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地域を結ぶ医療情報誌
か け は し

医療法人社団千手会 〒７２９-５１２１
広島県庄原市東城町川東１６３番地７

TEL（０８４７７）２-００２３
FAX（０８４７７）２-３９５０

電話予約 ８：３０ ～ ９：３０（午前診療のみ予約できます）
携帯サイト予約 ９：００ ～11：20 ／ １５：００～１７：００
★正面玄関は午前7時30分に開きます ★日曜・祝日は休診です

瀬尾医院
予約して待たずに病院へ

アイチケット 検索

診療予約が可能です
9:00～11:20
15:00～17:00

瀬尾医院 ウェブサイト

httpｓ://www.seoiin.jp
* ※ 職員・教室ブログ

随時更新しています

診 療 科 :内 科 / 消化器内科 / 放射線科
各種検査など:胃カメラ / 大腸カメラ / CT / 大腸CT / MRI / 各種エコー / 骨密度検査DXA

:人間ドック・各種健診 / 生活改善のためのサポート(栄養指導) / 健康教室 / 禁煙外来
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診療時間 月 火 水 木 金 土 日

○ 休

○ ○ ○ 休 ○ 休 休

○
12:30まで

○
12:30まで

午前9:00～12:00

午後3:00～6:00

○ ○ ○

スタッフ紹介事 務 部 だ よ り
～ 年に一度は健診を受けましょう ～

ほそかわ 志保子

２０２２年

癒しの空間

春を迎え「架け橋第９５号」を

発行することができました。
旧暦で「卯月」と呼ばれる４月ですが

「卯の花が咲く月だから」「十二支の４番
目が「卯」だから」といった説があるそう

です。
うさぎにちなんだ諺に「うさぎの登り

坂」というものがあります。うさぎは前足
よりも後足が長いため、登り坂を走るのが
得意で坂を勢いよく登ることができ、得意
分野で実力を発揮する場面で使われます。
そのことから、物事が調子よく進むという
意味でも使われています。
新型コロナウイルス感染症も、とんとん

拍子に万事解決することを切に願うばかり

です。

かぐわしい沈丁花の香りが春の訪れを告げる季節となり、真新しい制服やランドセルの新入
生を見かける時期になりました。その初々しさに、私たちも晴れやかでうれしい気持ちに
なります。
新年度を迎え、瀬尾医院も各種健診・人間ドック・フレイルドックに力を入れておりま

す。また、今号にはオプション検査のおすすめ記事を掲載しておりますのでご覧くださ
い。
ワクチンの接種が始まってコロナ収束の期待が高まってきているとは言え、

まだまだ気を緩めないように引き続き手洗い・うがい・マスク着用をし、体調
管理に気をつけましょう。

庄原市国民健康保険

お年は？ 保険証は？

３５～７４歳

社会保険

【庄原市ドック】

庄原市からの

案内文書をご

覧いただくか

市へお問い合

わせください
【当院のドック】

【院内ドック】 【フレイルドック】
年齢制限はありません ７５歳前後の方や身体機能低下

が心配な方におすすめ

・充実した健診項目 ・筋肉量や握力などの測定
・詳しく検査ができます ・運動機能がわかります

・オプション検査選択可能
※その他、特定健診・定期健診・各種健康診断もお受けいただ
くことができます。パンフレットもございます。

保険組合

のドック

一部の保険

組合では被

保険者と同

じコースで

の受診も可

能です

７５歳以上 本人（被保険者）家族

お勤めの
事業所へ
ご確認く
ださい

編 集 後 記



町の声インタビュー

ほそかわ やすし

院長 細川 鎮史

Ｑ：あなたにとって、かかりつけの当院はどのような存在ですか？

Ｑ：当院に期待するところを教えてください。

私のかかりつけ医院は「瀬尾医院」であり、日頃から健康に関することを
なんでも相談でき頼りになる存在であります。先生から病気の症状、治療法
などについての的確な診断や看護師さんをはじめ職員の皆さんの「患者さんに
対する思いやりの心」を持った接遇にいつも安心感をいただいております。
また、人間ドックも毎年受診しておりますが、鼻からの内視鏡検査はとても

スムーズで毎回安心して検査を受けております。
ホスピタル（病院）は「もてなす」という語源から生まれたそうであり、病院は医療を求め、

悩める人が集まるところであるため、その施設は心暖まり安らぐ空間が必要であると言われてい
ます。これまでの病院といえば、白っぽく冷たい印象であることが多かったようですが、貴医院
は明るく暖かみのある環境であると感じています。これからも地域に密着し地域の人々が少しで
も長く地域で生活できるよう健康サポートをしていただきたいと思っております。

