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糖尿病は…

糖尿病の代表的な合併症…

世界の糖尿病患者の数は 3 億 8666 万

し   め  じ


人（2014 年国際糖尿病連合（IDF）調べ）

末梢神経障害  網膜症  腎症 


おり、特に日本を含む西太平洋地域はも


っとも多いとの統計があります。

糖尿病はインスリン作用不足による慢性



の高血糖状態を主徴とする代謝の病気で

糖尿病性腎症

す。代謝障害が軽度である場合には、ほと

糖尿病患者さんの 30～40％は腎症にかかって

んど症状は気づかれずに、長い間放置さ
れてしまうこともあります。このため、治
療が遅れ病気が進んでしまうことで、合
併症が発症するケースもあります。

腎臓のはたらき…
腎臓は、心臓から送られた血液をフィルター
のようなもので濾すことによって、血液中の
老廃物や余分な水分をおしっこにして身体
の外に捨てることができるはたらきをもっ
た臓器です。そのほかにも、体液量やミネラ
ルバランスの調節、血圧のコントロールなど

いると考えられています。また糖尿病性腎症は



日 本 の 透 析導 入 患 者の 原 因 疾 患 の 第 一 位

42.5％（日本透析医学会 2017 年調べ）となっ
ています。
糖尿病性腎症の症状
初期段階では無症状であるために、気づきにくいです
が、血圧が高めの方が多いと言われます。続いて、浮
腫（むくみ）が現れます。はじめは下肢から始まり、
進行してくると徐々に全身に現れるようになります。
腎不全の状態になると食欲不振や全身のだるさ（全身
倦怠感）など尿毒症状になっていきます。

の機能がありますが、腎不全を起こすと、血
液をきれいにするはたらきが機能しなくな
り、全身の状態に大きく影響します。

透析とは…
腎臓の一部の働きを人工的に補助する治療
方法です。腎臓の機能が低下し、末期腎不全
となると透析療法や腎移植を行わないと生
命の維持ができなくなります。

「腎機能が低下している」
「クレアチニン（Cr）の値が悪い」
などの指摘を受けたことのある方は・・・
当院泌尿器科外来にご相談ください。
（人工透析の相談もできます）

泌尿器科外来   

月曜午前 火曜午後

糖尿病相談 内科外来 月～金（内科外来の紹介参照）

当院の内科外来では、主に一般内科を中心にして循環器内科、呼吸器内科、消化器内科を専門とする医師
の診療を行っています。また、めまい・物忘れ外来のご相談に応じる外来もあります。今回は糖尿病の相談
に対応している外来について紹介いたします。
▷最近のどが渇いたり、尿の量が多いかも…。▷健診で +E$F の値

＜こんな方は…ご相談を＞

が高いって言われて…。▷最近、だるくってなにもしたくない…。

     
医師による定期的な血糖、+E$F の

        

＜多胡医師外来＞

測定や処方管理のほか、糖尿病療養

                         午
 前
 ：
 火
  木
 金
    指導士もインスリン注射、血糖測定

午  後 ： 月

の指導や栄養指導など、患者さまの
ご相談に応じています。


良好な血糖コントロールを保つ

＜相川医師外来＞

ことが大切です。薬物療法だけ

午 前 ： 月 火 金

ではなく、食事療法、運動療法

午  後 ： 水

とをバランスよく実践すること



で合併症を防ぎましょう！

糖尿病療養指導士に相談できます

糖尿病連携手帳を活用！
公益社団法人日本糖尿病協
会が発行しているもので、
患者さまと関係する医療機
関とが、情報を共有し、ス
ムーズな連携を図るための

栄養指導

大切なツールです。

生活習慣病の改善から手術後の食事管理
糖尿病連携手帳より

患者さまを中心に様々な職種や、他院等との連携で
質の高い糖尿病診療を目指しています

まで！幅広く対応できます♪

お問合せは… 地域医療連携課まで
他院かかりつけの方はお電話ください



～

センターよりお

らせ～



外来診療とは別のフロアにて、
ゆったりと、くつろいだ雰囲気のなかでご受診いただけます

みなさまのお勤め先（事業所）の雇い入れ時健診、定期健診、夜勤者検診などお気軽にご相
談ください。
４～6 月は他の月よりも比較的ご予約が取りやすくなるオフピークの時期です。どのよう
な「けんしん」をお受けになるかご検討いただき、お早めのご予約をオススメします。
(秋以降、3 月までは混みあうことが多く、ご希望の日程でのご予約が取りにくくなります)

