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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
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にしさいたまちゅうおう

新 任 幹 部 職 員 紹 介
  この度、4月1日付で、下志津病院から企画課長に配置換となりました雨宮敏夫と申します。
  出身は千葉県で、係長に昇任後は千葉県、長野県、東京都、茨城県の9施設で勤務いたしました。
　埼玉県で勤務するのは初めてとなります。
  前任の企画課長とは、以前千葉東病院で管理課長、庶務班長(私)の立場で、仕事をさせていただ
きました。
　異動の内示を受けて、まさか、私が後任として配置換えになるとは夢にも思っておらず、とても
びっくりした次第です。
　前任地では、病棟建替工事に関わっており、3月末で上棟し、4月から内装工事に入るところで、
竣工を楽しみにしていたところの異動となり少し心残りがあります。
　西埼玉中央病院は昨年に新病棟がオープンして、現在 病棟取り壊し中であるため、前任地での
経験を生かして業務を進めてまいりたいと思っております。
  いち早く業務を把握し、職員間の ｢和｣ を大切にして、西埼玉中央病院の1職員として地域の皆
様方に尚一層信頼される病院を目指して努力して参ります。
　どうぞ宜しくお願い申し上げます。

　このたび、１月16日付昇任でまいりました管理課長の三浦広美と申します。
　まずは、３月11日の東日本大震災により被害を受けられました皆様に心よりお見舞い申し上げ
ます。一日も早い復旧と皆様のご健康を心からお祈り申し上げます。
　５年近く自宅のある群馬県内の施設で勤務してまいりまして、埼玉県の施設での勤務になるのは
西埼玉中央病院で２カ所目となります。以前、東埼玉病院で国立病院が独立行政法人国立病院機構
へ移行する前後に勤務させていただきました。
　こちらで勤務させていただいた第一印象は、くぬぎ林に囲まれた静閑な場所に建っている病院で、
そのような環境だからでしょうか、落ち着いた雰囲気の病院だなあという感じでした。前任施設が
高崎総合医療センターで地域の救命医療を担っていた病院でしたので、なおさらそう感じたのかも
しれません。
　さて、着任して２ヶ月半ほど経ちましたが業務における課題もいくつか見つかりました。一つ一
つ解決していければと考えております。同時に、職員の皆様に信頼され、少しでもたよりにされる
管理課となるよう努力してまいりたいと思います。今後ともよろしくお願い申し上げます。

　今回４月の異動で小諸高原病院から参りました薬剤科長の前田です。前任地の小諸高原病院での
２年間は慣れない場所で、しかも初めての単身赴任でしたが何とか無事勤め上げることができまし
た。それでも幸いにも新幹線が通っている地域でしたので、月曜日の早朝に東京を出て金曜日の夜
に帰宅することができ、他の単身赴任の方よりはラッキーだったと思っていますが、高原の豊かな
自然に囲まれ通勤もなく、毎日の夕食はビールが主食という恵まれた？生活のためメタボ予備軍に
なってしまいました。自宅は新宿区戸山なので、これからは国際医療研究センターを毎日横目で見
ながらの２年ぶりの電車通勤と小手指駅からの徒歩通勤で運動療法をしたいと思っています。毎日
の通勤と精神科病院から総合病院への頭の切り替えや処方薬の切り替えに苦労する日々が初めはあ
るかと思いますが、できるだけ早く切り替えられるよう努力いたしますので、４月当初はお許しを
願いたいと思います。
　当院薬剤科も４月には１名増員され、５月中旬からは毎日当直体制になると聞いております。そ
の新体制を遺漏無く開始できますよう管理者として勤めていきたいと思っておりますので、薬剤科
一同と共によろしくお願いいたします。

雨
あめ

宮
みや

敏夫企画課長

三浦広美管理課長

前田和俊薬剤課長
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　この度、４月１日付をもちまして、千葉東
病院より参りました、業務班長の水澤秀行と
申します。どうぞよろしくお願いいたします。
　まずは、この度の東北地方太平洋沖地震に
おきまして、被災されました方々に心よりお
見舞い申し上げます。日もあまり経っておら
ず、復興までには時間がかかるかと思います
が、被災地の１日も早い復興を切に祈念いた
します。
　幸いにも当院並びに所沢周辺は大きな被害
はないと聞いておりますが、今後も相当期間
の計画停電が予想されますので、病院運営に

