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質の高い医療をめざします

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。

にしさいたまちゅうおう
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新任幹部職員紹介

阿藤祐一事務部長

小峯 尚経営企画室長

松谷弘子教育主事
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この４月１日付の人事異動によりまして、千葉市内にあります千葉医療センターから転勤してき
ました事務部長の阿藤祐一と申します。
これまで、単身赴任を７年間続けてきましたので、自宅のある群馬県高崎市から西埼玉中央病院
まで、藤岡ICから入間ICまでの高速道路を利用して約１時間20分の車通勤をしています。天気の
良い日には、高速道路から雄大な姿の富士山の眺めることができます。
さて、西埼玉中央病院は病棟と看護学校が生まれ変わって綺麗になっています。しかし、外来管
理診療棟を始めとする他の建物は大変古くなっておりますので、可能な限り早い時期に建替整備が
必要であると実感しています。
その他にも、リニアックの整備、電子カルテ・オーダーリングの導入と課題はあります。
微力ではございますが、一つひとつ着実に解決をしていきたいと考えておりますので、どうぞよ
ろしくお願いいたします。

このたび、
４月１日付で独立行政法人国立成育医療研究センターから異動となりました小峯尚
［こ
みね・たかし］
と申します。出身は長野県松本市で、係長に昇任後は、神奈川県、埼玉県［西埼玉］
、
東京都、長野県、埼玉県［東埼玉］、長野県、東京都、そして埼玉県［西埼玉］の勤務で、埼玉県
には縁があるようで、三度目になります。
西埼玉中央病院には、20年程前の平成２年４月１日から平成４年12月31日までの２年９か月
勤務させていただいております。子供が小学生の頃で、職員宿舎１号棟302号室に家族で入って
いましたが、20年ぶりに全く同じ部屋になり驚いています。一つ違っているのは、今回は単身赴
任だということです。ただ、時の流れは早いもので、その時小学生だった娘が、昨年10月に出産し、
生後６か月になる孫
［男の子］がいます。タイムマシンで20年前に遡ったと思ったのは錯覚で、
しっ
かりと年を重ねた自分を見出しています。
前任施設である成育医療研究センターは、国立病院機構から遅れること６年後の平成22年度よ
り独法化されましたが、その際に拝命した職名が監査室長でした。５年もの長い期間在籍したこと
で、まるで竜宮城へでも入り込んでしまったようで、日々の業務が全く判らずに困っています。
皆様のご協力を頂戴して、
「また来たくなる暖かい病院」を目指して行きたいと考えています。
何とぞ宜しくお願いいたします。

４月１日付で、東京医療センター附属東が丘看護助産学校から配置換えで参りました、松谷弘子
（まつや ひろこ）と申します。前施設は、国立病院機構本部の大学・大学院に関するモデル事業
の実施に伴い平成24年３月31日をもって閉校となりました。前身の国立東京第二病院附属看護学
校、国立大蔵病院看護助産学校を含め、長きに渡り多くの皆様方のご支援のお陰と感謝いたしてお
ります。
西埼玉中央病院附属看護学校は、平成22年８月に新校舎となりました。周囲は自然豊かで、４
月の今は桜だけでなく多くの草花が咲き、春真っ盛りという感じです。平成24年度の入学式は、
４月10日に挙行いたしました。新入生40名は、新たなスタートに立ったという緊張の中にも、看
護の道を一歩踏み出したという晴れやかな表情でした。西埼玉中央病院附属看護学校の学生が、こ
こで学べて良かったという思いを持ってもらえるように精一杯頑張ってまいります。そして、科学
的根拠に基づいた質の高い看護が実践できる専門職業人の育成を目指して、皆さまのお力をお借り
しながら、努力して参りたいと思います。
どうぞよろしくお願い致します。

