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かよ

病む人に心の通う

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

1

新任医師紹介
この度、平成23年7月より西埼玉中央病院外科に勤務となりました伊藤大介と申します。平成
19年に東京慈恵会医科大学を卒業し、長野県佐久総合病院にて初期研修を修了し、その後より母
校東京慈恵会医科大学外科学講座・後期レジデントとして大学病院で研修を行いました。途中帆
船日本丸の船医として東京ホノルル間の2カ月の航海も経験いたしました。
当院では医師の少ない分、手術・病棟・外来・検査を担当する機会が大変多くなり、勉強する
機会が増えた分、多くのスタッフの方々にご迷惑をおかけしております。微力ではありますが少
外科医師

伊藤

大介

しでも皆様の力になれるよう、また成長できるよう日々努力していきたいと考えております。
中学生ころまでは三芳町に住んでいたため、所沢や航空公園がとても懐かしくっております。
その中で地域の皆様のために働けることを大変うれしく思います。至らない点も多々ありますか
と思いますが何卒よろしくお願いいたします。
このたび、平成23年7月1日付けで国立西埼玉中央病院の外科勤務となりました安田淳吾と申し
ます。私は平成20年3月に東京慈恵会医科大学を卒業後、慈恵医大付属柏病院での研修の2年間を
含め、慈恵医大付属病院、慈恵医大付属第三病院勤務を経て現在に至ります。
外科は幅広い疾患の診療に携わり、また他にも内視鏡、救急外来と多岐に渡る診療をしており
ます。内視鏡等の進歩に伴い外科的治療の他に、様々な治療が行えるようになってきましたが、
未だに外科の担う仕事は多く存在していると思います。幅広い一般診療とともに専門性を高め、

外科医師

安田

淳吾

外科学の道を日々精進・努力し進歩していきたい所存です。
まだまだ若輩ものではありますが、他科とも協力をして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ので、お体に変調をきたし御心配の方は一度
相談にいらしてください。まだまだ至らないところも多々ありますが、今後ともどうぞよろしく
お願いします。
平成23年10月1日付けにて、西埼玉中央病院整形外科に勤務させていただいております三橋真
と申します。平成16年に慈恵医大を卒業し、慈恵医大附属病院での2年間の初期臨床研修を経て、
整形外科に入局いたしました。入局してから6年目となっておりますが、これまでに5回の異動を
経ており、附属病院を始めとして数ヶ所の病院で勤務してきました。色々な病院を見てきた経験
を活かせたらと思っております。また、今年整形外科専門医に合格したばかりで、整形外科医と
してまだまだ至らない部分も多々あると思いますが、初心に戻ったつもりで頑張りたいと思って

整形外科医師

三橋

真

おります。
西埼玉中央病院での生活が始まってまだ１ヶ月も経っておらず、慣れないことでご迷惑をおか
けすることがあると思いますが、今後ともどうぞ宜しくお願い致します。

国立病院総合医学会に参加して
5 階病棟
第65回国立病院総合医学会が2011年10月7～8日の2

療のために

越智

麻美

チャレンジそしてチェンジ」でした。テーマの

日間、岡山県で開催されました。国立病院総合医学会は年1

主旨は、混沌とした時代こそ原点に返って、
「本来あるべき姿」

回全国各地で開催され、全国の国立病院機構病院の日頃の成

の医療に向かって前向き思考が必要であると考えられ設定さ

果を発表する場でもあります。今回のテーマは、
「明日の医

れました。
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にしさいたまちゅうおう

活動が紹介され、改めてこの大震災の脅威を感じ、自分には
何ができるのかを振り返る機会となりました。
私は今回、人工呼吸器をつけた子どもを、当院から県外の
病院へ、民間飛行機を使用して約1600ｋｍ搬送した事例を
ポスターセッションにて発表させていただきました。当院は、
民間飛行機で人工呼吸器装着患者を搬送するのは初めてであ
り、今後、同じような事例があった場合に、どのような連携
や手続きを行ったほうがよいかマニュアルを作成する意味に
おいても、今回、研究としての意義は大きかったと思います。
事例をまとめるのは、文章を書くことが苦手な私にとって
とても大変な作業でありました。自分一人では、どのように
事例をまとめていったらよいのかわからず、日々少しずつで
特別講演は宇宙飛行士・日本科学未来館館長の毛利衛氏