支障を来さぬよう努力して参りたいと思います。
　前任地では医事業務でしたが、今回は財政・経理面に携わることとな
ります。病院の経営状態を把握し、偉大な諸先輩方が築き上げた新病院
の、そして地域医療の更なる発展に貢献できるように頑張りたいと思い
ます。
　また、当院は２度目の赴任になります。前回は平成10年４月から平成
13年９月までの３年半、医事課の外来業務でお世話になりました。あれ
から約10年が経ち、当院を取り巻く環境も大きく変わったと思います。
２度目の赴任ということで当院に『縁』を感じますし、気持ちが引き締
まる思いです。まだまだ若輩者ですが、精一杯努力して参りますので、
皆様のご指導・ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。

　4月1日付にて国立病院機構東京病院より研
究検査科臨床検査技師長として、異動して参
りました上條敏夫です。
　まずご挨拶の前に、このたび東北地方太平
洋沖地震で被災された皆様ならびにご家族の
方々には心よりお見舞い申し上げます。
　さて、私自身西埼玉中央病院勤務は2年半
ぶりとなります。以前勤務していた際はまだ
新病棟建築計画が会議で行われていた頃でし
たが、新病棟が完成し青写真が現実のものと
なったこの施設で再び勤務できることには廻
り合わせを感じます。

　私の好きな言葉に「one  for  all～一人はみんなのために」があります。
研究検査科のスタッフ一人ひとりが力を合わせ、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めざします」を常に念頭に置きなが
ら、患者様のため、病院のため精一杯努力する所存ございます。
　なにとぞ、宜しくお願い申し上げます。

　この度、４月１日付けで千葉東病院より異
動して参りました佐藤一枝と申します。経歴
は、国立習志野病院附属看護学校を卒業後、
東京医療センターに勤務いたしました。看護
師長としては２施設目となります。埼玉県で
勤務するのは初めての経験となります。毎日、
電車とバスでの通勤です。散歩が趣味で、自
然に恵まれた環境で近隣のドライブもできれ
ばうれしいです。また、新しい方々と仕事が
できることを楽しみにしております。
　看護部の理念である「心のこもったあたた
かい看護の提供を目指します」を念頭に、病

院の雰囲気に早く慣れ、チームワークよく明るい働きやすい職場となる
よう、また、元気でやさしい笑顔を大切に、日々、自己研鑽し、精一杯
努力していく所存でおりますのでどうぞよろしくお願い申し上げます。

　この度４月１日付けで国立精神・神経医療
研究センターから当院のリハビリテーション
科に異動（採用）となりました理学療法士長
の廣島　勉です。当院患者様のメインとなっ
ております整形外科は約10年ぶりです。この
施設を希望して参りましたのも、もう一度一
般臨床を見直すためでもありましたので、是
非改めて勉強させて頂きます。前施設では筋
ジス、パーキンソン病をはじめとした神経難
病、重症心身障害児・者が専門でした。従っ
て今回このような機会を与えて頂けたことを
心より感謝致しております。今まで異動して

きた経験から、当院のリハビリテーション科を下記のように伸ばせてい
ければと考えております。
１）患者様が笑顔で帰れるリハビリテーション科を目指します。２）そ
のために安全で安心できる治療の提供を最優先いたします。３）病院ス
タッフ間でカンファレンス、症例検討、勉強会など積極的に開催できる
ように徐々に対応して参ります。４）OT部門の再構築を行って参ります。
以上の4点を実現するためにさらなる情報の共有化や積極的な情報交換
が、必要と捉えております。当面円滑な業務遂行できるまで、笹医長を
始めと致しましてリハスタッフ一同のお力添えを頂きながら頑張ってい
く所存でございます。今後ともどうかご指導のほどよろしくお願い申し
上げます。

　この度、４月１日付で同じ埼玉県内にあり
ます東埼玉病院より当院の管理課庶務班長と
してまいりました横内史泰と申します。
　出身は、夜景が綺麗なことで有名な北海道
の函館市です。大変綺麗ですので機会があれ
ば是非一度行かれてはいかがでしょうか。
　この度の異動は、東日本大震災の影響等も
あり非常に慌ただしいものとなりました。
　当院は現在、医師や看護師等の派遣や患者
の受入等で支援をしており、事務部の一員と
しても側面からの援助等で役に立ちたいと
思っております。