にしさいたまちゅうおう

新任医師紹介
みなさま、はじめまして。４月から赴任い
たしました伊藤洋太です。
平成９年慈恵医大を卒業して糖尿病・代謝・
内分泌内科で研鑽を積んでまいりました。
西埼玉中央病院では循環器・消化器以外の
内科を担当することになりますが、専門科に
限らない幅広い視点で治療に取り組んでまい
りたいと思います。着任早々、この病院をと
りまく緑豊かなすばらしい環境に早くも魅せ
内科医師
られています。朝の通勤時に、雑木林を抜け
伊藤 洋太
るさわやかな風と芳しい肥やしの匂いを交互
に嗅ぎながら歩いてくると不思議と一日を乗り切るための力が湧い
てくるのを感じます。これからしばらくお世話になることになりま
すが、なるべくご迷惑をお掛けしないように努力していく所存です。
どうぞよろしくお願いいたします。

平成24年４月１日付にて、西埼玉中央病
院消化器内科勤務となりました中尾裕と申し
ます。平成15年に慈恵医大を卒業し、東京
警察病院での２年間の初期研修を終え、母校
慈恵医大に戻り、後期レジデントとして３年
間内科研修を積み、消化器内科に入局し、４
年が経過しました。
消化器内科はスタッフも比較的多く、幸い
にも以前一緒に仕事をさせて頂いた先輩や同
消化器科医師
僚に囲まれ、まだ着任早々ではありますが、
中尾
裕
楽しく充実した毎日を過ごさせて頂いており
ます。専門は消化管になりますが、消化器内科は肝胆膵、内視鏡と
診療は多岐にわたっております。大学は大きな組織であり、小回り
がきかないことや、消化器内科でも専門が細分化されており、自分
ではできない手技検査などがありました。西埼玉中央病院では、病
棟患者は勿論のこと様々な検査、主義に修練し、消化器内科医とし
ての幅を広げたいと思っております。
まだまだ若輩者であり、皆さんに迷惑かけることもあるかと思い
ますが、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

この度、平成24年４月より西埼玉中央病
院の消化器内科勤務となりました筒井佳苗と
申します。平成20年３月に東京慈恵会医科
大学を卒業し、慈恵医大附属青戸病院（現・
葛飾医療センター）で初期研修を行い、後期
研修として慈恵医大附属病院の消化器・肝臓
内科での勤務を経て現在に至ります。
消化器内科は、対象とする臓器は消化管や
肝臓・胆嚢・膵臓など多岐にわたっておりま
消化器科医師
すが、その高い専門性を維持するとともに、
筒井 佳苗
一人ひとりの患者さんの立場に立った全身的
な医療を行うことを常に心がけてゆきたいと思っています。まだ西
埼玉中央病院に勤務し始めて数週間ではありますが、スタッフの方々
の温かさに触れ、この多くの緑に囲まれた素晴らしい環境の中で、
日々医療に従事できることを大変うれしく思います。
消化器内科医としてまだまだ未熟で至らない部分も多く、ご迷惑
をおかけすることが多々あると思いますがこれから１年間、どうぞ
よろしくお願い申し上げます。

にしさいたまちゅうおう

この度、平成24年４月より西埼玉中央病
院消化器内科に勤務となりました小幡和彦と
申します。平成20年に日本大学医学部を卒
業し、東京医科歯科大学医学部付属病院での
２年間の初期臨床研修を経て、３年目より東
京慈恵会医科大学付属病院消化器内科レジデ
ントとして日々奮闘しております。
当院では外来、検査、病棟業務を担当して
消化器科医師
おりますが、病院のシステム等で慣れないこ
小幡 和彦
とも多く病院スタッフの方々にはご迷惑をお
かけしています。今後は消化器内科医としてより専門性を高め、精進、
努力し進歩していきたいと考えております。また常に患者の視点に
立ち、感情を共有できる医師でありたいと思っております。まだま
だ若輩ものではありますが、少しでも地域の方々の健康増進にお役
にたてるように努力していきたいと考えております。体調に不安が
ある方は一度相談にいらしてください。
西埼玉中央病院での生活が始まって１カ月も経っておらず、至ら
ない点も多々ありますが、今後ともどうぞ宜しくお願い致します。

