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基本理念 “病む人に心の通う　質の高い医療をめざします”
かよ

お手持ちの携帯電話でも当院の診療情報の一部がご覧いただけます。
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　平成26年１月より国立病院機構西埼玉中央病院外科部長職を拝命しました平林剛と申しま
す。平成元年獨協医科大学医学部を卒業し、東京慈恵会医科大学外科学講座に所属しており、
昨年までは東京慈恵会医科大学附属第三病院外科にて主に上部消化管疾患を専門に診療をして
おりました。
　これからの自分の役目の一つとして、レジデントに対しては患者様に対する責任感と外科医
としての判断力および決断力、技術の向上を目指して指導して参ります。また、院内他診療科
との連携をより一層深め、垣根のない医療ができる環境を整えていき働きやすい環境の下、入
院手術患者数の増加を目指して参ります。
　前職場では緩和医療チームの一員として活動し、その中で最新外科手術治療だけではなく、
緩和医療や終末期医療の大切さも感じており、緩和医療にも力を注いで参ります。
　高齢化も進む中で一人ひとりの患者様の希望に沿った最善かつ安全な医療の提供に努め、近
隣病院と連携して地域医療に貢献して参りますので、どうぞよろしくお願いいたします。

　平成26年１月１日付けで、西埼玉中央病院整形外科医長ならびに膝・人工関節センター長と
して着任いたしました北里精一朗と申します。平成10年に東京慈恵会医科大学を卒業後、整形
外科学講座に入局、以後附属病院、関連病院などで勤務しておりました。西埼玉中央病院は平
成19年１月から平成23年９月まで勤務させていただいており今回２回目となります。専門は
膝関節外科であり、東京慈恵会医科大学附属病院では膝関節班スタッフとして年間約280例程
度の人工関節手術、関節鏡視下手術や骨切り手術などに従事してまいりました。西埼玉中央病
院は、地域の中核病院としての役割が大きく、地域の病院や開業されている先生方との連携を
綿密にし、診療を行っていきたいと考えております。また、膝関節疾患だけでなく病院を受診
される患者様により良い医療を提供できるよう、日々研鑽、努力していくつもりです。どうぞ
よろしくお願い申し上げます。 

新 任 医 師 紹 介

外科部長
平林　　剛

整形外科医長
北里精一朗

新 年 の ご あ い さ つ

　新年あけましておめでとうございます。昨年は地域の方々にいろいろご不便ご迷惑をおかけいたしました
が、当院も少しずつ新任医師の補充も図り、医療体制の回復をめざして努力しております。産科医も昨年９
月に１名、本年１月から１名の補充により産科体制も強化し、２月からは人数限定で正常分娩を再開し、徐々
に分娩数を増やしてゆくことを考えています。また４月からは小児科医の補充により、まず小児２次救急の
充実を図ってゆく予定です。また常勤麻酔医の欠員により手術体制も十分でありませんでしたが、３月から
は常勤麻酔医も決まり手術体制も徐々に整ってゆくと思います。当院スタッフ、地域の実地医家の先生方、
地域の住民の方々と三位一体となり所沢地区の医療体制の充実を図りたいと思います。まだＶ字回復とは行
きませんが、匍匐前進で一歩ずつ着実に病院再建を目指してゆく所存ですのでよろしくご支援ご鞭撻お願い
申し上げます。

国立病院機構西埼玉中央病院　病院長　成宮　　学
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　去る12月５日に、地域医療連携交換会を開催いたしました。大変有意義な医療連携の会となりました。
　会では、「当院で対応可能な消化器内視鏡による診断と治療」について当院消化器科医師よりの講演および
「地域医療連携サービス（CARNA）」についてのご案内をさせて頂き、意見交換が行われました。地域の医
療機関からの患者さんのご紹介に迅速に対応し、当院で行う診療や検査が地域医療に貢献できるよう今後も
努力を続けていきたいと考えます。
　また懇親会では、ご参加頂いた方々に各医療機関の紹介や特徴をアピール頂くとともに、当院に対するご
要望等をお話しいただきました。当院職員と日頃の病診連携についての意見交換や情報交換などが和やかな
雰囲気のもと行われました。
　この会を通じ、「顔の見える医療連携」の重要性を改めて感じるとともに連携の絆をさらに強めることがで
きたのではないか考えます。
　地域医療の発展に貢献し得る講演会の開催や地域の医療機関との医療連携をより発展していくための情報
交換や意見交換の場を今後とも作っていきたいと考えます。