　また、昨年の６月に新病棟、同じく８月に附属看護学校の新校舎が完
成しており、機能面でも充実し、今後ますます発展していくことが期待
されている病院であります。病院の理念であります“病む人に心の通う
質の高い医療をめざします”の為に貢献できるよう精一杯努力してまい
りますので、どうぞよろしくお願いいたします。

よろしくお願いします！
～新任医師紹介～

業務班長
水澤　秀行

研究検査科
上條　敏夫

看護師長
佐藤　一枝

理学療法士長
廣島　勉

庶務班長
横内　史泰
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　3月4日、私達35回生39名は池内学校長先生の「卒
業後は、同窓生になります。西埼玉中央病院附属看護学
校の卒業生として自信を持って送り出しています。誇り
を持って過ごしてしてください。いってらっしゃい。」
という言葉に背中を押され卒業しました。
　3年前の4月、入学した時の緊張感を思い出します。
入学式の3日後には1限90分授業1日4限が始まり、一
週間後には先輩達と体育大会。基礎看護技術の授業では、
3人１グループになり、シーツ交換や体位変換の演習。
校外研修では、劇団四季でウィキッドを鑑賞し、鑑賞で
の学びについてグループワークを行い、先輩達の前で発
表。緊張は数日で、授業や学校行事についていくことに
必死でした。しかし、基礎看護技術の授業では、グルー
プ毎に先生が一人付き、分かるまで、出来るまで丁寧に
指導してくださいました。看護学概論では、新生児期か
ら老年期まで、人間の一生について辿るべきであろう体
の変化や心理過程についても学びました。解剖生理学の
授業では、人間の体の仕組みや働きについて学び、人体
の神秘に感動すると共に、機能についての過程は複雑で、
覚える名称も膨大にあり大変でした。また、疾患の授業
では病院の各専門医が講師となり、教科書以外の臨床の
話を交え講義を進めてくださいました。一年生の後半は、
毎週一教科はある試験勉強に追われ、徹夜の勉強も度々
でした。実技試験の練習で、放課後遅くまで残って練習
したのを覚えています。
　二年生になると、看護方法の授業も始まり、各病棟の

看護学校卒業式　〜卒業を迎えるにあたって〜
独立行政法人国立病院機構西埼玉中央病院附属看護学校　35 回生　大矢　久代

看護師さんが実際に行っている看護技術について詳しく
講義してくださいました。二年生の12月から一年間、
病院での領域別実習がありました。患者様は病気と闘う
中、私達学生が対応することを了承してくださり、実際
の病状について多くのことを学ばせていただき、教科書
で学んできたことは基礎であり一部であることを実感し
ました。
　実習中は、1日の振り返りの実習記録や、翌日に実施
する看護計画書作成に遅くまで時間が掛かり、2～3時
間睡眠の日が続いたこともありました。しかし、病気で
入院している中、ぎこちない対応で時間が掛かる援助に、
時には笑顔で付き合ってくださり、患者様の「ありがと
う」の言葉に励まされ、頑張り続けることができました。
　三年生になると、実習中の講義やその試験勉強、グルー
プワーク、更に国家試験の模試などの日々が続きました。
11月に実習が終了したとたん、国家試験に向け最後の
追い込みで、今までの人生で経験したことが無いくらい
毎日勉強し、2月の試験に挑みました。
　3年間を振り返ると、辛いこともありましたが、隣に
は常に同じ思いや気持ちの仲間がいました。また、西埼
玉中央病院に入院されていた患者様を始め、病院で指導
してくださった看護師、医師、学校の先生方等々多くの
方に支えられ、育てていただき卒業式を迎えることがで
きました。感謝を忘れず、一人前の看護師になるべく、
西埼玉中央病院附属看護学校の卒業生として今後も勉強
を続けていきたいと思います。
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産婦人科が記事として取り上げられました
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「くすり」の「副作用」を知る・・・安全に服用するために・・・

　※「くすり」はからだの中でさまざまに作用します。その中で、症状の改善や病気を治すといった目的をも
たらす作用を「効きめ」といい、その他の目的をはずれた作用を「副作用」といいます。どんな「くすり」
にも「効きめ」と「副作用」があります。

　※「副作用」の出やすい部位、時期、頻度、初期症状などは「副作用」の種類によりさまざまですし、「副作用」
の症状は個人差があるため、同じ「副作用」でも症状が異なることがあります。

　※「副作用」を必要以上に怖がって、服用をやめてしまうことのないよう、あらかじめ、どんな「副作用」
があるか「副作用」の主な自覚症状について医師、薬剤師から聞いておきましょう。

