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育児支援にチカラを入れています！育児支援にチカラを入れています！

及川 幹夫及川 幹夫 
【 外科部長 】外科部長 】

患者様にやさしい医療を心が
け、取り組んで参ります。

　群馬県では、男性の育児休業取得率（現状１.１％）

の向上を目標に、仕事と育児と家庭の両立、子育

てをしながら働ける職場環境作りを支援しています。

当院でも男性を対象とした特別出産育児休暇制度

を設けており、男性職員が育児休暇を取得してい

ます。

男性を対象とした特別出産育児休暇男性を対象とした特別出産育児休暇

長谷川 忠長谷川 忠 

診療科診療科

外科

地域に根ざした医療を心掛け、
専門領域にとらわれず、診療
を行っていきたいと思います。

患者様へやさしい診療を心掛
けます。よろしくお願い致し
ます。

山田 和哉山田 和哉 

診療科診療科

皮膚科

　子育ては父親と母親の共同作業です。

母親だけでなく、父親がもっと子育て

にかかわる時間を増やすことで、母親

に集中しがちな子育ての負担を軽くし、

男女とも仕事と家庭の両立が図りやす

くなります。こうした実情を踏まえ、

当院では男性も女性も、仕事を続けな

がら子育てや介護ができる環境づくり

を目指して参ります。　

介護職 岡田 守弘

介護職　下田 勇

新しい医師のご紹介新しい医師のご紹介

　9月15日、待望の第2子が産

まれました。2755ｇの元気な

女の子です。今回は男性職員の

育児休暇制度を活用させてもら

い、出産に臨みました。予定日

前後4日間取得し、無事出産に

立ち会うことができました。

　出産日以外の休暇も、普段なかなか

家族団欒で過ごす時間が無い我が家

にとって、貴重な時間となりました。

出産後6か月間有効となっているため

制度を有意義に使いイクメンとして頑

張っていきたいです。

休

診療科診療科

外科



知っているようで知らない・・・肺がんの脅威！知っているようで知らない・・・肺がんの脅威！

ＣＴってどんな検査？ＣＴってどんな検査？

　現在、日本では３人に１人ががんで亡くなって

います。中でも肺がんは、男女合わせてがん死亡

の第一位を占め、高齢化社会と相まって年々増加

しています。死亡率が高い理由は、症状が出にくく、

発見が遅れてしまうことが多いためです。

　しかし、がんが肺の中だけにあり、大きさが

小さいほど助かると言われ、まさに、早期発見・

早期治療が生死を分けるカギとなります。

・原因の８割はタバコ。

  その他排気ガス、ア

  スベストばく露など。

▲肺がんの５年相対生存率は、男女ともに約２０％

　で、他のがんに比べて圧倒的に低くなっています。
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肺がんの５年相対生存率

　肺がんの早期発見に最も有効な手段が「ＣＴ

検査」です。CT とは、Computed Tomography

 ( コンピュータ断層撮影法 ) の略語です。患者様

の体の周囲を回転しながら連続的にＸ線撮影す

ることで、体を“輪切り状態”にし、体内の構

造を詳しく調べることができます。現在のＣＴ装

置は、骨や臓器を比較的短時間で画像化するこ

とができ、検査時の痛みもない為、医療現場で

は患者様の診断に欠かすことのできない検査の

ひとつとなっています。

肺がんの特徴

ＣＴやっている画像が

ほしいです

▲16 列　マルチスライスＣＴ

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

・初期は症状が出にくい事も多く、発見が遅れ

　がちである。

・ほかの臓器 ( 脳、骨、肝臓など ) に遠隔転移

  をおこしやすい。

低線量肺がんＣＴ検診で低線量肺がんＣＴ検診で
早期発見！早期発見！
低線量肺がんＣＴ検診で低線量肺がんＣＴ検診で
早期発見！早期発見！
低線量肺がんＣＴ検診で
早期発見！