すが指導をいただきながら進めていくことができました。途

が「宇宙からの視点～地球生命の挑戦とつながり」と題して

中でくじけそうになりましたが、病棟スタッフのみなさんに

講演をされ、講演会場のほかに中継会場までも満員になる

支援をいただきながら、発表ポスターを仕上げることができ

ほど人気を集めていました。宇宙飛行船内の飛行士の生活、

ました。当日の学会会場は岡山駅をはさんで西と東に分かれ、

仕事の様子、そして地球の映像が紹介されました。その中

ポスター展示も1469題と多く、発表会場を見つけるのに苦

で興味深かったことは、宇宙では筋力が落ちるので継続し

労しましたが、ポスターを張った瞬間は達成感を感じました。

たトレーニングが必要であり、無重力の船内でトレーニン

発表の時は、大変緊張いたしましたが、大勢の方に聞いてい

グを実施している場面でした。

ただきさらに、質問をいただき大変うれしく思いました。

また、今年度は3月11日に東日本大震災とそれに伴う原

今回、大変貴重な経験をさせていただき、充実感でいっぱ

子力発電所の事故という未曽有の大災害となり、被害を受

いの思いです。今後、後輩の看護師達が研究発表をしようと

けられた方々にどのように手を差し伸べ、そしてこれから

いうモチベーションを支えられる立場でいたいと思います。

どのような支援ができるのか、この学会全体で考えていこ

また、小児看護についてもっと知識を深め、患者さんや家族

うと、大災害関連のシンポジウムも急遽追加されました。

に寄り添った看護ができるような看護師でありたいと思って

シンポジウムでは様々な機構病院の東日本大震災における

います。

栄養管理室長

齊藤

由理

10月７～９日に岡山で開催された国立病院管理栄養士協

バイス頂いた点など直前まで修正し、わずか５分の発表時

議会総会及び国立病院総合医学会に参加してきました。初日

間に合わせようと準備しましたが、伝え切れなかったと反

午前が会議だったので、協議会仲間の女４人で会場のホテル

省しています。しかし、思いがけず座長からベスト口演賞

で前泊しました。深夜の新幹線はガラガラで修学旅行の様に

を頂き、ニッコリ。苦労がふっ飛びました。発表終了後は、

はしゃぎ、部屋は狭い和室で合宿みたいな一夜でした。日付

管理栄養士協議会常任幹事の仕事である会員発表の選考で

も変わった時刻にもかかわらず、浴衣姿でコンビニ買い出し

会場を移動しながら採点を行いました。夜はライトアップ

にも行きました。前泊した為にかなりエネルギーを使い果た

した岡山城をバックに、地元ホテルシェフの料理が次々登

した感があります。皆管理栄養士、しかも管理職ばかりなの

場。昔一緒に働いた事務職員の方など懐かしい話に花が咲

にお恥ずかしい限りです。会議と総会終了後、中国四国ブ

きました。毎夜の宴会に若干胃がもたれてきました。更に

ロックの皆様おもてなしによる余興を含めた懇親会がありま

３日目も会場のはしご。最後のポスターセッション終了後、

した。ビンゴゲームが外れて悔しがっていた私にホスト施設

新幹線乗車予定時刻までわずか１３分！おみやげも早々に

の方がご自身の当選品である讃岐うどんを下さいました。以

足早に退散しました。１年に１度の国立病院機構の祭典と

前からの知り合いでしたが、すっかり仲良しになり、１１月

言われますが、多職種が集まる大規模学術集会は毎年圧倒

に神戸で開かれる日本糖尿病妊娠学会学術大会に一緒に行く

されます。この学会は、国立病院機構職員以外にも開かれ

約束をしました。

た学会です。来秋は神戸で開催予定だそうですので、ご興

２日目、私の発表は開会後最初のセッション。テーマは妊

味のおられる医療関係者の皆さまも是非ご参加下さい。

娠糖尿病の栄養食事指導についてでした。院内予演会でアド

にしさいたまちゅうおう
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スポーツ・人工関節外来 開設の御案内
整形外科
地域の皆様、患者様におかれましては、日頃より西埼