東京慈恵会医科大学附属柏病院より４月１
日より西埼玉病院へ赴任となりました、循環
器内科の松坂憲（まつざかただし）と申しま
す。柏病院では主に急性期疾患・循環器緊急
疾患（急性冠症候群など）を中心に診療にあ
たってまいりました。
働き始めてより転勤が多く、こちらの施設
で６施設目となります。移動には慣れました
循環器科医師
が、それぞれの病院における役割、地域との
松坂
憲
かかわり方はそれぞれであり、その大きな組
織の中で自分の立ち回りや責務を全うすることは容易ではないこと
を実感しております。
新しい環境・組織の中で少しでも早く皆さんの和の一つになり、
地域医療に貢献して行きたいと思っております。よろしくお願い申
し上げます。

この度、平成24年４月より西埼玉中央病
院の循環器内科勤務となりました阿倍力と申
します。平成15年に獨協医科大学を卒業し、
同大学病院にて初期研修し、その後内科・循
環器内科研修してきました。
まだまだ若輩ものではありますが、地域の
皆様の健康増進に少しでもお役にたてるよう
に貢献させていただきたいと思います。栃木
循環器科医師
県での生活が長く、西埼玉中央病院での生活
阿部
力
がまだまだ慣れず、ご迷惑おかけすることが
あると思いますが、今後とも何卒宜しく願いします。
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よろしくお願いします！
〜新任職員紹介〜
この度、４月１日付で関東信越ブロック事務所より、当院の専門職として参りました小池公人と申します。ど
うぞよろしくお願いいたします。
関東信越ブロック事務所には６年間おりましたので、今回の西埼玉中央病院での勤務は前々任地の神奈川病院
での勤務以来６年ぶりとなります。また、電車通勤も国立病院に入職し初めての経験となり、新しい事尽くしの
新鮮でありながらも、緊張した毎日を過ごしております。
私の職場となる企画課医事で必要とされることは、病院の基本理念である「病む人に心の通う質の高い医療を
専門職

小池

公人

めざします」に通ずるところでもありますが、接する皆様の話を良く聞き、ニーズを理解し、迅速に行動に移す
ことが必要かと考えております。着任来、右往左往する日々ですが、何とか一日も早く皆様に追いつくよう努力
し、諸先輩方が築き上げてきたものをしっかりと受け継いで精一杯頑張って参りたいと思いますので、どうぞよ
ろしくお願い致します。

この度、4月１日付けで、国立成育医療研究センターよりまいりました、看護師長の阿部聖世（あべまさよ）
と申します。明治学院大学社会学部・東京大学医学部附属助産師学校を卒業し、国立国際医療センターで臨床経
験を積みました。その後厚労省看護研修研究センター助産師養成所教員専攻を経て平成10年より３年間国立国
際医療センター病院附属看護学校で教官をし、平成13年より国立大蔵病院内科師長→国立成育医療センター周
産期師長５年・小児科師長を５年経ての今回の異動となりました。この10年間、完全電子カルテで便利な生活
をしてきてしまったため、戸惑う事が多いですが、一生懸命頑張ります。
「患者さんの為に何がベストなのか
を基軸に、それぞれの職能が効果的に活かされるような管理を目指して頑張りたいと思います。明るく元気に、
看護師長

阿部

聖世

がモットーです。よろしくお願いいたします。

４月１日付けで国立国際医療研究センター国府台病院から参りました。
私が看護に対して常に思っていることは、
「自分の家族だったら、自分の親だったら」と考えながら自己の看
護を提供していきたいということです。手術室は、病棟に比べて患者さんや家族との関わりを深めることは難し
いかもしれません。その中でも、
「西埼玉中央病院の手術室で手術を受けて良かった！」
と言っていただけるよう、
手術室看護師長として、医師、看護師及び多職種の方々との連携を大切にしながら、がんばっていきたいと考え
ていますので、よろしくお願いいたします。
住まいは清瀬市にあり、子育てが一段落したので、連れ合いとコーギー犬一匹が、現在の私の家族です。趣味
看護師長

鈴木しづえ

は旅行で、無計画に思い立ったら出かけて行き、心の赴く所を観て歩くのがストレス解消になっています。ただ、
それに付き合わされる連れ合いが気の毒ですが・・・。
着任したばかりで、わからない事ばかりです。笑顔を忘れず頑張っていきますので院内で見かけた際には声を
おかけください。よろしくお願いいたします。