ドックオプション検査の感想をいただきました

今回はＤさんに腫瘍マーカーセット検査の感想をいただきま
した。
Ｄさんのお母様はがんでお亡くなりになり、Ｄさん自

身もがん検診を受けた方が良いのか、またどこでどの機
会に受けたらよいのかと思案されていました。
以前、当院での人間ドックの際にがん腫瘍マーカーセ

ットのオプションがあることに気付いておられましたが
「どのようなものだろうと思っていた」そうです。
今回の健診の際には職場の看護師さんに相談して受け

ることにされました。決め手はやはりお母様をがんで亡
くされたこと、子育て真っ最中のご自身がこれからも健
康でいるために受けようと思われたこと、でした。
結果が分かるまで不安はありましたが、実際に受けて

みられて「採血だけで済んで良かった」「もしも早期発
見されれば治療の選択肢が広がるのでは」と思われたそ
うです。
Ｄさんが当院に期待することは、今後も誰もが安心し

て通院できる雰囲気の病院であって欲しいということで
した。

小林 明宗さん

コロナ禍の中、大変なご苦労があると思いますが、地域住民との信頼関係を継続され、これか
らも子供から大人まで世代を問わず、地域の健康を支えてもらいたいと思っております。

腹部エコー検査について 一部変更のお知らせ
新年度から腹部エコー検査を内科医師に加わる形で田口敦子臨床検査技師

も担当いたします。田口技師は日本超音波医学会認定の超音波検査士（消化
器領域）の資格を有しており、超音波検査の経験を積んでいます。
今後当院の腹部エコー検査では医師だけでなく、臨床検査技師とのチーム

医療を行うことで迅速な検査と最適な医療を提供できるように日々努めてま
いりたいと思います。
患者さまならびにご家族の皆さまにはご理解とご協力をお願い

申し上げます。

息切れがする 肺機能検査

脈がよく乱れる
ＢＮＰ検査

（心臓からの分泌ホルモン）

残尿感、尿の出が悪い
※男性の方のみ

前立腺がん
腫瘍マーカー

季節の変わり目になると
鼻水、くしゃみが出る

アレルギー検査
（春夏・秋）

自覚症状 おすすめの検査自覚症状 おすすめの検査

頭痛、めまい、手足のしびれ 頭部МＲＩ検査

咳が続く 胸部ＣＴ検査

胃痛、胃もたれ、胃炎 ピロリ菌抗体検査

光が眩しい、目がみえにくい 眼底、眼圧検査

左右の関節が動かしにくい
朝起きて手や足がこわばる

リウマチ因子

各種人間ドック オプション検査の選び方

女性におすすめの検査

骨密度測定
※骨密度の低下は更年期の女性だけでなく、過度なダイエット経験
がある若い女性にも増えています。

リウマチ因子
※リウマチの発症は３０～５０代の女性に多く、男女比は１対３～４
となっています。

高血圧症、脂質異常症、
糖尿病の方に
おすすめの検査

頭部ＣＴ 内臓脂肪面積測定 脳梗塞リスクマーカー
頭部МＲＩ 眼底検査 血圧脈波測定

がん疾患が気になる方に
おすすめの検査

ＣＴ 腹部超音波 腫瘍マーカーセット（詳細は右ページをご参照ください）
アミノインデックスリスクスクリーニング
※男性５種類 胃がん、肺がん、大腸がん、すい臓がん、前立腺がん
※女性６種類 胃がん、肺がん、大腸がん、すい臓がん、乳がん、

子宮がん・卵巣がん

たばこをお吸いになる方、
受動喫煙が心配な方

胸部ＣＴ 肺機能検査 脳梗塞リスクマーカー

男性におすすめの検査
前立腺がん腫瘍マーカー
※前立腺がんは５０～６０歳ごろから高齢になるにつれて羅患率が
顕著に高くなります

オプション検査の中には当日でも追加できるものもありますが、
ご希望の方は事前に当院までお申し込みください。

令和３年度が終わり、新たな年度が始まります。ほとんどの健診事業
は、４月から開始します。
令和３年度も多くの方に健診・ドックを受けていただくことができまし

た。高血圧症や糖尿病などの生活習慣病の治療が必要になった方もいらっ
しゃいます。そして健診でもうひとつ大事な点はがんの発見です。この１
年、耳鼻咽喉科領域（咽頭・喉頭）・食道・胃・大腸・泌尿器科領域（腎
臓・膀胱）・肺などの臓器で診断することができました。皆さん健診を受
けておられないと発見できていなかったと思います。もちろん発見の困難
な臓器もあります。また、健診が必要ないという意見もあります。しか
し、実際に行なっている側としては受ける意義はあるのではと思っており
ます。皆さん何らかの形で健診を受けていただければ幸いです。

【腫瘍マーカーについて】

消化器系腫瘍マーカーセット
すい臓がん、胆のうがん、
肝臓がん、大腸がんなど

婦人科系腫瘍マーカーセット
乳がん、子宮がん

肺がん腫瘍マーカーセット
肺がん

前立腺がん腫瘍マーカー
前立腺がん

健診・ドック ～必要かも～

（追記）４月８日（金）・９日（土）、定期的な検査受診のため休診させていただきます。
よろしくお願いいたします。


