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診 療 科 紹 介

　当科は、糖尿病治療専門科として昭和51年に開設されて
以来、所沢・狭山・入間・飯能・川越等埼玉県の西部地区で
開業している先生方と病診連携を結び、糖尿病治療を行って
参りました。開設当時は、第2内科と呼ばれ、旧病棟の5階
東が「糖尿病教育入院」のための病棟として運営されていま
した。
　昔は、血糖自己測定器が、大変に高価で、手技も煩雑なため、
患者さんは“糖尿病式蓄尿”という方法で非観血的に治療効
果をみていました。通常、血糖値が約180mg/dlを超えると、
尿中に糖が排泄されます。そこで、測定したい時間に一旦尿
を排泄して膀胱を空にし、30分ほどしてから排尿してカッ
プに取り、試験紙で尿糖の具合をみる方法で簡易的に血糖値
を予測する方法です。(前立腺肥大や神経因性膀胱などの残
尿が起こりうる疾患では偽陽性となり得るため推奨されませ
ん)。そのため、旧病棟5東時代は、尿カップを手にした糖
尿病患者さん達が、順番にトイレを出たり入ったりし、“尿
糖(+++)・ケトン(−)”など台紙に記帳している風景が、他
の病棟から不思議な光景としてみられていました。
　その後、平成年代になり、血糖自己測定が数秒で行える時

代になり、血糖コントロールのための手技の一つとして使わ
れるようになりました。新病棟では（何故か偶然にも旧病棟
と同じ5階が糖尿病治療病棟です）、決められた時間になる
と、糖尿病患者さん達が、血糖測定指定場所に集まり、血糖
値を記帳する風景が、現病棟の日常風景になっています。
　平成20年代になり、次の世代の血糖測定方法として登場
したのが、CGM（持続血糖モニター）という、24時間連
続して血糖値を測定する方法です。具体的には、皮下脂肪に
センサーを挿入して、間質液の糖の濃度を測定し、血糖値を
推定するというものです。24時間の血糖値の動きを知るこ
とができるため、今まで見ることのできなかった、血糖値の
変動をみることが出来ます。例えば、食後に著しく血糖値
が上昇していたり、就寝中に血糖値が下がり低血糖の状態
になっていたりするケース。血糖自己測定の値が良いのに、
HbA1cの値が高いというケースなども、CGMを用いて24
時間連続して血糖値を知ることができれば、原因を見つけ適
切な治療を行うことができます。当科では、このCGM検査は、
外来でも入院中でも行う事が可能です。
　この様な新しい血糖管理の手技のみならず、患者さんの自

西埼玉中央病院　院長　　池内　健二
　寒中お見舞い申し上げます。今年も少しでも地域医療に貢献できるように努力致しますので，今年もどうぞよろしくお願い
申し上げます。
　昨年は東日本大震災で多くの方がなくなられ，多くの方が被災されました。心よりおくやみとお見舞い申し上げます。そし
てふるさとで新年を迎えることがかなわない方も多くいらっしゃいました。一刻も早い復興を願っています。当院でも被災地
に職員を派遣して微力ながらも応援してまいりました。今後も引き続き少しでも応援できればと考えています。
　国からの補助金がほとんどなくなった現在，私たちにできることは地域医療連携を強めて地域での医療活動を精一杯行うこ
とが大事と考えています。そのはじめとして、地元所沢医師会のご指導，ご助言を頂き解放病床を立ち上げました。これは開
業されている先生と一緒に当院の入院ベッドを使用して協力しながら患者さんを診療、治療するものです。開業の先生にも入
院後も治療に参加していただけるシステムです。現在はまだ始まったばかりで僅か５床ですが今後さらに発展できることを期
待しています。医療連携を直接とりながらさらに良い地域医療を作ろうと考えています。
　私が外科医長として着任した平成12年の当院の紹介率は11％でした。この数字の意味するものは、ほとんど紹介がなく単
に外来においで頂いた患者さんをこつこつと診療していたということです。それが昨年度から紹介率が60％を超えるように
なりました。地元の先生に当院をご紹介していただいているということです。６割の患者さんがその先生からのご依頼のもと
当院で治療されているということです。このことは単に数字が良くなったというだけではなく，地域連携の必要性、重要性が
職員の意識のなかに浸透して来たのかなと大変嬉しく思っています。平成16年に独立行政法人になって５年経ち、ようやく
変わり始めたのかと思っています。そんな意識を変えるのに５年もかかるのかと反省の気持ちもあります。
　先日の医療連携交換会でも所沢医師会の先生から最近患者さんをちゃんと引き受けるようになったといっていただきまし
た。消防の救急隊からも改善されてきましたとも言って頂けました。この言葉こそ職員のモチベーション向上に大変大きなも
のです。このことをきっかけにさらに良い病院を目指してまいります。いたらないところはまだまだあります。ご理解頂いて
不都合があればお教え頂いて地域医療の向上を目指します。そして誰もが来て良かったと言える病院になれるように患者さん
ご家族含めて一緒に作り上げていきたいと思います。本年もどうぞよろしくお願いいたします。