肺がんＣＴ検診のメリット・特徴肺がんＣＴ検診のメリット・特徴

★こんな方におすすめです！★こんな方におすすめです！

ＣＴ検診受けてみてはいかがでしょう！ＣＴ検診受けてみてはいかがでしょう！

　従来の胸部Ｘ線撮影で発見される

肺がんの大きさは、一般的に 20～

30mm が限界と言われています。

一方、肺がんＣＴでは早期の小さくて

淡い肺がんも見つけることが可能です。

　肺がんＣＴ検査はおよそ 15 秒ほどの息止め

で、全肺が撮影できます。入室から退室までの

時間も５分程度と短時間のため、健康診断と併

せて受けて頂くことも可能です。

　喫煙者で比較した場合、低線量ＣＴによる検診は、胸部Ｘ線

による検診に比べ、肺がん死亡率を 20%低減させる効果がある

とする調査結果を発表した。(2010 年10月　米国立がん研究所発表)

　最近、 たん が絡みやすくなった

胸部Ｘ線写真では、明らかな異常

は見られないが、ＣＴでは数 mm

の小さながんがみられる。

　慢性の せき が続く

　たばこを吸っている、 吸っていた

　特に喫煙指数 600 以上600 以上

  ( 喫煙指数 ： 1 日の喫煙本数 × 年数 )

　喫煙者と一緒に暮らしている

　交通の多いところに住んでいる

　アスベストにばく露した可能性がある

　血縁者に肺がんの人がいる

　また、当院では 2012 年夏に「肺がんＣＴ検

診認定機構」に認定された技師もおりますので、

安心してＣＴ検診を受けて頂けます。

　当院では禁煙外来も実施しております。ＣＴ

検診を、今後の肺がんのリスクに立ち向かう

きっかけにしてみてはいかがでしょうか？

この研究で、低線量ＣＴ検診が導入されると、多くの命を救

う可能性を秘めていることが、初めて科学的に証明された。

　マルチスライスＣＴにて、胸部精

検査時の１/10 程度の低線量で撮影

を行います。これは、胃バリウム検査

と同じくらいの放射線量です。費用の

点からまだ広くは普及してはいませ

んが、早期肺がんが発見された場合、

10年後の生存率はおよそ 90%であ

るという報告も出ています。

がんで亡くなる方を減ら

したい。ただそれだけです。

放射線課　藤宗 みゆき

肺がん死による悲しみ

よりも、

救える命を増やしたい。

放射線課　木暮 佐登志

- がん検診の大規模試験 -

Ｘ線撮影 ＣＴ

☑

☑

☑

☑

☑

☑

☑



　魚油（EPA・DHA）は血栓予防や大腸がん・

乳がんのリスクを減らすと言われています。

青背の魚の代表さばは９月～１１月が脂がのり

とてもおいしい季節になります。少し苦手な方

でもカレー粉をまぶしたりトマトで煮たりレモン

や酢で酸味をきかせたりひと工夫することで、

おいしく召し上がれます。

魚料理でがん予防魚料理でがん予防

健康に関するお役立ち情報を医療スタッフからご紹介します。

予防接種で予防接種で
インフルエンザから身を守れ！インフルエンザから身を守れ！
予防接種で予防接種で
インフルエンザから身を守れ！インフルエンザから身を守れ！
予防接種で
インフルエンザから身を守れ！

　長い夏もようやく終わり、ついに秋の肌寒い季

節を感じる今日この頃です。群馬県内でも沼田市

の高校が既にインフルエンザによる学級閉鎖にな

るなど、今年も流行が心配されています。

　インフルエンザは予防できる病気です。ご家庭

内に小さいお子様、ご高齢の方がいらっしゃる場

合は特に接種をお勧めします。インフルエンザに

打ち勝って、長い冬を元気に乗り切りましょう！

　効果には個人差がありますが、通常約2週間で抗体

ができ、約 5 ヶ月間効果が持続するとされています。

日本でのインフルエンザ流行は 12 月下旬から 3 月

上旬が中心ですので、12 月上旬までには接種する

ことをお勧めします。

インフルエンザ予防 6ヶ条

２回接種の場合

　2 回目は1回目から 1〜4 週間あけて接種します

ので、１回目をさらに早めに接種しましょう。

最も免疫を獲得する効果

が高いのは、1 回目の接

種と 2 回目の接種間隔が

およそ４週間の場合とさ

れています。

・流行期には人ごみを避ける。
・外出時にはマスクをする。
・外出後はうがい、手洗いをする。
・適度な湿度を保つ。
・十分な睡眠と栄養をとる。
・インフルエンザワクチン