★ 「けんしん」の３つの種類 ★ 
健診…

より全体を知るためには人間ドックがお勧めですが、


健康かどうか、病気の危険因子があるか否かを診察、

何をお知りになりたいかで健診、検診を選んでいただ

各検査で確かめること。いわゆる健康診断、特定健診
      

いて構いません。

など

ただ、検査結果で異常を指摘されても自覚症状がない

検診…

ために、受けたことで満足されてしまう方も多いのが




特定の病気にかかっているか否か調べること

現状です。結果で指摘されたことを実践して初めて健
康が保たれます。当院でも健診、検診、人間ドックを

人間ドック･･･


身体各部位の検査を受けて異常や健康度などをチェッ

行っております。健康維持のために是非ご利用くださ

クすること。簡単にいうと、健診と検診を組み合わせ
          
充実させたもの

い。

 

人間ドック健診専門医 健診部長 吉岡輝史

お問合せ・ご予約は… 健診担当まで



～訪問リハビリチームに作業療法士

言語聴覚士を加え 5 名体制に～

TMG 宗岡中央病院では、2016 年から訪問リハビリテーションを提供しています。この春スタッフを増員
して新体制で、パワーアップします。



 通院が大変な高齢の方や障害がある方は・・・
病院を退院し、ご自宅に戻ることができたとしても、環境が変わることで、入院中よりもリハビリテー
ションを続けにくい状況になりがちです。

そんな方は・・・
介護保険を利用することで、当院の経験豊かなリハビリテーションの専門スタッフがご自宅にうかがっ
て「訪問リハビリテーション」を行うサービスを受けることができます
※詳細は個別にご相談ください

訪問リハビリ

３つのメリット

✔ 住み慣れた わが家での暮らしができる

✔ 生活のリズムや趣味など そのひとらしい暮らしができる
✔ 安心、安全な暮らしができる

ご自宅での療養生活をサポートします！
生活活動を支える手のリハビリ

移動や歩く能力など

作業療法士（OT）

理学療法士（PT）

足

手
くち
飲み込み、ことばのリハビリ
言語聴覚士（ST）

訪問対応ができるおもな地域は・・・

お問合せは

・上宗岡 中宗岡 下宗岡など志木市全域

訪問リハビリテーション【専用ダイヤル】

・水子 水谷 水谷東 榎町 東みずほ台
・鶴馬 1～3 丁目 貝塚などの富士見市 
宮戸 朝志ヶ丘 西原 北原など朝霞市
（上記のほかの地域…ご相談ください）

TMG 宗岡中央病院

☎ 048-476-2635
受付時間 8：30～17：00

地域医療連携とは
ひとつの病院やクリニック、介護サービス事業者等では行うことができない専門的な診療やサービスを、
地域全体でお互いに連携し合いながら効果的に、それぞれの機能（得意分野）を分担することをいいます。
「患者さま紹介窓口」は、地域医療連携課スタッ
フが行っています。

＜患者さま紹介窓口でご相談いただける主な内容＞

病院の機能や特徴を、地域の方に知っていただ

転院・入院診療の相談/外来受診の相談

く、広報活動も地域医療連携課の大切な仕事の一

人工透析治療の相談・ご依頼

つです。今回は、志木市の健康ポイント事業に協

リハビリテーションのご依頼

力していること、オレンジカフェについてご案内

検査紹介のご依頼/退院支援・調整

いたします。

健康寿命のばしマッスルプロジェクト

オレンジカフェ
「むねおかファミリー」

志木市いろは健康ポイント事業

「あるこう！かざすくん」設置
 歳以上の志木市民を対象（事前登録要）に
携帯端末をもって歩いた歩数や、健診を受診した際
のポイントを集計して、商品券をもらえる健康事業
があります。当院では、地域連携活動の一環として
この事業に協力しています。