来て良かった病院を目指して

内科の紹介
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由になる時間に合わせて、糖尿病教育入院を、短期から長
期まで行えますので、「食事療法を体験したい」「合併症の
精査をしたい」など希望がありましたら、かかりつけの先

生とご相談の上、当科を受診していただければ、担当医が計
画をお立て致します。

　消化器科では、食道・胃・十二指腸・大腸などの消化管疾
患、肝臓疾患、胆道系(胆嚢や胆管)および膵臓疾患、といっ
た消化器疾患を中心に、近隣医療機関の先生方に連携をお願
いしつつ、内科診療を行っています。
　外来診療に関しては1月現在、月曜日から金曜日まで毎日、
初診ならびに再診外来担当医に消化器科医師が入っていま
す。水曜日と金曜日には肝臓専門外来を開いています。
　消化器科のメイン入院病棟は6階病棟です。病棟看護師と
の情報交換、治療方針の確認を日々行いながら診療にあたっ
ています。毎週1回、医師・病棟看護師・医療連携担当看護師・
薬剤師・栄養士・心理療法士でカンファレンスを開き、入院
患者さんの病状や治療法、退院に向けての取り組みについて
検討しています。
　内視鏡検査と治療に関して、通常の上部・下部消化管内視
鏡検査は月・火・木・金曜日に行っています。食道胃静脈瘤
結紮術(EVL)や胃粘膜切除術(EMR)、大腸ポリペクトミー /
粘膜切除術(EMR)などの治療は入院して頂いたうえで施行
しています。胆膵疾患に対しては、内視鏡的逆行性胆管膵管
造影(ERCP)、胆管ドレナージ術、乳頭括約筋切開術(EST)
などの内視鏡的診断および治療を積極的に行っています。ま
た、消化管出血や閉塞性黄疸ほか、緊急内視鏡処置の必要な

スタッフ：副院長　小野寺達之　医長　橋本浩一
　　　　　医師　岩上慎也　小笹秀樹

　当診療科では狭心症や心筋梗塞といった冠動脈疾患、心臓
弁膜症、心筋症、心不全、先天性心臓病、不整脈、肺塞栓症、
大動脈疾患、末梢血管疾患などの病気を診療しています。
　また、予防医学の観点から高血圧、脂質異常症などの生活
習慣病の治療にも積極的に取組んでいます。糖尿病、メタボ
リックシンドロームなどを高率に合併している患者さんが多
く、他の診療科とも連携して全人的な医療を目指しています。
循環器内科の患者さんは、心臓外科手術を必要とする患者さ
んも多く、近隣の心臓血管外科施設と連携をとっています。
　外来では「かかりつけ医」との連携を図り、地域医療に貢
献できるように努力しております。外来担当医師は循環器疾
患一般（心不全、冠動脈疾患、高血圧、不整脈など）にわた
り診療しています。また、循環器外来の他にペースメーカー
の動作確認、電池の消耗の具合などをチェックするペース
メーカー外来や禁煙外来を行っています。
　当診療科で行っている検査は次のようになります。
◦心電図（安静・運動負荷）：心疾患、不整脈、心肥大など

