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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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7 階 病 棟 紹 介

　７階病棟は、新病棟の最上階にある外科の混合病棟です。
　医師５名、看護スタッフ28名が明るい笑顔と元気の良さをモットーに働いています。
　患者さんの年齢も病気も幅広く、手術を受ける方だけではなく、抗癌剤などの化学療法を受ける方、内視
鏡治療を受ける方など、年間に1200人以上の方が入院してこられます。
　病室内は、最上階なので日当たりが良く、ロビーから見える富士山は圧巻です。一日・四季を通して様々
な表情の富士山が見られます。天気のよい朝はスカイツリーも垣間見ることができます。眼下に緑の木々が
広がり、闘病生活の一時の癒しとして人気があります。
　消化器悪性疾患の患者さんが多いため、皮膚・排
泄ケア認定看護師も配置されており、癌性疼痛や緩
和ケア認定看護師、薬剤師、栄養士、心理療法士な
どの職種が一つのチームとなり、身体的な苦痛だけ
でなく、精神的なケアもチームで関われるよう毎日
カンファレンスで検討し、実践しています。また、
患者さんだけでなく、ご家族の状況も視野に入れ、
心のこもった温かい看護・医療が提供できるよう心
掛けています。

　2013年９月１日付けで、独立行政法人･国立病院機構・西埼玉中央病院に赴任いたし
ました産婦人科部長の小林久晃です。
　専門は超音波診断学とくに産科領域と、レーザー治療などのMEです。＇84に防衛医大
を卒業し、同医大で研修を受けてから、久々に所沢に戻ってきました。
　産科の診療を事実上停止している西埼玉ですが、すでに来年２月より月10件の正常分
娩を再開し、５月以降はそれをさらに50件程度に拡大する予定で動き出しています。
　いずれはNICUも再開して最盛期、もしくはそれ以上の地域周産期センターへと復活を
図りたいと考えています。
　当院産科再開に関しては周辺地域の期待も高く、スタッフの充実さえ図られれば、程
なく以前の状態に戻れそうな手ごたえを感じています。未だ不十分・不確定な部分も残
していますが、よろしくご支援のほどお願いいたします。

新 任 医 師 紹 介

産婦人科部長
小林　久晃

「７階病棟」

看護計画を真剣に話し合ってます！
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　９月３日（火）に所沢市中央消防署三ヶ島分署の署員立ち会いのもと、消防訓練を実施いたしました。
　今回も夜間の火災発生を想定し、勤務者が少ない中での初期消火及び通報連絡、避難誘導等の訓練を行い
ました。
　当日は、午後３時に３階病棟の火災報知器発報から訓練が始まり、消防署への通報、消火器での初期消火、
模擬患者20名（担送２名、護送４名、独歩14名）の避難誘導、屋内消火栓による模擬放水訓練を行い、各
病棟から本部への在院患者等の報告を行うという流れで行いました。
　模擬患者の避難については、毛布を使った避難や、避難用すべり台を使用した訓練も行いました。
　最後に、消防署員による消火器の取り扱い指導を行っていただき、講評をいただきました。
　全体的には大きな問題や指摘もなくうまくいったように思いますが、いろいろと課題等も見つかりました
ので、次回の訓練に生かしていきたいと思います。
　今後も定期的な訓練を実施し、職員の防火・防災についての意識の向上に努めていきたいと思っております。

お知らせ

正常分娩の予約を再開します

消防訓練の実施について
庶務班長　横内　史泰

分娩予定日が平成26年２月１日以降の方対象

当面の間、予約は月10人までです。

詳しくは医事窓口へ
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　診療情報管理士とは患者様が診察を受けた時に医師が記載するカルテや採血・レ
ントゲンなどの検査結果、患者様の手術記録、など様々な患者情報を管理する事が
主な仕事です。当院では様々な業務で５名の診療情報管理士が働いています。

　診療情報管理士は患者様と接することは極めて少なく、
表舞台に立つ仕事ではありませんが、安全な医療を提供
し、病院が健全に経営できるように、そして患者様が安
心して治療を受けられるように専門的な立場でサポート
する医療の現場になくてはならない存在なのです。　
　近年ではDPC制度やがん登
録制度が始まり、医学的知識
に強いとされる診療情報管理
士の活躍の場が増えつつあり
ます。