　平成26年１月より国立病院機構西埼玉中央病院で勤務している梶原隆義と申します。平成
22年に東邦大学医学部を卒業し初期研修を東京慈恵会医科大学附属病院で行い、平成24年よ
り東京慈恵会医科大学整形外科学講座へ所属させて頂いております。学生時代はアメリカンフッ
トボール部に所属し、日々肉体を酷使して参りましたので体力だけは自信があるところです。
西埼玉中央病院のスタッフの皆さんは大変いい方ばかりで非常に充実した毎日を送らせて頂い
ておりますが、今後も更に整形外科スタッフを始め、その他のスタッフの方々とも楽しく仕事
ができれば幸いです。
　現在は後期研修の２年目でありまだまだ若輩ではありますが西埼玉中央病院の発展に少しで
も貢献できればと思っております。自未熟な点も多いかとは思いますがこれからも宜しくお願
い申し上げます。

整形外科医師
梶原　隆義

地域医療連携交換会
地域医療連携係長　浜岡幸加子
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　こんにちは！所沢西高校吹奏楽部です。私たちは１年生27人、２年生27人の合計54人で顧問の室伏先生
のご指導のもと、「常に本気」をモットーに日々楽しく活動しています。54人と大人数ではありますが、部
員全員が家族のように仲良しです！
　先日はお招きいただきありがとうございました。まだまだ未熟な私たちの演奏でしたが、少しでも楽しん
でいただけたらとても嬉しく思います。今回、このような機会をいただき、「お客様に楽しんでいただくには
まず私たちが楽しまなければならない」ということを学ぶことができました。実際に演奏をしている時、手
拍子をしてくださった方、曲に合わせて歌ってくださった方がたくさんいて演奏している側もとても楽しむ
ことができました。特に「四季折々の歌」では部員一同笑顔で楽しく演奏ができ、お客様にも笑顔の方が多
くて会場が一つになったような気がしました。中には泣きながら聞いてくださっている方もいて、「私たちの
演奏で感動してくださる方がいらっしゃる」と、こちらも涙腺が緩みっぱなしでしたが、とても幸せな気持
ちになりました。このような経験ができたのは、たくさんの人の支えと協力があったからだと改めて実感し、
感謝の気持ちでいっぱいになりました。この気持ちを大切に、忘れずにこれからもお客様を感動させられる
ような演奏ができるよう部員一同、努力していきます。
　私たちは日ごろ、コンクールに向けて練習していますが、この演奏会を通してただ上手いだけではなく、
お客様の心を掴めるような演奏、そして私たちの思いをどう伝えるかが１番大事なんだ、ということを実感
しました。
　今回学んだことをこれから先の演奏会、発表会で生かしていきたいです。まだまだ未熟な私たちですが、
これからも変わらぬご支援、ご協力をよろしくお願いします。本当にありがとうございました。

クリスマスコンサートを終えて
埼玉県立所沢西高等学校　吹奏楽部部長　岩﨑　美歩
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《各種放射線検査・上部内視鏡の電話予約等のご案内》
　地域医療機関の先生方から、放射線・内視鏡等の検査のご予約を電話でお取り頂けます。
　当院で実施可能な放射線・内視鏡等の検査について、患者さんの手続きおよび待ち時間等の負担の軽減を図ります。
　検査が終了した時点で診断結果を的確にご報告いたします。

■提供できる検査項目
・放射線

CT
MRI MRI、MR アンギオ、MRCP
RI

骨密度測定

骨、腫瘍、甲状腺、レノグラム、脳 SPECT、
心臓 SPECT（負荷なし）

・内視鏡検査（上部消化管）
・脈波伝搬速度
・頸動脈エコー

■お申し込み方法
下記までお電話をお願い致します。担当係が迅速に対応させて頂きます。

放射線科予約
【放射線科受付】
電　話 04-2948-1111（内線 522）
ＦＡＸ 04-2948-2118

上部内視鏡検査
脈波伝搬速度
その他の検査

【地域医療連携室】
電　話 04-2948-1138（連携室直通）
ＦＡＸ 04-2948-2118

  