で異常を示します。運動負荷心電図は主に狭心症の診断の
ための検査です。 

病状についても対応しています。
　潰瘍性大腸炎やクローン病といった炎症性腸疾患に関する
診断、栄養療法、5-ASA製剤やステロイド剤、白血球除去
療法やインフリキシマブなどによる内科的治療も行っていま
す。
　C型慢性肝炎に関してはインターフェロンを中心とした治
療を行っており、C型肝炎ウイルスの遺伝子型やウイルス量
をはじめとした様々な治療効果予測指標を測定することで、
より有効な治療法の検討に努めています。B型慢性肝炎に対
しては、核酸アナログ製剤やインターフェロンによる治療を
行っています。また、原発性胆汁性肝硬変や自己免疫性肝炎、
非アルコール性脂肪肝炎(NASH)といった肝疾患についての
診療も積極的に行っています。肝癌に対しては、カテーテル
肝動脈塞栓術(TAE)、カテーテル肝動脈注入療法(TAI)、経
皮的エタノール注入療法(PEIT)、ラジオ波焼灼療法(RFA)な
どの治療法を、病変の部位や大きさ、個数によって選択して
います。
　微力ではございますが、地域の皆様のお役に少しでも立て
ますよう、スタッフ一同努力していきたいと考えております。
今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

•ホルター心電図：携帯用の心電図を24時間つけて記録し、
不整脈や狭心症の診断の目的で行います。 

◦心臓超音波検査（心エコー）
　心臓の形態、動き、血液の流れを調べます。 
◦心臓核医学検査
　アイソトープを使って心臓の血管（冠動脈）の状態を調べ、

主に狭心症・心筋梗塞の診断の目的で行います。 
◦心臓CT・MRI
　心臓の筋肉・冠動脈の状態を調べ、狭心症、心筋症の診断

の目的で行います。
◦心臓カテーテル検査：カテーテルを用い冠動脈造影などを

行い、狭心症などの診断、治療方針を決定する検査です。
　入院治療として、心筋梗塞や狭心症などの冠動脈疾患に対
して、心臓カテーテル検査、バルーンやステントを用いたカ
テーテル治療を行っています。心不全には薬物治療を、房室
ブロックや洞不全症候群などの不整脈にはペースメーカー植
え込み手術を行っています。下肢動脈疾患にはカテーテルに
よる経皮的血管形成術を行う場合もあります。
　循環器疾患は救急の患者さんも多く、地域の中核病院とし
て今後積極的に受け入れ、皆様の医療に貢献できるように取
り組んでいきたいと思います。

消化器科の紹介

循環器科の紹介



にしさいたまちゅうおう4

安全な医療を提供するために・・・・

　病院の中には、外来や病棟など患者さんに直接かかわ
る部署と、間接的にかかわる部署があります。医療安全
管理室は、直接患者さんに関わる部署ではありませんが、
安全・安心な医療を実践するための中心的な部署になり
ます。
　医療安全の重要性が世の中で言われるようになってか
ら約10年が経過しました。10年前の医療事故対策は、
その事故に関係した個人に問題がありその個人に対する
注意と反省が事故対策に必要なことと考えられていまし
た。しかし、エラーの発生メカニズムに関する科学的知
見や、医療界以外の領域での事故防止への取り組みか
ら、医療事故は、「人は誰でも間違いを起こす」という

ヒューマンエラーと、医療現場の環境が組み合わさって
発生するという考え方に変化してきました。すなわち、
エラーを誘発しない環境や、おこったエラーの分析結果
から事故を未然に防ぐことができるシステムを組織全体
として整備することが安全な医療の提供に必要であると
言われています。そのために、平成18年より医療安全
管理部門に専従の医療安全管理者を配置することが義務
付けられ医療安全管理室が部署として作られました。当
院の医療安全管理室は、医療安全管理室長の副院長を筆
頭に、医療安全管理係長、医事専門職と各部門のリスク
マネージャーで構成され、安全管理のために病院として
行わなければならないことを組織横断的に考え実践して

います。全ての医療従事者が責任感を持って患者
さんの診療にあたると共に、医療事故防止には、
「予防」を主眼にしたシステムとしての安全性の
向上を図っていくことが必要であると考えていま
す。その一環として平成23年度は、患者さんに適
切な医療提供が行えるように「患者確認」をスロー
ガンに掲げ取り組んでまいりました。「患者確認」
とは採血やレントゲンなどの検査や処置、点滴な
どの治療前に患者さんに氏名や生年月日を名乗っ
ていただき、ご本人であることを確認してから医
療を実施することです。患者誤認や患者取り違え
はすべての診療科、診察、看護、検査の場面で起
こりうることで場合によっては大きな事故につな
がる可能性があります。安全な医療の推進には、
患者の皆さんのご協力が必要です。自分が受けて
いる医療の内容を十分理解していただき、エラー
のない正しい医療行為が行われるように職員と共
に確認作業などに参加していただくようにお願い
しております。
　多くの患者さんが安心して西埼玉中央病院の医
療が受けられるように、安心安全な医療提供が行
えるシステム作りに取り組んでまいりたいと思い
ます。これからも、よろしくお願い致します。