この度、４月１日付で埼玉病院より異動して参りました井上敏恵と申します。経歴は国立埼玉病院附属看護学
校を卒業後、埼玉病院に勤務いたしました。初めての異動でとても緊張しています。前施設の際は自転車または
徒歩で出勤しており、現在は慣れない電車・バス通勤をしております。
外来ではようやく各科に間違えずに行けるようになったところであり、１日も早く病院に慣れ、スタッフの働
きやすい職場となるよう努力していく所存でございます。なにとぞよろしくお願い申し上げます。

看護師長

井上
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敏恵

にしさいたまちゅうおう

にしさいたまちゅうおう
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斉藤室長の健康ワンポイント講座
＜食事療法が大切！糖尿病と合併症について＞

Part.12

栄養管理室長

斉藤

由理

「にしさいたまちゅうおう」をご覧のみなさん、栄養管理室長の斉藤です。早いもので本連載も
12回目となります。今回は糖尿病についてです。
当院で実施している栄養指導の８割近くが糖尿病及びその合併症の方です。総合病院ですので、内
科以外でも糖尿病をお持ちで、手術や出産などが理由が入院するケースも多く、様々な病気の背景に
応じ、栄養指導を行っています。
食事療法は長い闘いで、くじけそうになる気持ちをなんとかおさえながら、必死に取り組んでおら
れます。そのような“けなげ”な努力を面談の中で認め、一緒に悩んだり、励ましたりして、患者さ
んとご家族の皆様を応援しています。
当院の糖尿病診療は歴史が古く、埼玉県西部地域では「老舗病院」と言われています。今では当た
り前になりましたが、糖尿病と初めて診断を受け、治療を開始する時期に行う「糖尿病教育入院」は
当院が他施設に先駆け、入院コースに組み込みました。一部内容はアレンジしていますが、約20年経っ
た現在もそのスタイルは変わりなく続けています。
最近では、持続血糖モニター（ＣＧＭ）という最新型の血糖測定器を用いた血糖検査も始めています。ＣＧＭは欧米から普
及してきたものですが、日本ではこれからの新しい検査機器です。ホルター心電図といって循環器科で用いられる24時間心
電図が記録できる心電計があります。その血糖測定版といったところです。血糖変動の激しい患者さんに対し、おなかの皮下
組織へセンサーを挿入し、血糖値を連続的に測定するもので、痛みはほとんどなく日常生活が営めます。１日の血糖推移がわ
かることから、インスリン量の調節に役立ちます。また、自分の血糖値の動きを患者さん自身が学習することができるので、
教育効果も高いことが知られています。当院では、この最新鋭測定機器を数台保有し、糖尿病診療のカリスマ！成宮先生を中
心に診療応用しています。このような最先端の糖尿病治療を行うベテラン内科医師の指導のもと、糖尿病療養指導士という認
定資格を多く輩出してきました。糖尿病療養指導士とは、糖尿病治療に最も大切な自己管理（療養）を患者に指導する医療ス
タッフです。高度で幅広い専門知識をもち、患者の糖尿病セルフケアを支援します。この資格は、糖尿病とその療養指導全般
に関する正しい知識を持ち、医師の指示の下で患者に療養指導を行うことのできる熟練した経験を有し、試験に合格した看護
師、管理栄養士、薬剤師、臨床検査技師、理学療法士に与えられ、2001年３月に第１回認定試験が行われました。有資格者
は糖尿病の臨床における生活指導のエキスパートであることを意味します。古くから当院をご存知の方はご承知のことでしょ
うが、この伝統ある治療実績が、地域にお住まいの糖尿病患者さんとご家族の皆様の療養環境に貢献していると思っています。
今年４月より糖尿病の合併症治療対策の一環として、新たに糖尿病で腎機能の低下を認める外来患者さんを対象にした「糖
尿病透析予防管理指導」というチーム医療を発足しました。前述のとおり、当院は糖尿病治療に精通した専門スタッフを手厚
く揃えています。
「糖尿病透析予防管理指導」とは、診察と栄養指導以外に、例えば運動療法や生活指導・フットケアなど様々
な組み合わせで糖尿病療養指導士がケアを行うものです。対象の方は、微量アルブミン尿が検出されていることが条件になり
ます。ご希望の方は、診察時に内科医師へご相談下さい。
これからも伝統を継承しつつ、最新治療に積極的に取り組み、「地域１番病院」を目指してまいります。