薬剤師　瀬川　　誠

くすりになるおはなし（17）

「くすり」を正しく飲むためには・・・・・・
　病院や薬局でもらった「くすり」は「薬袋（やくたい）」という袋に入っています。「水ぐすり」では、「薬
札（やくさつ）」をかけたり、シールが貼られていることがあります。「くすり」を正しく飲んでいただくた
めに、「薬袋」には法律で次の事項を記載することになっています。
　１．患者氏名
　２．用法、用量（「くすり」の飲み方、いつ、何錠飲むのか）
　３．調剤年月日
　４．調剤した薬局または病院、診療所などの名称および所在地
　５．調剤した薬剤師の氏名

「くすり」を受け取るとき、どんなことを確認すればいいの・・・・・・
☆まず「薬袋」に表示されている名前が自分の名前か確認しましょう。
☆１回にどれだけ飲むのか、１日何回飲むのか、何℃以上の発熱時に使うのかなど、飲み方を確認しましょう。

「くすり」によっては、説明書が同封されていることもあります。
☆調剤した薬局などの所在地や電話番号などは、「くすり」について問い合わせする時に必要となります。
☆「薬袋」に記載されている分の「くすり」が正しく入っているか中身を確認しま　しょう。（たとえば、

１回２錠、１日３回、14日分では、２×３×14＝84になります。）
☆最近ではジェネリック医薬品（後発医薬品）への変更や「くすり」の包装（表示）変更が多いので、その

場で説明をよく聞いておくと安心でしょう。

「くすり」は「薬袋」とともに保管しましょう
　「くすり」と「薬袋」がバラバラになると、飲み方を間違えてしまうかもしれません。また、「薬袋」に
調剤年月日が記載されているので、「くすり」の有効期限の目安がわかりやすくなります。

最後に・・・「薬袋」の裏面もちゃんと見ましょう！
　一般的な飲み方、保管方法などの注意事項が記載されています。
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　「にしさいたまちゅうおう」をご覧の皆さん、今回は昨年12月に発表された平成24
年国民健康・栄養調査結果についてお伝えします。
　「国民の身体の状況、栄養摂取量及び生活習慣の状況を明らかにし、国民の健康の増
進の総合的な推進を図るための基礎資料を得ることを目的として、毎年実施するものと
する」これがこの調査の目的です。言い換えると、今の世相を反映した国民の健康意識
や健康行動を毎年、統計学的に示したものです。私も地域に暮らす人々の健康に対する
意識や行動からどのような栄養支援が出来るのか？と思い、この資料を活用しています。
前年までの比較も含め、今回の結果はこうです。
１．糖尿病の疑いがある人の数は毎年増えていたが、ようやく上げ止まった。

２．肥満とやせについては40代男性の３人に１人、70歳以上の４人に１人が肥満、
　　20代女性の５人に１人はやせ。
３．野菜のとり方は、いまだにどの年代でも目標の１日350ｇに達していない。
４．毎年摂りすぎを警告される食塩摂取量は、前年と変わらず横ばいで、まだ目標値から
　　２ｇ以上離れている。
５．１日の歩数については男性が前年と変わらず横ばい、女性は減少している。
６．運動習慣については、60代以降が頑張っていて、20－30代の運動習慣者が少ない。
７．喫煙や飲酒の習慣は前年と変わらず横ばい。
８．朝食を食べない人は、前年に比べ減少しているものの、20代男性は３人に１人、
　　女性の５人に１人が朝食を食べない。年齢が上がるにつれ、朝食をきちんと食べている。
　　（果物や乳製品・菓子類だけは朝食とはいえず、欠食とみなされる）
９．47都道府県別ランキング…最も肥満傾向だった県は、男性１位長崎県、２位青森県、３位沖縄県、女性