医療安全管理係長　近藤　智美
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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３１人、２年生２８人の計５９人で「常に本気」をモッ
トーに練習に励んでいます。５９人という大人数ではあ
りますが、‘第２の家族’と言えるぐらい仲が良く、毎
日楽しく活動しています。
　先日はお招きいただき本当にありがとうございまし
た。私たちの演奏は楽しんでいただけましたでしょう
か？まだまだ未熟な演奏でしたが少しでも楽しんでいた
だけたのならば嬉しく思います。今回演奏する機会をい
ただいて改めて学んだことがありました。それは、「ど
うしたら聞いてくださる方々に私たちの思いは届くの
か。どう演奏したら喜んでもらえるのか。まずはそれを
考えなければいけない。」ということです。自分たちの
私情をはさみ、毎日の練習に疲れ切っていたわたしたち
ですが、コンサートに向けて練習している間に部員全員
の気持ちを統一することができました。なかでも私たち
の心に一番残っているのは、最後に演奏させていただい
た『ど宴会エキスプレス』です。涙を流して聞いてくだ
さっていた方、一生懸命手拍子をしてくださった方。と

びっきりの笑顔で歌ってくださった方。そんなみなさん
を見て、私たちも感動して思わず涙が出そうになりまし
た。少なからず、私たちの思いが届いたのだと確信する
ことができてとても嬉しかったです。「元気をもらえま
したよ。」「また演奏聞かせてね。」「上手だったよ。」み
なさんの一言一言に胸が熱くなりました。元気をあげた
いと思っていたのに、みなさんからたくさん元気をもら
うことができました。ありがとうございました。
　わたしたちは、ありがたいことにたくさん演奏をする
機会があります。学校行事や自分たちのコンサート、そ
してコンクールです。私を含めた部員の多くが上手に吹
くことを一番に考えて演奏してきましたが、今回学んだ
ことをこれから演奏する場で生かしていきたいと思いま
す。またそのような演奏ができるように部員一同、精一
杯努力するとともに、自分たちも楽しみながら頑張って
いきたいと思います。これからも変わらぬご支援とご協
力をよろしくお願いいたします。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　吹奏楽部長　久木田つかさ
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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、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

■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

  

「くすり」と「サプリメント」の飲み合わせ
薬剤師　瀬川　誠

くすりになるおはなし（9）

　最近では、「サプリメント」を健康のためにのむ人が増えています。「サプリメント」の中には、特定の「く
すり」と相性のよくないものがあります。このとき「くすり」と「サプリメント」の組み合わせによって、
「効き目」が強くあらわれたり、又は弱まってしまうことがあります。

「くすり」と「サプリメント」の飲み合わせ例
くすりの名前（効き目） サプリメント　 理由

ミノサイクリン
（抗生物質）

大量のカルシウム剤
大量のカルシウムがミノサイクリンの腸からの吸収
を低下させ、抗菌作用が弱くなる。

テオフィリン　
（気管支をひろげて呼吸を楽にする）

セント・ジョーンズ・
ワート（セイヨウオ
トギリソウ）

セント・ジョーンズ・ワート中の成分により、テオ
フィリンの分解が早まり、気管支をひろげる作用が
弱くなる。

鉄剤
（血液の原料になります）

カモミール
カモミールの成分のタンニンと鉄が結合し、鉄の腸
からの吸収を低下させ、造血作用が弱くなる。

ワルファリンカリウム
（血液が固まらないようにする）

クロレラ
クロレラ加工食品中に含まれるビタミンＫによっ
て、ワルファリンカリウムの効き目が弱くなる。

ワルファリンカリウム
　（血液が固まらないようにする）

イチョウ葉エキス
イチョウ葉エキスに血流改善効果があるため、ワル
ファリンカリウムの効き目が強くなる。

　ビタミン、ミネラル、アミノ酸などの栄養補給を補助するもの、薬用や香りなどを楽し
むハーブ類などがあります。わが国では、「くすり」ではなく、「食品」として扱われます。

※「サプリメント」の服用は、「くすり」と同じように定められた量を守ることが大切です。また、
どんな「サプリメント」を普段使用しているか、医師や薬剤師に話すようにしましょう。

「サプリメント」とは？
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放 射 線 科 Q ＆ A
診療放射線技師　阿 部　　優