医師 角田千尋

ワクチンによる副作用

ワクチンの接種時期と間隔

イ

 

年齢群 接種用量・方法 接種間隔・回数 

65歳以上 0.5mlを皮下 １回 

13歳 - 65歳未満 0.5mlを皮下 1回又は２回接種（1-4週間の間隔をおいて） 

6歳-13歳未満 0.3mlを皮下 

２回接種（1-4週間の間隔をおいて） 1歳-6歳未満 0.2mlを皮下 

1歳未満 0.1mlを皮下 

オ マ ケ

　一般的に副作用は軽く、10 〜20% で接種部

位の発赤、腫れ、痛み、5〜10%で発熱、頭痛、

体のだるさなどがみられますが、通常 2〜3 日の

うちに治ります。予防接種を受けた後、全身性の

蕁麻疹、繰り返す嘔吐、高熱などが現れたら、医

療機関を受診してください。

卵アレルギーの方でもアレルギー症状の

状態と接種方法の工夫で接種は可能です。

一度医師に相談してみて下さい。

焼きさばのカレー南蛮漬け



①さばは皮に切り目を入れて塩をふり７～８分

　置き、焼く。

②Ａを鍋に入れてひと煮立ちさせて生姜を加え

　て火を消す。

　熱いうちにさばを入れて１０分ほど置く。

③玉葱は薄切りにして水でさらし水気を切る。

④器に玉葱を敷き②を盛り、しそとトマトを飾る。

【作り方】

さば　２切れ（１６０g）

塩　　　　　　　　少々

【材料】2 人前

栄養課　眞塩 陽子

グリーン　ガーデングリーン　ガーデン
サークルサークル
グリーン　ガーデングリーン　ガーデン
サークルサークル
グリーン　ガーデン
サークル - 素敵な庭が出来るまで -

