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県立東金病院
巡回市民講座
七月十六日︵日︶︑東金市
の豊成公民館で︑東金病院
主催の巡 回市 民公開 講座
が開かれました︒
この催しは︑糖尿病や動脈
硬化など の生 活習慣 病の
予防や早 期発 見の意 義に
ついて多 くの 市民に 理解
をしてもらおうと︑東金病
院のスタ ッフ が市内 各地
域の公民 館に 出向い て開
催しているものです︒

日を返上 して 普段着 のま
まの姿で 市民 の皆さ んと
触れ合う機会です︒今回も
臨床検査 機器 を用い た骨
密度や血糖値の測定︑医師
や栄養士 によ る健康 相談
など︑各専門家による趣向
を凝らし たプ ログラ ムが
組まれていました︒

この市民公開講座は︑東金
病院の生 活習 慣病療 養指
導士の皆 さん を始め とす
けんじいさんの
る病院ス タッ フによ る手
糖尿病漫談
作りのイベントです︒医師︑
薬剤師︑管理栄養士︑検査
技師︑カウンセラーや事務
プログラ ムの 目玉は 何と
スタッフの皆さんが︑日曜
いっても︑療養指導室の外

口︵とぐち︶徳美致室長の
漫談でしょう︒ぼんぼん飛
び出すダ ジャ レとモ ノマ
ネに︑会場は笑いの渦につ
つまれます︒
﹁後悔先にたたず︑患者は
後をたたず﹂﹁足に傷がつ
いても気づかない︑壊疽に
なって︑ エッ ソー！ ⁝﹂
もう止まりません︒
美川憲一︑浦辺粂子︑田中
邦衛︑芦屋雁之助︑郷ひろ
み︑アントニオ猪木︑淡谷
のり子︑田村正和︑田中真
紀子⁝︒いろいろな登場人
物が︑糖尿病予防の大切さ
を語ってくれました︒
外口さんによると︑笑いは
体に良い と医 学的に も証
明されているそうで︑笑っ
た後に血 糖値 を測る と値
が下がっ てい るんで すっ
て︒
で︑出てきた台詞は﹁着る

ものがな いと きには 笑い
ましょう︑笑うかどにはフ
ク来たる﹂
︒
﹁一人で も少 なくし よう
糖尿病！ ひと りでも コン
トロール を良 くしよ う糖
尿病！﹂みんなの心がひと
つになりました︒

内科の小 林一 貴医長 は今
回が初参加︒講演では︑﹁今
の日本に暮らす我々は︑お
腹いっぱ い食 べては いけ
ない︒足りないお腹とつき
あいながら︑良い食生活を
習慣にしましょう﹂と訴え
ていました︒

ちょっと怖いお話・・・

平井愛山院長からは︑心筋
梗塞につ いて のちょ っと
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怖いお話がありました︒山
武は他の 地域 に比べ て血
管の中に カル シウム が溜
まってカ チカ チにな って
いる人が多いそうです︒だ
から︑この巡回講座でも血
管の硬さ を測 ること に力
を入れているとのこと︒
今回の測定でも︑かなり深
刻な状態 の方 が何名 か見
つかりました︒
﹁いやー︑大変なことにな
っちゃったよ﹂と頭を掻く
のは七十九歳の島田さん︒
血管の硬 さは 一二〇 歳ぐ
らいと平 井先 生に診 断さ
れたのです︒﹁さっそく明
日︑東金病院に行くことに
したよ﹂
︒
そして︑大網白里町から来
たという伊原さん︵五十三
歳・女性︶は︑
﹁自分の体
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は自分で 守ら なきゃ いけ
ないと思いました︒予防と
いう意味 で非 常にい い催
しでした﹂と満足そうでし
た︒
最後に︑
﹁マツケンサンバ﹂
の替え歌︑外口さん作詞と
振り付けの﹁糖尿散歩﹂を
みんなで踊って︑気分も体
もすっき り！ 東金 病院
の皆さん︑本当にお疲れ様
でした︒

けんじいさんから皆様へ
暑い中大勢の皆様にお集ま
りいただきありがとうござい
ました︒糖尿病は︑自分では
気づかず検査をしなければわ
からない病気です︒症状が出

ります︒友人や家族から首が

イラして落ち着きがなくな
東金病院 発

腫れているといわれ︑かかり

るときには血糖値がかなり高
くなってしまっております︒

ひとくち健康情報︵１︶

つけ医を受診したところ︑甲

状腺ホルモンが増えている

んでいただこうと今回は足も

民公開講座︑市民の皆様に喜

立ち始まった東金病院巡回市

んか︒

といわれたことはありませ

いるので検査をしましょう﹂

健康診断で﹁甲状腺が腫れて

も多いのですが︑更年期前後

出産後に発病・増悪すること

この病気は若い女性に多く︑

甲状腺の病気について

合併症もかなり進まないと症
状がでないやっかいな病気で
す︒もはや病院で︑皆様を待

みの皆様のご参加もいただき

また︑バセドウ病という言葉

で発症する方もおり︑小児か

ことがわかり︑専門医へ紹介

ました︒今後もこのように地

をお聞きになったことがあ

ら高齢者まで幅広く分布し

っている時期ではないと思い

域あげての活動になっていけ

る方も多いと思います︒

されることが多いようです︒

たら最高だと思います︒生活

ろ薬物療法︑手術療法︑アイ

ています︒治療は現在のとこ

甲状腺はくびの前方︑のどぼ

９月１０日（日）１３：００〜

九十九里町中央公民館

※ １０月以降の予定は以下にお問い合わせ下

さい。

問合せ先：千葉県立東金病院事務局医事経営班

電話：０４７５−５２−８１５２

甲状腺ホルモンがどんどん

バセドウ病はじめ︑甲状腺の

院として認定されました︒
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習慣に対する意識の和を大き
く拡げ健康な東金市づくりに

ら選択されます︒バセドウ病

ソトープ療法の３つの中か

甲状腺ホルモンを分泌して

は悪い病気ではなく︑きちん

とけのすぐ下あたりにあり︑
いる臓器です︒

と治療すると良くなります︒

陳代謝を活発にする大切な

増えてしまう病気がバセド

病気のことでご心配な方は

ホルモンです︒

ウ病です︒バセドウ病にな

どうぞお立ち寄り下さい︒

ることもあります︒またイラ

す︒いくら食べても体重が減

たり汗が出るようになりま

と動くだけでもドキドキし

ると︑脈が早くなり︑ちょっ

内分泌学会専門医の教育病

東金病院はこの４月に日本

甲状腺ホルモンは全身の新

貢献できればと思います︒
けんじいさんこと 外口

千葉県立東金病院 巡回市民講座

