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６月１日新病棟がオープンしました

CONTENTS

5月16日、午前の新病棟完成内覧会に地元の皆さん260名ほどご参加をいただき、午後の完成記念式典には医療関係者の皆さん100名
ほどのご参加をいただき大変ありがとうございました。今後とも皆様からいただいたご期待にお応えできるよう、患者さんも、職員も、
学生も、この病院へ来てよかった思えるような病院を目指してまいります。
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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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よろしくお願いします！
〜新任医師紹介〜
平成22年7月より西埼玉中央病

平成22年7月より西埼玉中央病

院に勤務させて頂くことになりま

院に勤務となりました友利賢太と

した川村雅彦と申します。

申します。平成18年3月に東京慈

平成15年3月に東京慈恵会医科

恵会医科大学を卒業後、2年間慈

大学を卒業後、慈恵医大附属病院

恵医大附属柏病院で初期研修を行

にて初期研修を行いました。以降、

いました。その後、1年間静岡県
富士市立中央病院に勤務し、平成

慈恵医大外科学講座に入局し、川
外科医師

川村

雅彦

口市立医療センター、慈恵医大附
属病院で外科医として診療を行っ

てまいりました。専門は消化器外科で、主に胃の術後機

外科医師

友利

賢太

22年6月まで慈恵医大附属柏病院
で外科レジデントとして勤務させ

ていただきました。

能を研究していますが、大学附属病院では消化器疾患に

西埼玉中央病院では、幅広い分野での外科的な知識、

とどまらず乳腺なども幅広く診療を行っていました。ま

技術が必要であると数日勤務し感じております。まだ経

た、手術だけでなく内視鏡検査、化学療法、緩和医療も

験・知識も浅くみなさんにご迷惑をおかけすることも

積極的に行っています。これから皆様に色々ご迷惑をお

多々あると思いますが、頑張っていきたいと思っており

かけすることもあると思いますが、地域の皆様のお役に

ますので、どうか宜しくお願いいたします。

立てるように一生懸命頑張っていきますのでよろしくお
願いします。

平成22年7月1日より、西埼玉

平成22年7月1日より、西埼玉

中央病院外科にて勤務させて頂く

中央病院整形外科に勤務させてい

事となりました宇野耕平と申しま

ただく阿部

す。平成20年に関西医科大学を卒

しくお願いします。私は東京慈恵

業後、厚木市立病院にて初期研修

会医科大学卒業後、2年間の研修を

を行い、平成22年4月に東京慈恵

慈恵医大付属第三病院で行いまし
た。そこで、エネルギー溢れる患

会医科大学付属病院外科学講座に
外科医師

宇野

耕平

入局し、3ヶ月間の本院レジデント
研修を経て、現在に至ります。西

敏臣です。どうぞ宜

整形外科医師

阿部

敏臣

者様や医師、看護師、コメディカ
ルの方々に魅力を感じ、今年の４

埼玉中央病院で勤務されてきた諸先輩の先生方の姿を見

月に東京慈恵会医科大学整形外科医局へ入局となりまし

て、外科医としての第一歩を当院で踏み出せる事を、大

た。４月からここに来るまでの３ヶ月間は西新橋の東京

変嬉しく思います。駆け出しの外科医であり、わからな

慈恵会医科大学付属病院で病棟管理や外来で整形外科の

い事や出来ない事の方が多い若輩者のため、多くの方に

基礎を学ぶと同時に研究や手術などの専門的分野も勉強

ご迷惑をおかけする事と思いますが、微力ながらも埼玉

させていただきました。

県の地域医療に貢献できるよう精一杯頑張りますので、
どうぞ宜しくお願い致します。

実際の臨床医としてはまだまだ駆け出しですので、今
後いろいろと御迷惑をかけることもあるかと思います
が、少しでも西埼玉中央病院の方々や患者さまの力にな
れれば良いと思っています。
改めて、
宜しくお願いします。
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周産期母子医療センターについて
周産期母子医療センター長
周産期母子医療センターとは、周産期（出産の前後の時期
という意味）を対象とした医療施設で、産科と新生児科の両
方が組み合わされた施設をいいます。全国ではざっと400
強存在し、そのうち国立病院機構16病院の１つに当院周産
期母子医療センターがあります。