　長かった暑い夏も終わり、気がつけばコスモス

の花が風に揺れている季節になりました。ガーデン

の工事も再開し、急ピッチで種々の構造物が作られ

ているこの頃です。木々も植えられ始め、グリーン・

ガーデンサークルでは色々な事を、わくわくしな

がら決めています。

「院内に素敵な庭を造ろう」プロジェクトチーム（グリーンガーデンサークル）の活動報告です。

4.19

　例えば、子供たちの遊び道具を入れる小屋の色

（夢のある子供たちに気に入ってもらえるかな）とか、

シンボルツリーは何がふさわしいかな。歩道はど

うしたら患者様・利用者様が歩きやすいかな。い

つも花が咲いている庭にするには、どんな木や花

をどこに植えれば良いのかな。などなど。皆さん

が四季折 〝々ガーデンに行ってみたい！〟と思って

下さる庭になるように頑張っています。どうぞお

楽しみに。

だし汁　1 ／ 4 カップ

　　　　　（５０ｃｃ）

醤油　　　 　大さじ１

酢　　 　　　小さじ２

砂糖　　 　　小さじ１

カレー粉　 　小さじ１

赤唐辛子　　　　少々

生姜のせん切り　　少々

玉葱　　　　　　 ５０g

ミニトマト　　　　４個

青しそせん切り　４枚分

放射線課　南村恒子

▲上から見るとこんな感じです。船のよう…？ ▲ガーデンらしくなってまいりました・・・！

7.19

2012年4月

2012年10月
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「鳥のように空を飛び

たい。空からお友達の

ことを見てみたい。」

＊ハロウィンパーティー＊

託児所での行事・活動をご紹介します！

　ハロウィンの夜にはみんなが魔法使いになり、

魔女、カボチャ、コウモリ、キャンディーに変身

です。もし魔法が使えたらどのような魔法を使い

ますか？の質問に子ども達が答えてくれました。

トリック or トリート！

ちいさな仮装パーティー♪

　ハロウィンのにぎやかな雰囲気をだし、子ども達と

共に楽しむことができました。子ども達には大きな夢

を持ち成長してほしいと願っています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　託児所　一同

「プールが大好き

だから、プールの

先生になりたい」

「ケーキ屋さんに

なって、ケーキを

作ってみんなにあ

げたい」

「サッカーが好

きで、体を動か

すことが好きだ

から、魔法で体

操の先生になり

たい」

「ビショビショになって

海の上を思い切り走りたい」

「瞬間移動して色々な

所へ遊びに行きたい。」

「お友達の家にも一瞬

で行けるから瞬間移動

したい」

リハビリリハビリ
コラムコラム 川平法 講習会 開催！川平法 講習会 開催！

リハビリ課での取り組みをご紹介します。

　８月２６日に、鹿児島にある霧島リハビリテー

ションセンターの川平和美教授を招いて、当院

にて研修会を行いました。

　当院では霧島リハビリテーションセンターへ、

リハビリスタッフが１週間の研修に行っています。

研修に行った職員が他職員へ、技術の伝達を行っ

ていますが、百聞は一見にしかずと言われるよ

うに、実際に見て、学び、実習することの大切

さを感じました。　リハビリ課係長　冨田 隆之



2012 年 8 月～ 10 月

　今年も利用者様に一足早く、秋を感じて頂く

と同時に日頃のリハビリの成果を発揮して頂こう

と考え、10 月 3 日 ( 月 ) デイケアにて当施設の

風物詩である老健秋の大運動会を開催しました。

競技は、運動会ではお馴染みの玉入れからスター

トし、風船渡しでは利用者様が日頃のリハビリ

の成果を発揮した熱戦を展開し、今回復活した

職員対抗競技「腕相撲」では職員の真剣で闘志

あふれる姿が見られました。また、託児所の児童

が、元気よくお神輿を担いで入場し、可愛いらし

いお遊戯を披露してくれました。参加して頂い

た利用者様と職員のおかげで怪我もなく、盛況

のうちに終えることができました。

　　　　　　　　　　　　　 　運動会実行委員

老健たまむら大運動会！10
3

10
12

　老健２階に入所されている羽鳥キン様が百歳の

ご長寿のお祝いとして、9 月 19 日 ( 水 )、内閣

総理大臣より祝状及び記念品を贈呈されました。

ご長寿お祝い9
19

　10 月 4 日( 木 )、伊勢崎佐波防火協会消防競技

会へ当施設からスタッフ６名が参加しました。競技

内容は、個人で消火器を持って走り、標的に水を

噴射する個人競技と、３人ひと組で屋内消火栓か

らホースを延長して火を消す団体競技があります。

玉村消防署の方々にレクチャーして頂き、練習し

て参りました。受賞は逃しましたが、精一杯力を

尽くし、練習の成果を発揮することができました。

　　　　　　　　　　　　　  総務課　渡邉 二葉

10
4 消防競技会に参加しました

　群馬テレビ「ぐんま一番！」番組内で、「群馬

県いきいき参加企業」に認定された事業所として

当院が紹介されました。実際に院内の託児所を利

用している職員の一日密着取材です。

群馬テレビで当院紹介！

おめでとうございます！

白熱
！



樹心祭開催！樹心祭開催！

　8月25日(土)に第17回角田病院樹心祭が行わ

れました。天候も一日中味方し、一般参加者は

約450名ととても大盛況なお祭りとなりました。

　今年は、例年より模擬店の数を増やし、また、

イベントに参加して頂いた方々も、会場を盛り上

げてくださり、職員、地域の方々ともに楽しめる

内容となりました。

8
25

※診療担当表の中の数字○は、①第一週②第二週③第三週④第四週⑤第五週を表します。
※診察は原則予約制となっております。当日予約は受け付けておりませんので、直接診療時間にご来院ください。
※平成24年10月から、金曜日の午後に皮膚科を設けました。

外来診療案内外来診療案内

①③⑤高間

②④角田(千)

長谷川長谷川

長谷川

-

①③⑤院長
②④及川

理事長
理事長 (17：00まで) ①木村

②多賀谷
③④⑤石山

①木村
②多賀谷
③④⑤石山

②石黒

14:00～14：30
17：00～18：00 14：00～17：00 15：00～16：00

院長院長 院長院長 院長院長

山田

南波

皮膚科 整形外科 [内分泌、糖尿病]

　樹心祭実行委員においては、約2か月前から準

備を始めており、遅くまで残って準備等に取り組ん

で頂き本当に感謝しております。

　毎年、様々な色の樹心祭が開催されています。

来年も地域の方々が、また行きたいと思えるよう

なお祭りを提案していきたいと思います。

　　　　　樹心祭実行委員　副委員長  大澤雅史
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