は、１位沖縄県、２位長崎県、３位高知県。
【埼玉県の状況】
　肥満の県別ランキングは、男性27位、女性は37位。また、野菜の摂取量は、埼玉県は男女とも９位と
300ｇを超す好成績！一方、食塩摂取量は男性６位、女性は３位と悪い成績。歩数は、男性３位と健闘して
いるのに対し、女性は19位と奮わず。男性喫煙率は42位と、健康意識の高い県な方だといえる。
　どうですか？私はこの中で注目したいのは、ハツラツ老年世代と若い人の軟弱性です。ご飯も食べず、ス
マホやゲームで夜更かしなどする若者に対し、暑さ寒さに負けず、食事や運動など健康維持に努力する元気
世代！あなたはどちらを選びますか？是非、次世代を担う若者や子供達に健康習慣を身につけさせたいです
ね。最後に、今回は都道府県別での有意差はありませんでしたが「埼玉県民は塩の摂りすぎ」と言われない
よう気をつけましょう。

平成24年国民健康・栄養調査結果の概要についてはコチラ
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000032074.html

＜国民健康・栄養調査結果から見えた埼玉県民の健康意識＞

斉藤室長の健康ワンポイント講座   Part.19
栄養管理室長　斉藤　由理
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ところバス右回り７分（同上）

／

／

小手指駅南口:早稲田大学･宮寺西･箱根ケ崎駅(病院経由）
バス10分(西埼玉中央病院下車）

で

Q：普段から放射線を浴びているって本当ですか？
A：自然放射線というものがあるため浴びているのは本当です。
　自然放射線は、X線発生装置などを使って人間が作り出す人工放射線と違い、天然に存在しているので、特別な活動をしな
くても、普段の生活の中でも被曝しています。自然放射線は次の二つに分けられ、宇宙から飛んでくる放射線（宇宙線）と地
球にある天然の放射線物質からでてくる放射線があります。
①宇宙から飛んでくる放射線（宇宙線）
　宇宙線は常に私たちに降り注いでいる放射線です。宇宙線の強度は、
高度が上がれば上がるほど増すため、富士山の山頂では東京に比べて約
４倍の宇宙線になります。また、高度12000ｍを飛行する飛行機の中で
は地上の100倍以上の宇宙線になります。私たちは普段から自然放射線
として年間0.35mSvの宇宙線を浴びているのです。
②地球にある天然の放射線物質からでてくる放射線
　この放射線には、食物からの放射線、建材からの放射線、大地からの
放射線などがあります。
・食物からの放射線
　私たちが日頃何気なく口にしている水や食物を介して、放射性物質は
体内に取り込まれます。
　それにより私たちの体の組織・臓器は、極微量ですが放射線を常に浴
びています。
・建材からの放射線
　土壁やコンクリートなどの建材にはウランやラジウム、ラドンなどが
わずかに含まれており、ガンマ線が放出されています。また、ラドンの
室内への拡散には建材の湿度や密度、室内の換気の状態、壁面や天井の
塗装の条件などが影響します。したがって、建材からの自然放射線の量
はそれぞれの建物ごとに異なります。
・大地からの放射線
　大地からの自然放射線は、主に地球の誕生時から地殻中に含まれてい
る天然の放射性同位元素から出ています。この放射線は地域によっても
異なり、関西地区では放射性同位元素を多く含む深成岩が地表近くまで
迫っているため、大地からの放射線による被曝は関東地区より多くなっ
ています。参考までに日本国内と諸外国の年間大地放射線量を下の表に
しました。
　自然放射線は人体に影響を与えるほど多くなく、極微量なので心配は
いりません。
　また、単位として0.0000001Sv＝0.001mSv＝1μSvとなります。
ｍ（ミリ）は1000分の1、μ（マイクロ）は100万分の1です

放 射 線 科 Q ＆ A
診療放射線技師　菊池　　涼

表　地域別大地放射線量
地域

[国内]
大地放射線量

[mSv/y]
地域

[国外]
大地放射線量

[mSv/y]

北海道 0.25 イラン 10.2

宮城 0.33 ブラジル 5.5

東京 0.33 インド 3.8

大阪 0.47 中国 3.5

福岡 0.33 香港 0.67

沖縄 0.25 日本 0.43