Ｑ：健康診断の胸部レントゲン（以下：胸部XP（X‐ray Photograph））で、
　　なぜブラジャーなど脱がないといけないのですか？
　　また、胸部XPでどのような疾患がわかるのですか？
　　最近ニュースで聞くマイコプラズマ肺炎はわかりますか？
Ａ：そもそも健康診断の胸部XPをする理由は“結核”などに代表される感染

性の病気の感染拡大防止です。そのため胸部XPは健康診断において重
要な位置づけになっています。
　胸部XPでは、肺炎や結核、がん細胞の肺への転移など肺疾患がわか
るわけです。そのため、胸部検査の際にブラジャーやネックレス、ホッ
カイロ等を身につけて検査をするという事は、見たい所を隠すという事
になります。隠されている所に病気があった場合わからなくなってしまいます。発見が遅くなると深刻
な問題につながりかねません。そのため健康診断などのX線検査時には診療放射線技師の指示のもと有
意義な検査をおこなってください。

健康な人の胸部XP

ホッカイロ付き胸部XP
（ペースメーカー患者）

ネックレス付き胸部XP ブラジャー付き胸部XP

気管支喘息重症発作症例　
（無気肺） 気　胸 マイコプラズマ肺炎 結　核
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ところバス右回り10分（同上）

西埼玉中央病院・ロイヤル病院経由宮寺西行
バス10分

／

／

「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。今年もどうぞよろしくお願いし
ます。
　さて、新しい年明けに、皆様はど
んな食卓を彩っておられるでしょう
か？栄養相談室へお越しになられる
方の冬の定番料第１位が「けんちん
汁」です。夕食に召し上がった翌朝
に、温め直してもう１回召し上がる
パターンが多いです。

　ここで、患者さん達が「けんちん汁」を良く食べる理由に
ついてご紹介しましょう。
　まず、里芋が家に集まるからだそうです。「近所でもらった」
「毎年箱詰めで送られてくる」「農家で安く買える」など…。
それで、早く消費仕切れる料理が鍋にたっぷり作る「けんち
ん汁」なのだそうです。作りすぎの原因は、このような理由
です。
・具材の多い「けんちん汁」は、ごぼう1本・こんにゃく1

枚など最低使用量が1人前とはいかず、大量に作りすぎる
結果になる。

・大量に煮込んだ方が美味しくできる。２日目は味がしみ込
んで美味しい。

・里芋の煮物だと飽きるが、汁物は他のおかずとなじみやす
い上、主菜代わりにもなり得る冬の万能料理である。

・子供から高齢者まで幅広く喜ばれる人気メニューである。
・時期的に里芋は今が安くて美味しい。頂きものも多いし、

食べなければもったいない。台所にいつまでもあると場所

をとるので、早く片付けたい。
・野菜たっぷり料理だから、身体にいいはずだろう。
　などさまざまな「けんちん汁」に対する熱い思いを語られ
ます。
　栄養相談室に来られる方は、糖尿病や高血圧症など生活習
慣病を抱えた方々です。
　里芋は栄養成分で分類すると、野菜ではなく「穀類」、つ
まりごはんと同じ仲間です。血糖値の高い方はごはんを減ら
す・里芋を減らして盛りつけるなど食べ方の工夫が必要です。
また、連続する汁物料理は高塩分、つまり高血圧や心臓病、
腎臓病にも悪影響を及ぼします。盛りつけで汁を減らすなど
の工夫も必要になります。買い物量や残り野菜の活用方法な
どもアドバイスすることがあります。このように、皆さんの
好物「けんちん汁」をどのような食べ方にしたら良いか、一
緒に考えます。
　管理栄養士が行う栄養指導は、各家庭の台所に根づいた実
践レベルのお話しになります。特に、調理される方が最も関
心をお持ちのようです。また、間食やアルコールをガマンで
きない方に「食べるな、飲むな」は効果がありません。「食
べたい・飲みたい」気持ちに寄り添い、間食やアルコールと
どう向き合っていくか、今の行動を変えることからスタート
していく必要があります。ご家族まで含めた全ての人々に
とって健康的な食生活が営
めるよう、今年も頑張って
まいります。栄養指導をご
希望の方は、診察時に医師
へお申し出下さい。

＜里芋料理の定番！けんちん汁はお好き？＞

健康ワンポイント講座   Part.11
栄養管理室長　斉藤　由理