医長

吉田

衛

手術機器では、最新鋭のデジタルハイビジョン関節鏡、

玉中央病院整形外科を御利用して頂きまして誠にありが

還流システム、肩関節専用手術台などを揃えております。

とうございます。さて、この度、整形外科では、スポー

人工関節は、人口の高齢化に伴い、その需要が増加して

ツによるケガやスポーツ活動が原因で生じる関節、靭帯、

おりますが、これまでも、肩・肘・膝・股・足関節に対

腱の痛みなどに対して専門的な診療・治療を行うスポー

して年間約100件の人工関節手術を行ってきた実績が

ツ外来と、変形性関節症や関節リウマチなどで関節の疼

あります。この手術を安全に施行するために重要なポイ

痛が生じた患者様に対して行う、人工関節の専門的な外

ントである手術室については、昨年に全て新築し、最新

来を、これまで行ってきました外来の時間内で、より専

設備のバイオクリーンルームと最新手術機器を備えてお

門的に対応させて頂く体制を御用意させて頂きましたの

ります。今後は、関節リウマチに対する生物学的治療や

で、御報告申し上げます。スポーツ障害につきましては、

手の外科などの専門的治療に加え、東京慈恵会医科大学

これまで、肩・膝・肘関節などで治療の実績があり、特

からの援助を受けながら、スポーツと人工関節の治療に

に、当科では、埼玉西武ライオンズの先発・中継ぎ投手

一層力を入れ、スタッフ一同努力してまいりますので、

や、レギュラー選手の方々のケガの治療や、シーズンを

引き続きよろしくお願い申し上げます。

通しての肩・肘関節のケア・管理を行ってきております。

消防訓練の実施について
庶務班長

横内

史泰

なお、新病棟が出来てから初めての訓練ということも
あり、すべり台を使用した避難や担架を使用した避難も
行なってみました。
全体的には大きな問題や消防署による指摘もなくうま
くいったように思われます。
最後に、消防署員による消火器の取扱い指導に加え、
煙体験ハウスの実施や毛布を使用した搬送方法の実演等
もしていただき、大変勉強になり有意義な訓練となりま
した。今後も引き続き、職員の防火・防災についての意
10月11日（火）に所沢市中央消防署西分署の署員立

識の向上に努めていきたいと思います。

ち会いのもと、消防訓練を実施いたしました。
今回は夜間、勤務者が少ない中での火災発生時におけ
る通報連絡、初期消火及び避難誘導等の訓練を行う目的
で夜間の火災発生を想定しました。
当日は、午後２時に４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、模擬患者（担送１名、護送１名、
独歩５名）の避難誘導、消火器の初期消火及び屋内消火
栓による模擬放水訓練を行い、最後に各病棟から本部へ
の在院患者の報告を行うという流れで行いました。
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福島原発事故に伴う
住民の一時帰宅に医療班として参加して
事務部

前田

有亮

による診察を行いました。幸い今回の派遣におい
ては、立入後に体調を崩したりけがをされた方は
おりませんでした。
住民の方々は、防護服を着用し、被ばく線量計
をもって警戒区域内に入っていました。そして、
立入から戻ると被ばく線量の確認を行い、問題が
なければ防護服を脱いで避難所等の生活拠点へと
戻っていきました。私が見ていた中で、立入から
戻った住民の方の線量計の数値は0.006ミリシー
ベルト（６マイクロシーベルト）程度であったた
め、現在は放射線被爆の心配もほとんどない状況
この度、平成23年９月５日～６日にかけて、私達西
埼玉中央病院の職員４名（岩上循環器科医師、佐藤４階
病棟看護師、山下５階病棟看護師、小職）にて、警戒区
域（福島第一原発から半径20Ｋｍ圏内）の外側にある
中継基地の一つ、広野中央体育館に、国立病院機構の災
害派遣医療班として活動してきました。
今回の派遣の目的は、警戒区域内に住居がある住民の
方々が、３月11日の震災以降、半年以上動かすことが
できていない車を持ち出すための一時立入を行う中で、
体調不良者やけが人等が出た場合の対応を行うことでし
た。
一時立入の対象となった住民の方々の人数は約100
名でしたが、中継基地には警察、救急隊、東京電力、原
子力保安院、日本原子力研究開発機構、自衛隊、自治体
職員、その他、数多くの組織の人間がスタッフとして参
加しており、正確な数はわかりませんが、スタッフだけ
でも総勢70名以上はいたように思えました。その中で、