中村

利彦

すが、最も重要なのは産科⇔小児科との敷居の低さであろう
と、自負しております。また、看護師および助産師の数も
決して充填できておりません。今春からGCU(回復治療室：
NICUでの集中治療を終え、退院に向けてさらなる医療を行
う病床)加算が診療報酬改正にて設けられたものの、当院で
は入院数が多く、6:1看護（患児6名に看護師1名）が現在
の看護師数では不可能となっております。看護師においても
さらなる戦力補給のため、人材を確保が急務です。
3）新病棟への期待
6月1日から開設した新病棟の構図は、約４年前から練り
上げられたものです。個人的には、これまで総合周産期セン
ターの設計に携わった経験を基に、今回は主に実際勤務して
いるスタッフのアイデアを生かした病棟設計を考えました。
まず、NICU/GCU各部署の設置面積のみを決定事項とし
て、レイアウトから皆の頭を振り絞ってもらいました。

1）周産期センターの役割
実際、周産期センターは、産科と小児科が併設されている
だけでは成り立ちません。母体には種々の合併症が発生しま
す。妊娠高血圧（かつての妊娠中毒症）は場合によって、
産科Drのみではなく、循環器Dr、腎・泌尿器科Drの３者が
タッグを組まないと母体管理が出来ないことがあります。糖
尿病合併妊娠の場合には、内分泌・代謝Drおよび腎・泌尿
器科Dr、さらに眼科Drなどの要請があるかも知れません。
さらに胎児のエコーで、心臓に異常が認められた場合、産科

スタッフの案の数々

Drに小児循環器Drが参加することもあります。つまり、総
合病院でないと十分な医療を周産期センターとして展開でき
ないのです。当院は、病床325床と到底大病院とは言い難
いのですが、合併症を抱えた母体・胎児に対して、各科連携
して集約的医療を日々行っています。
2）マンパワーの限界を綱渡り
産科は典型的な救急医療です。それに付随する小児科も
然りです。産婦人科のDrは現在4名、新生児を専門にする
Drも2名であり、婦人科を専門にするDr1名と一般小児を専
門とするDr２名がそれぞれの当直をバックアップする体制
になっています。１年365日をこの体制で維持しています
が、これで年間分娩数約950件、新生児入院数約400名は
驚異的数字です。この体制になって、約７年になりますが継
続できているのも、個々の能力が近接していることも一因で

にしさいたまちゅうおう

スタッフの考案した設計図
当時は医長賞として斬新なアイデア提供者には金一封を設
けましたが、結果全員が賞の対象者となりました。我々の
NICUはかつてから、developmental careという小さな病
気の赤ちゃんにとって優しいケアをすることに重点を置いて
きました。その結果、USA developmental care専門家に
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日本No.1のperfectでexcellentな病院と評価されました。

4）今後の歩むみち

今回は、病児を持つ両親に、面会時の緊張をほぐして有意義

最近、これもスタッフのアイデアを生かして作られた、新

な時間を過ごしてもらえるよう、病室の色（NICUは青を基

生児部門もキャラクターが誕生しました。哺乳類のサイが

調、GCUはピンクを基調）と壁のデザイン（NICUは夜空、

どうして卵から生まれるの？「サイが卵」→「サイ・たま

GCUはサバンナ）に拘りました。色もデザインの方向性も

（ご）」→「さいたま」こういう関係から生まれましたが、

看護スタッフを中心に選定し、その意向を継いで専門のデザ

出来上がって見ると意外（？）にかわいい存在です。新病棟

イナーに協力を得て最終的な壁が完成しました。日本の周産

1階の新生児部門の所々にキャラクターが登場しますので、

期センターにおいて、ここまで時間をかけ、しかも病棟を使

見つけて下さい。施設的にはとても恵まれたものが出来上が

用するスタッフみんなのアイデアを生かした所は後先にもこ

り、マスコットにも出迎えられた私たちではありますが、マ

こ、西埼玉中央病院しか存在しないと思います。

ンパワーの面での不自由さはこれからも課題です。しかし、
周産期医療の最も過疎地区と言われる埼玉県に位置する限
り、日々スキルアップに努力を惜しまず、6床から9床に増
床したNICUを起点に、より多くの患児、より質の高い医療
を実践し、将来は総合周産期センターを目指そうと思います。
当院に勤務して７年の先日、初めて新生児部門のスタッフ
に、今後の歩むみちとしてのことば「赤ちゃんの声が診える
（きこえる）」を送り出しました。この言葉は、私の恩師の
小川雄之亮教授（埼玉医大総合医療センター長）が、さら
なる恩師の小川次郎教授 （名古屋市立大小児科）から送ら
れたことば：「赤ちゃんがなにかを訴えている」に対応した
ことば：「声なき声を聞くために」に対しての応答に由来し
ます。自分の意志を表出できない赤ちゃんも何かを訴えてい
る、その声ないき声を聞くために、我々医療従事者は赤ちゃ
んを入念に観察しなければならない。そして、それが実践さ
れた時、初めて赤ちゃんの訴える声が聞こえるようになる、
という意味のある言葉です。
大学病院は医学教育・研究・臨床の３本柱どれも一流を要
求されます。我々のような一般病院は臨床をしていればOK
とされましょう。しかし、当院の周産期センターは産科部門