TMG 宗岡中央病院では、2018 年から『オレ
ンジカフェ むねおかファミリー』を開催して
います。オレンジカフェは認知症カフェとも言
われ、認知症に関するちょっとした知識を学び
つつ、時には体操をしたり歌をうたったりしな
がら楽しく過ごす場です。くつろいだ雰囲気で
お茶を飲みながらおしゃべりができます。認知
症に興味のある方、相談したい方、お茶とおし
ゃべりを楽しみたい方、どなたでもご参加・出

「あるこう！かざすくん」
は玄関入って左手、

入りが自由です。


 健診エリア手前
「電話コーナー」に
設置しています

奇数月の第 3 土曜日 14 時に開催
（5・7・9・11・1・3 月）

詳しいお問合せ、お申込み相談は…
志木市役所健康政策課まで
☎：048-473-1111（内線 2472）
http://shiki-iroha-health-point.com/

お友達やご近所の方とご一緒に
もちろんお一人でも！
（参加費 100 円・事前申込不要）

糖尿病レシピ紹介



肉をムネ肉に変えることで
さらにカロリーダウンできますよ♪

肉を蒸すため、低カロリ
ー。香味野菜の風味で減
塩効果！野菜もしっかり
摂れる、満足感のあるメ
ニューです。

＜蒸し鶏＞ 



カロリー125kcal

たんぱく質 14.4ｇ 炭水化物 6.7ｇ 塩分 1.4ｇ

材料(2 人分)







・鶏モモ肉（皮なし）･･･････120g

・塩、料理酒･････････少々

・トマト･･･････････････1/2 個

★みそ･･･････････････小さじ 1 杯

・もやし･･

★ねり胡麻（白）･････小さじ 1 杯

1/2 袋

・水菜･･････････1/4 袋

★醤油･･･････････････小さじ 2 杯弱

・にんにく、長ネギ、生姜･･････少々

★酢･････････････････小さじ 1 杯

energy203k 化 l


作り方
① もやしは洗って鍋にしき、もやしがひたひたになるよう水を入れ、その上に塩・料
理酒を振った鶏モモ肉を乗せ、ふたをして中火で 10 分程度蒸し、中まで火を通す
② トマトは薄くスライス、水菜は 3cm 位の食べやすい長さに切り、にんにく・長ネギ・
生姜はみじん切りにしておく
③ ★調味料を合わせ、みじん切りにしたにんにく・長ネギ・生姜を加える
④ トマト、もやし、水菜を盛りつけその上にスライスした鶏モモ肉をのせ、③のたれ
を上からかけたら出来上がり


【病院概要】
病床数：100 床・人工透析ベッド 13 床
［一般急性期 60 床（地域包括ケア病床含む）、回復期リハビリテーション病床 40 床］
人間ドック・各種健康診断実施医療機関・二次救急指定医療機関



【診療科目】

  


内科・外科・整形外科・泌尿器科・小児科・リハビリテーション科

【外来受付時間】
午前 受付（月～土） 8：30～12：00（診察開始

9：00）

午後 受付（月～金）13：00～16：30（診察開始 14：00）
  
   

 ※受付時間は、曜日・診療科により異なります。
詳細は、総合受付で配布している外来診療担当医師表、または、ホームページをご覧下さい。



ゴールデンウイーク 外来診療のお知らせ

★4/30、5/2 は通常診療を行います



（金）

午前

通常診療

午後

午前
午後

（土）
通常診療
救急体制

（日）

（月）

（火）

（水）

救急体制

救急体制

通常診療

救急体制

（木）

（金）

（土）

（日）

（月）

（火）

通常診療

救急体制

救急体制

救急体制

救急体制

通常診療

※4/30、5/2 は一部診療科が代診となる場合がございます。詳しくはお問合せください。

医療法人社団 武蔵野会

TMG 宗岡中央病院

所 在 地  埼玉県志木市上宗岡 5-14-50
電話番号  048-472-9211






