名の体制となりました。訪問日も増え、更に多くの患者さまの在宅療養のお手伝いをさせていただきます。患者さまのご病態
や介護保険サービスの予定などにより、担当医・訪問日を決定いたします。お気軽にお問い合わせください。

理学療法士　深谷 大輔

第36回もお楽しみに！

0297-21-3330
土 8：30-13：00

070-2673-6727
月～金 8：30-17：00

４月から『機能強化型在宅療養支援病院』へ！
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※〇＝定期訪問診療日
※(金)＝第2・4のみ
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　　　入職の挨拶令和2年4月1日～

看護部 手術室　清水 遥菜
　この度手術室に配属となりました。手術室では、初めて経験す
ることばかりで不安も沢山ありますが、指導者や先輩方が優しく
指導下さるおかげで安心して業務をすることができています。
私が出来ることはまだ少ないですが、自分が出来ることは積極
的に行うよう心掛け、少しでも早く一人前の手術室看護師にな
れるよう、常に目標を持ち精一杯頑張っていきたいと思っており
ます。

診療放射線部　野口 郁人
　この度、診療放射線技師として入職いたしました、野口 郁人
と申します。
　新社会人として緊張や不安がありますが、総合守谷第一病院
の一員として迎えられたことを大変嬉しく思っています。
　自分自身まだまだ至らない点がありますが、先輩方のご指導、
サポートしていただき業務に励んでいます。
　一日も早くより質の高い検査を提供できるよう日々努力して
いきますので、よろしくお願い致します。

内科
二宮 治彦
　4月から内科常
勤医として入職
しました。実は、

1998年～非常勤で、22年間、土曜
日の外来をずっと担当させていた
だいていました。前職（大学教員）
の退職後、もう少し臨床に携わって
いたいと思い、内科の外来を中心
に総合守谷第一病院で地域医療に
貢献させていただきたいと思って
います。前職では、「臨床検査技師」
の学士教育に21年間携わってきま
した。よろしくお願いいたします。

脳神経外科
米山 琢
　4月より
脳神経外科

部長に着任致しまし
た。この地域の皆様の
お役に立てるよう尽力
致します。どうぞ宜し
くお願い申し上げま
す。

外科
小澤 佑介
　2020年4
月より当院

外科で勤務となりまし
た小澤佑介です。
　地域医療に少しでも
貢献できるよう務めさ
せていただきます。
　お力添えの程、よろ
しくお願いします。

麻酔科
小林 真之
　はじめま
して。女子

医大麻酔科学講座か
ら来ました、小林真之
です。
　円滑な手術室運営
に貢献できるよう尽力
していく所存ですの
で、よろしくお願いい
たします。

皮膚科
柴尾 加奈
　4月より総合守
谷第一病院皮膚
科に着任いたしま

した、柴尾加奈と申します。筑波大
学皮膚科医局に所属しております。
これまで常勤として市中病院に勤
務しておりましたが、2019年8月の
第2子出産を契機に当院では時短
常勤として勤務させていただいて
おります。卒後11年目となりました
が、まだまだ未熟なところも多く、
至らぬ点も多々あると存じますが、
何卒よろしくお願いいたします。

麻酔科
大野 公美
　2年ぶりに
守谷に戻っ

て参りました。
　丁寧な術前説明と
安全で術後のクオリ
ティの高い麻酔を目指
しております。
　よろしくお願い致し
ます。

産婦人科
藤枝 薫
　はじめま
して。今年

度より赴任して参りま
した。女性の生涯に寄
り添い、診療を行うよ
う努めて参ります。不
慣れな事も多いです
が、頑張りますのでよ
ろしくお願い致しま
す。

整形外科
野上 裕子
　整形外科4年
目の野上裕子と

申します。
　守谷では初期研修の小児科
での研修で2ヶ月お世話になっ
て以来になります。
　前の職場は県北の高萩だっ
たので、地域としても病院とし
ても大きく変わるのでとまどう
こともあるかと思いますが、誠
心誠意研修させて頂きますの
でよろしくお願いいたします。

産婦人科
岩田 成志
　4月から
守谷第一病

院で勤務することにな
りました。精一杯がん
ばります。よろしくおね
がいします。

産婦人科
牛木 詠子
　このたび、
初めて茨城

県に赴任しました、牛木
詠子と申します。守谷
はとても素敵なところ
だと実感しております。
　地域の医療に貢献で
きるよう、誠心誠意努
めてまいります。
　どうぞよろしくお願
いいたします。
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