ＣＧＭ…ベルトに器具を装着。
痛みも感じず、日常生活が営めます。

実際の血糖値。日内変動がハッキリ現れます。

糖尿病療養指導士に関することはコチラへアクセスをどうぞ！（当院登録者は11名）
http://www.cdej.gr.jp/modules/cdej/index.php?content_id=1
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くすりになるおはなし
（10）
薬剤師

瀬川

誠

薬局からもらった「くすり」の保管について
◎「冷蔵庫に保存してください」と記載されている場合は、使用しない時は冷蔵庫に保管するようにしてください。
このとき、凍らせないように注意してください。
◎湿気に弱い「くすり」は、のむ直前に PTP シートや分包から錠剤を取り出してください。梅雨時など湿度が高い
時期は、
「くすり」を缶やチャックつきの袋に乾燥剤といっしょに入れるとよいでしょう。
◎光で「くすり」が変色や変質することがあります。直射日光のあたる窓際に「くすり」を
放置しないようにしましょう。薬袋に入れて保管すると光を遮る効果があります。
◎一般に高温（30℃以上）になると「くすり」の成分が変化しやすいので、冬場のストー
ブのそばや、夏場の閉めきった車の中などに放置しないでください。風通しの良い涼しい
場所に保管しましょう。
◎「くすり」には、使用（有効）期限があります。もらった時の薬袋にいれて保管すると、調剤日がわかり、おおま
かな目安となります。また、
「くすり」の外箱等に表示されている使用（有効）期限は、封をあけていない状態で
保管している場合のものです。
◎「くすり」は小さな子供が誤って口に入れないようにするため、子供の手の届かない場所に置くようにしましょう。
◎服用時、使用時に「くすり」に変色、変質等の異常がある場合は、使用しないでください。

開封した「めぐすり」の保管について
◎「めぐすり」は容器内が無菌の状態で作られています。封をあけてからは外気が入って菌が混入しやすくなります
ので、冷蔵庫で保管して、早めに（1 ヶ月以内）使い切るようにしましょう。

開封した「ぬりぐすり」の保管について
◎「ぬりぐすり」は、封をあけてから 1 年以上経過してい
るものは、品質が落ちている可能性がありますので使用し
ないでください。

《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

■お申し込み方法

・放射線
CT
MRI MRI、MR アンギオ、MRCP
RI 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）

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。

・脈波伝搬速度

にしさいたまちゅうおう

【放射線科受付】
放射線科予約 電 話 04-2948-1111（内線 522）
ＦＡＸ 04-2948-2118
上部内視鏡検査【地域医療連携室】
脈波伝搬速度 電 話 04-2948-1138（連携室直通）
その他の検査 ＦＡＸ 04-2948-2118
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骨盤計測検査
診療放射線技師

阿部

優

Ｑ：私、妊婦なんですが、骨盤のX線検査を受けることになりました。
それって、どんな検査なんですか？

お腹の赤ちゃんは大丈夫なんですか？

Ａ：骨盤計測検査は妊娠後期におこなわれる検査で、お腹の中の赤ちゃんの頭の大
きさと、お母さんの骨盤の大きさを調べ、普通分娩か帝王切開かを判断する重
要な検査です。
骨盤計測検査はGuthmann法とMartius法といわれる２つの撮影方法で行われ
ます。
使用する放射線量をなるべく減らす努力をしており、本検査によるお腹の赤ちゃんへの被ばく線量は2
つの撮影を合算しても0.38mGy程度と非常に少ない値であり、骨盤計測検査の実施時期である妊娠後
期は、赤ちゃんの放射線に対する感度も低い時期（放射線の影響を受けにくい時期）でもあり、お腹の
赤ちゃんの心配はありません。

Guthmann 法

Martius 法

／
／

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）

ところバス右回り７分（同上）

で
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