     ・低血糖症・・・血液中の糖分が少なくなりすぎた状態で糖尿病の「くすり」を使用することで起こる
　　 可能性があります。

　  ※自覚症状として現われにくい「くすり」の「副作用」は、医師による
　  　問診、血液検査、レントゲン撮影、尿検査等によって確認しています。
　  ※「くすり」を飲んで何か変だなと感じたら、早めに医師又は薬剤師に
　  　相談してください。

薬剤師　瀬川　誠

くすりになるおはなし（6）

☆「副作用」の自覚症状の一例
副作用症状 主な自覚症状

低血糖症状

急に強い異常な空腹感、力のぬけた感じ、発汗、手足のふ

るえ、眼のちらつき、頭が痛い、ぼんやりする、ふらつく、

いつもと人柄が違ったような異常な行動をとる、はなはだ

しい場合には、けいれんを起こしたり意識を失うこともあ

る、など

肝機能障害・黄疸（おうだん）

皮膚が黄色くなる、白眼が黄色くなる、食欲がなくなる、

からだがだるくなる、尿の色が濃く（茶色く）なった、か

らだがかゆくなった、発疹がでた、吐き気、など
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放 射 線 科 Q ＆ A
診療放射線技師　阿 部　　優

脳血流シンチグラフィ検査

Ｑ：脳血流シンチグラフィ検査って、どのような検査なのですか？

Ａ：
脳は、血流により運ばれたブドウ糖
や酸素を使って活動しており、正常
に機能するためには、充分な血流が
必要となります。多くの脳の病気は、
血流の異常によるものが多く。脳血
流シンチグラフィは脳血流のわずか
な変化を見つけるための検査です。
脳梗塞、てんかん、痴呆などの病気
の診断に有効です。
脳に運ぶ物質（ＥＣＤという物質）
と放射性同位元素（ＲＩ）という放
射性物質により作られた薬を注射し、
脳に取り込まれた放射性同位元素（Ｒ
Ｉ）から出る放射線を特殊なカメラ
で撮影し血流の状態を調べていく検
査です。

□アルツハイマー病の早期診断も可能
脳血流シンチグラフィで得たデータを使用し視覚的評価で困難な血流低下部位を客観的かつ正確に診断することが可
能です。（変性疾患の鑑別、経過観察、重症度評価）
初期アルツハイマー型認知症（ＭＣＩ）における疾患特異領域解析の定量指標により、より客観的な評価もできます。

正常例 疾患例

初期アルツハイマー型認知症の症例
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ところバス右回り７分（同上）

　西埼玉中央病院ニュースをご
覧のみなさん、栄養管理室長の
斉藤です。この度の震災で被災
された皆様に心よりお見舞い申
し上げます。当院でも被災地の
病院へ支援物資の提供を行いま
した。
　栄養指導においても、その影
響を受けこれまでと違った生活

に変化した方がおられます。
・飲み会がなくなり、深酒しなくなった。
・残業せず、自宅で夕食をとるようになった。
・計画停電に合わせ、食事の時間が早くなった。
・早く寝るようになり、規則正しい生活になった。
・車通勤から自転車通勤になったので、運動量が増

えた。
・パンが売り切れで、和食になった。
・納豆や卵がないので、おかずが缶詰などになった。
・買い込みすぎた結果、食べ過ぎてしまった。
・買い出しに行ってもいつも売り切れ、または閉店。夕

食はお菓子を食べた。
・いつものヨーグルトがなく、便秘がちだ。

・野菜の安全性が心配で、食べなくなった。
・出歩くことまで自粛ムードになり、運動不足。
・１人でいることが不安で寝つきが悪く、日中なんとな

くボーっとする。
　一時的とはいえ、各家庭さまざまな対応をなさってい
るようでした。「被災者の事を考えたら、もったいない
ことはできない」と好き嫌いを言わなくなった方もおら
れます。
　震災以来、日本全体が考えさせられる日々を過ごして
います。共通して言えることは、どんな境遇でも「人は
水と食料は絶対になくてはならないもの」なのです。当
院は入院患者さんの食事が滞らないよう、非常用備蓄食
糧を保有しております。また、粉ミルクと飲料水も非常
時に備え、確保しております。

＜震災による暮らしの影響について…栄養指導の現場から＞

斉藤室長の健康ワンポイント講座 Part.8

MILK