青を基調に夜空をイメージしたNICU

も新生児部門も臨床を重んじる傍ら、研究実績もあり、教
育においても各自専門を持つベテラン医師揃いで、いつでも
well come状態で若き医師をお待ちしております。看護師、
助産師の皆様も、是非興味があれば私たちの病棟にお越し下
さい。そして、今後の未来ある児のために共に働きませんか？

新生児部門のキャラクター

ピンクを基調にサバンナをイメージしたGCU
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Developmental careの第一人者キャサリン博士を迎えて

にしさいたまちゅうおう

放射線科Q＆A

核医学検査ってどんな検査ですか？
診療放射線技師

阿部

優

核医学検査とはγ線という放射線を放出する放射性同位元

はむしろ生体の機能を評価することができる点に大きな特徴

素（Radioisotope）を目的臓器に集積する物質に標識した

があります。病気を疑われる部分がありますと、それが原因

薬を用いて行う検査です。また、この検査に使用する薬を放

で病気になる場合があります。病気を治療するためには、病

射性医薬品（以下RIと記します。
）といい、このRIを体内に、

気を疑われる部分の機能や形・大きさを知る事が大切です。

ほんの微量投与し、目的臓器によって時間を置き測定します。

その全てが解って初めて、適切な治療方法が決められます。

検査用ベッドの上で静かに横になっている間に、特殊なカメ

また、治療を続けている間は、治療の効果を確かめる事も大

ラ（ガンマカメラ）で体内から放出される微量の放射線を測

切です。検査は治療の方法を決めるためと治療の効果を確か

定し、体中の様子を画像(シンチグラム)にする方法です。多

めるための二つの目的で行われますが、核医学検査は、主に

くの場合、受診する方が検査用のベッドに20～30分間静か

臓器の働き具合(機能)を調べます。CTやMRＩは、形(位置)

に横になっている間に、検査は終わってしまいます。ですか

や大きさを調べます。必要な検査を組み合わせて行う事で、

ら、患者様にとって苦痛の少ない検査です。投与方法は静脈

病気の大きさや形や対象臓器の働きがわかりその結果、治療

から注射するほかに、薬によってはカプセルを飲んでいただ

の方針を決めたり、効果的な治療が行われているかを判断す

くものや、呼吸によって吸入していただくものなどがありま

る事ができるのです。

す。

■放射性物質を体内に投与する事について
放射性物質を体内に入れると聞くと不安に思う方もいらっ
しゃるかもしれませんが心配ありません。それは、ごく微量
を使用するという事。放射線の量は胃のバリウム検査１回分
程度である事。また、体内の放射線は時間と共に減衰します。
放射性同位元素は半減期を持っています。半減期とはその時
間経過すると放射線の放射能が半分になる特性です。例えば
半減期が6時間のテクネシウムでは24時間後では16分の1
ガンマカメラ

■核医学検査とX線撮影,CT，MRI検査との違い
X線撮影やCT，MRI等が外部からエネルギーを与えて主
に形態画像を得る事を目的としているのに対し、核医学検査

にしさいたまちゅうおう

の放射能になり人体にほぼ影響はないレベルになります。ま
た、尿や便等と体外へ排泄によりなくなります。人体に影響
はありませんので安心して検査を受けてください。ご不明な
点等ありましたら、担当の主治医もしくは診療放射線技師に
お尋ねください。
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看護の日「健康フェスタ」を開催して
経営企画室長 斎藤
毎年恒例の看護の日のイベントとして、平成22年５月12

俊彦

来年もまた、多くの方々に参加して頂けるよう、内容等を

日（水）に西友小手指店Ｂ館１階パッサージュ広場において

検討し、より楽しいイベントにしていきたいと思いますので、

「健康フェスタ」を開催しました。

皆さまのイベントへのご理解とご協力をよろしくお願いいた

この催しは、平成16年度より、独立行政法人国立病院機

します。

構西埼玉中央病院のＰＲを兼ねて病院主催行事として、一般
の方々に健康について考えていただくことと併せて、医療に
携わってない方々にも「看護」への関心を持っていただくと
ともに「看護の心」を育むきっかけになることを願い企画す
るようになり、今年で７回目の開催となりました。
当日はお天気にも恵まれ、多くの地域の方々104名に参
加して頂き、病院各職種の職員が協力し、医師・薬剤師・管
理栄養士・検査技師及び看護師による医療に関する相談、看
護学校教員による将来看護師を目指す学生及びその保護者に
対する進路相談、血圧測定、体成分分析測定、生活習慣病等
健康に関するパンフレット配布等を実施し、盛況のなか無事
に終了することができました。
この機会に地域の方々との交流を図り、自分自身の健康に
ついて考えていただき、楽しんで頂くことで、健康維持のお
役にたてればと考えております。