となっているように思えました。
広野町中央体育館の周辺に関しては、地割れが起こっ
ているだとか家が倒壊しているといった、地震の影響を
感じることはほとんどなく、海が近い町ですが、津波の
影響というのも感じませんでした。しかし、コンビニエ
ンスストアやガソリンスタンドといった店舗はほとんど
閉店しており、物品調達や給油を行うこと、つまりは生
活をすることは困難に思えました。一方で、広野町から
30Km程離れた、私達が前日に宿泊したいわき市街地
に関しては、人もたくさんいて震災及び原発事故の影響
を感じさせない賑わいがありました。
広野町が震災以前と同じ状況に戻るには長い年月が必
要かもしれません。それでもその地域に暮らす人々は、
その状況の中で生活していかなければなりません。私の
ような事務の人間ができることはごくごく限られていま
すが、機会があればまた少しでも力になりに行きたいと
思います。

医療班として参加していたのは、私達（医師１名、看護
師２名、事務１名）と厚生労働省の医系技官１名、厚生
労働省職員１名、放射線医学総合研究所職員１名の計７
名でした。また、今回は車を持ち出すための一時立入で
あったため、万が一車が動かないときのためにＪＡＦの
職員も多数参加していました。
実際に我々が行った業務としては、午前中の立入前に
住民の方々に記載していただいた問診票をチェックし、
問題となりそうな症状や持病がある方については、医師

にしさいたまちゅうおう
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放射線科Q＆A
診療放射線技師・第一種放射線取扱主任者

阿部

優

Ｑ：放射線検査を受けるのに不安があります。心配ありませんか。
Ａ：もちろん心配ありません。
昨今このような質問が頻繁にきかれます。
放射線を使用している以上、
“被ばく”はします。
しかし、“被ばく”のリスクよりも今現在患っているであろう
病気やケガの原因が何かを放射線検査でみつけ治療方針に役
立てる便益の方が高いと判断された場合検査をおこなうので
す。
もちろん放射線検査で使用される放射線量は少ない線量を使
用しています。
放射線の影響には確定的影響と確率的影響という2つがあります。
確率的影響は、その名の通り確率的におきる影響で線量に依存するわけではありません。代表的なもの
として、がん、白血病、遺伝的影響があります。
確定的影響は、決まった線量の値（しきい値）が定まっており、しきい値線量を超さなければ発生しな
い影響です。代表的な確定的影響を表2に記します。
また、確定的影響および確率的影響ともに100mGy以下では影響の発生は、ほぼないとされています。
では、放射線検査の実際の線量例を表1に記しました。
表1と表2を比較してみましょう。
確定的影響の値に対し放射線検査での線量は1/100～1/1000の微量の線量である事がわかかります。
この事から確定的影響はしきい値線量を超さなければ発生しない影響であるので、放射線検査の1回分
の線量の100～1000回分の線量を1度に浴びなければ発生しない事がわかります。また、表3では全
身被ばくした場合の急性放射線障害についてまとめてあります。この数値からも医療で受ける放射線と
はケタが違う事がわかります。
以上の事から安心して放射線検査を受けてください。
表１：主な放射線検査と被ばく線量

放射線検査名

X 線撮影

ＣＴ
マンモグラフィ
※日本放射線技師会扁
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検査部位
胸 部
腹 部
腰 椎
股関節
0 ～ 5 歳児の胸部
0 ～ 5 歳児の腹部
頭 部
胸 部
腹 部
乳 房
放射線適正化のための医療被曝ガイドライン、 文光堂、2009

検査部位の被ばく線量（mGy）
0.3
3
5
4
0.2
0.3 〜 0.7
65
8
20
2
引用

にしさいたまちゅうおう

表 2：確定的影響の種類としきい線量

組織・臓器
生殖腺（男）
生殖腺（女）
眼の水晶体
皮膚
胎児

確定的影響
一時不妊
永久不妊
一時不妊
永久不妊
白内障
水晶体混濁
脱毛、紅斑
流
産（受精～15日）
形 態 異 常（受精後2～8週）
精神発達遅延（受精後8～15週）