①　カルテチェック・・・入院患者様のカルテのチェックを行います。不備があったらそれぞれの担当
に確認し訂正を依頼しますので、どこで情報が発生しているか様々な病院の知識が必要です。

診療情報管理士の誓い　（日本診療情報管理士管理学会より抜粋）
１．私達は、診療情報管理に関わる法令や諸規則を遵守し、誠実に業務を遂行します。
２．私達は、個人の権利を尊重しすべての診療情報を差別することなく安全に管理します。
３．私達は、プライバシーの保護を徹底し職業上、知りえた秘密を絶対に漏らしません。
４．私達は、診療情報を目的外に利用すること、事実を覆い隠すこと、また事実と異なる改変をする
ことを受け入れられません。

５．私達は、診療情報を科学的に活用し、真に患者のための医療に役立てることを目指します。
６．私達は、常に研鑽を積んで専門的能力を高め、他の職種との協調・連携に努めます。
７．私達は、診療情報管理士としての自覚と誇りをもって責務を全うします。

②　ライブラリー・・・大切な患者様のカルテは紛失のない様に、決められた場所に保管・管理し、必
要な時にすぐに貸し出せる様に準備しておきます。個人情報を取り扱う業務なので正確性が必要です。

③　データの統計と分析、活用、管理・・・電子上に保存されているすべての患者様の情報（検査情報、
手術情報、治療薬の情報等）とコーディングを行ったＩＣＤから統計データを作成します。病院に
通院する患者様の傾向がわかったり、経営に無理やムダがないかを把握したり、役立てる方法は様々
です。また蓄積したデータを国の研究所に提出することもあります。

診療情報管理士という病院職業を知っていますか？
診療情報管理士　森　　節子

当院の診療情報管理士の業務を3つご紹介します。
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　「にしさいたまちゅうおう」をご覧の皆さん、いつもご愛読ありがとうございます。