しきい線量（mGy）
150
3500 〜 6000
650 〜 1500
2500 〜 6000
2000 〜 10000
500 〜 2000
3000
100
100
120

※国際放射線防護委員会 （International Commission on Radiological Protection: ICRP）Publ.60

表 3：人の放射線障害 ( 急性障害 )

急性障害

被ばく線量（mGy）

臨床的症状なし

0 ～ 250

リンパ球の一時的減少

250 ～ 500

悪心、吐き気、嘔吐、リンパ球の明らかな減少

1000 ～ 2000

急性放射線症（造血系の障害）

3000 ～ 6000

※全身被ばくした場合の急性放射線障害

斉藤室長の健康ワンポイント講座 Part.10
＜断る勇気の大切さを学んで＞
「にしさいたまちゅうおう」を

フェ食べないの？」の周囲の声。
「う～ん、そうだよなあ。

ご覧の皆様こんにちは！

ご当地名物を食べずに帰ったら後悔するか…」と思い直

前のページにも書いた岡山での

しパフェへ変更。ところが、案の定お腹がピィ～。夜も

もっと恥ずかしい体験をお話し

眠れない位、胃がキリキリ痛み、自分の愚かさを反省し

します。

ました。食習慣改善を支援する立場にいる私がお恥ずか

岡山の名産品は、ぶどう・もも・

しい限りです。日頃のうっ

そしてきびだんごですよね。少

ぷん晴らし「医者の不養

し時期外れかと思いましたが、

生」と言う言葉同様、管

高級ぶどうが店頭にたくさん並

理栄養士もこんな失態が

んでいました。会場内では、き

あり、患者さんが失敗す

びだんごの試食がズラ～リ！タダできびだんごバイキン

る事を十分理解できる存

グを堪能しました。学会期間中は、岡山駅を通過しなが

在だと思って下さい。断

らの移動で、駅周辺の観光スポットとして、フルーツ王

る勇気の大切さを学ぶ事

国岡山にちなんだ有名パフェ店がズラリと目につきま

が出来た岡山珍道中でし

す。足が疲れた頃、ちょっと休憩に誘われパフェを皆で

た。皆さんもハメを外し

注文しようという話になりました。そこで観光カタログ

過ぎないように！

を頼りに駅前の有名パフェ店へ。いざ注文しようと考え
た時、連夜の宴席と疲労で少し胃もたれ気味だった体調
を心配し、飲み物だけを選んでみました。しかし、「パ

にしさいたまちゅうおう
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くすりになるおはなし
（8）

薬剤師

瀬川

誠

「くすり」と「飲食物」の飲み合わせ
※「くすり」の中には、特定の食品や飲料と相性のよくないものがあります。このとき「くすり」と「飲食物」
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「飲食物」の飲み合わせ例
くすり（効き目）

飲食物

理由

ワルファリンカリウム（血液を固まりにくくし、
納豆
血栓ができるのを防ぎます）

納豆菌の作り出すビタミンＫによって、「くすり」の
効き目が弱くなる。

ブロチゾラム
（寝付きを良くする）

酒、ビール類

アルコール（飲酒）は、「くすり」の効き目が強くな
るおそれがある。

ニフェジピン
（血圧を下げる）

グレープフルーツ
ジュース

グレープフルーツジュースに含まれる成分により、腸
からの「くすり」の吸収が高まるため、血圧が下がり
やすくなる。

テオフィリン
（気管支を広げて呼吸を楽にする）

たばこ ( 喫煙 )

たばこに含まれるニコチンなどの成分が、「くすり」
を分解する酵素を増やすことで、「くすり」の効き目
が悪くなる。

※薬局で「くすり」を受け取る際には、どのような「飲食物」に注意が必要か、薬剤
師に聞いておきましょう。
※どうしても・・・相性のよくない「飲食物」をとりたいという場合には、薬剤師に
ご相談ください。

《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

【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

／
／

ところバス右回り７分（同上）
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