秋も深まり、行楽の季節ですね！ 栄養指導でバス旅行の話をする事もあります。バス

に乗り込むと、まずは友達と持ち込み菓子の交換会が始まり、各自のビニール袋がいっ

ぱいになります。早朝発の慌ただしさで、朝ごはん代わりにおにぎり持参の友人からお

すそ分けに１つ頂くシーンも…。

　高速道路での休憩は、トイレの帰りにフランクフルトや焼き団子を１串立ち食い。

　観光地では昼食後、試食販売を物色。おみやげ購入の品定めです。さあ、お楽しみの

温泉。湯上がりはソフトクリームをみんなでまた。

　そして、おみやげのお目当ては温泉まんじゅう。できたての試食は格別。トイレ休憩

の帰りにまた試食がてら、おみやげを追加購入。ついでにレジ前のアツアツ肉まんやポテトフライもバスで

食べましょうよと購入。「甘いものの次は辛いものよね！」とニッコリ。

　食欲の秋は、いつもより財布のヒモも緩みがち。少しずつ回数を分けて食べている事、団体行動である事

が食べ過ぎ行動に陥るポイントです。

　誰もがおごりおごられの環境で「この辺で止めておこう」の気持ちは薄らぎ「せっかくの旅行を楽しみたい」

「お友達に気を遣わせたくない」などの気持ちが働きやすいようです。 

　栄養指導では、おみやげの考え方について話します。

　具体的に行先別のおみやげ選びを考えてみます。草津なら玉こんにゃくや下仁田ネギ、伊豆ならワカメな

ど海産物。「温泉まんじゅう」以外の食べ物もある事を話します。食べ物以外だと、寄木細工や草木染めなど

民芸品もあります。 

　しかし、旅行好きな方はお友達も旅行ファンが多いようで、おみやげの行き来が盛んに行われている方が

おられます。「好きな人に甘いものは集まる」原理で、温泉まんじゅうを繰り返し召し上がる食事記録を目に

します。お盆や彼岸の帰省みやげも同様パターンですね。おみやげが良く届くお宅は、同様の菓子類を差し

上げる方が家族内に必ずいます。そのキーマンとなる方へうまく伝える方法も伝授します。

　このような行動パターンを認知し、変更できるきっかけを患者さんと共に考えていく事を栄養指導で心が

けています。

　食事をとらず、甘いものばかり食べていては健康に悪い事など当たり前な話です。それを「止めろ」だけ

で片付けられない難しさが食べ物だと私は考えます。栄養指導では「止めるガマ

ン」だけでなく、これなら食べても大丈夫というおすすめ食べ物も提案します。

食事の事でお悩みの方やそのご家族様、１度栄養指導を受けてみませんか？小さ

な１歩が大きな１歩へと踏み出せるかもしれません。

＜楽しいバス旅行！陥りやすい食べ過ぎの落とし穴はコレ＞

斉藤室長の健康ワンポイント講座   Part.18
栄養管理室長　斉藤　由理
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Q：CT検査、MRI検査の違いは何ですか？
A：それぞれの検査について簡単にお話します。
CT検査とは
　コンピュータ断層撮影法（Computed Tomography）の略です。身体にX線を照射し、通過したX線量の
差をデータとして集め、コンピュータで処理することによって身体の内部を画像化する検査です。
　X線は、肺のように空気のたくさんあるところは通過しやすく、骨は通過しにくいという性質を有してい
ます。そのため、身体の組織や臓器によってX線の透過しやすさ（透過性）は異なり、この差を利用して画
像を作りだすことができるのです。CT検査によって病変が描出されるのは、X線の透過性が病変と正常部位
とで異なるからです。

MRI検査とは
　磁気共鳴画像（Magnetic Resonance Imaging）の略語で、磁気と電波を利用して、あらゆる断面の画
像を得ることができる撮像方法です。MRI検査の原理は、まず強い磁気の中で体に外から電波を加えます。
これにより、体内の水素原子が共鳴し、共鳴した水素原子から発生した微弱な電波が信号となります。MRI
装置はその信号を受信してコンピュータにより画像化する装置です。
　検査は、狭いトンネルの中に入って行います。その時、連続的にトントントンという大きな音がします。
これは大電流が流れたり切れたりすることによって磁場にかかる力が変化し、装置内のコイルが振動してい
る音なので安心してください。また、MRI検査は磁力と電波で検査を行うのでX線を使わず、放射線被曝は
ありません。

放射線科Q＆A
診療放射線技師　菊池　　涼

腹部単純CT画像 腹部単純MRI T2強調画像

《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
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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

  

薬剤師　瀬川　　誠

くすりになるおはなし（16）

あなたは、このマーク、見たことがありますか？

「くすり」のシートに印刷されているマークです。

「くすり」の包装シートの誤飲事故・・・まさか、自分が！
◎国民生活センターによると、1998年以降「くすり」を包装シートと一緒に飲み込んでしまい、のどや食

道などを傷つけたという事故が毎年約10件前後報告されています。

◎「くすり」の包装は、プラスチックにアルミなどを貼り付けたPTP包装シート（Press-Through-Package）
と呼ばれるものが現在、主流となっています。最近では、錠剤と一緒にPTP包装シートを誤飲してしまう
事故を防ぐために、PTP包装シートのミシン目が一方向のみとなり、１錠ずつ切り離せないようになって
います。

◎誤飲の事故は、高齢者が約８割を占めていますが、若い人や小児でも発生しています。原因は、「つい、
うっかり」が多いようです。たとえば、「出かけるために、あわてて服用した」、「テレビを見ながら服用
した」、「暗い部屋で服用した」などです。

◎PTP包装シートを誤飲すると、シートの角が体内に刺さってしまったり、体内に残ってしまいます。取り
出すには非常に困難を伴います。

◎「くすり」のPTP包装シートを携帯するなどの理由でハサミでひとつずつに切り離すと誤飲しやすいサイ
ズになってしまうので注意が必要です。

　　　　　誤飲事故をふせぐために
◎可能な限りひとつずつに切り離さずに保管し、飲むときにはPTP包装シートから「く

すり」を押し出して、中身の「くすり」のみを取り出す。
　また、高齢者や誤飲の可能性のある人は、家族や介護者が見守りを行うようにする。

◎必要に応じて、１回分の「くすり」をひとつの袋にまとめて包む「一包化（いっぽう
か）」をおこなうこともできます。