「看護の日」を終えて
附属看護学校
“リーンリン”
“チリンチリーン”

36 回生 小野

知子

４月から新学期が始

配りながらも、自分の持っている音に責任を持ち、タイミン

まり間もなくすると、昼休みや放課後の校内にはハンドベル

グ良く鳴らす必要があります。もし一人でもタイミングがず

の涼しげな音が連日鳴り響いていました。5月12日に予定

れてしまうと、メロディーの間の音が抜け、リズムが乱れて

されている「看護の日」に向けてハンドベル練習をしている

しまい、何の曲を演奏しているのかが聴衆に分からなくなっ

音です。この「看護の日」に私たち看護学生は日頃、実習等

てしまいます。逆に自分の音を鳴らすことだけに気を取られ

でお世話になっている患者の皆様へ感謝の気持ちを伝えるた

ていると、他の音とのバランスが崩れ、メロディーラインが

め、昨年度からミニコンサートと銘打ち各病棟でささやかな

崩れてしまいます。そのため、最初の練習では皆自分の音を

演奏を披露させて頂いています。一年生は『上を向いて歩こ

出すのに必死で、全く周囲と息が合わずバラバラだったので

う』
『ふるさと』を振り付けしながら合唱し、私たち二年生

す。しかし、毎日練習を重ね、日を追う毎に上達し、協調性

はハンドベルで『春の小川』
『見上げてごらん夜の星を』を

も生まれ「看護の日」には良い演奏を披露することができた

演奏させて頂きました。

と思います。

わずか20分程度の短い演奏会ではありましたが、この日

良い演奏だったのかどうか、患者さん方に感謝の気持ちを

を迎えるまでに私たちは、毎日一生懸命練習をしました。特

伝えることができたのかどうかは、演奏を終えた後の患者さ

にハンドベル演奏では見た目では簡単そうに見えたのに、実

ん方からの暖かい拍手、笑顔、涙、そして「ありがとう、良

際に演奏してみると想像以上に難しく、最初はなかなか曲に

かったよ」
「アンコール！！」等の数々の言葉から成功した

なりませんでした。こんな演奏では患者の皆様に感謝の気持

ことを感じ取ることができました。そしてこの患者さん達の

ちを伝えることはできない、もっともっと練習が必要だ！！

反応は、今まで沢山費やしてきた練習の日々を忘れてしまう

誰もがそう思ったに違いありません。ハンドベル演奏は、一

ほど嬉しく、この上ないご褒美でした。

人１～２個の音を受け持ちます。そのため、周囲の音に気を
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たナイチンゲールの誕生日です。この私たちの尊敬の的であ

少しでもナイチンゲールに近づけていたら嬉しく思います。

るナイチンゲール生誕の日に、ささやかではありましたが患

とはいえ、まだまだナイチンゲールの足元にも及ばない未熟

者の皆様へ感謝の思いを伝えることができたことを誇りに思

者な私たちです。少しずつ、でも確実に近づいていけるよう、

います。そして自分達がこの「看護の日」を通して、ほんの

今後も日々精進して頑張って行きたいと思います。

くすりになるおはなし
（3）
薬剤師

瀬川

誠

こなぐすりの上手な飲み方
１．少量の水で口の中をうるおします。
２．「くすり」を口の中に入れます。
３．コップ１杯の水またはぬるま湯と一緒に飲みます。
※顆粒状の「くすり」は、徐々に溶けるよう表面処理がされています。かみ砕かないようにしましょう。
※「くすり」をオブラートに包んで飲むこともできます。

☆乳幼児への飲ませ方

◎そのまま飲める子の場合
・口の中に入れてあげます。口の中に「くすり」が残らないように、後で水やぬるま湯を飲ま
せてください。
◎そのまま飲めない子の場合
・ペースト状にして飲ませます。スプーンの上や小さなお皿の上に「くすり」を出して、ごく
少量の水やぬるま湯を加えてペースト状にねります。清潔な指の腹で「くすり」を取り、お
子さんの上あご又はほおの内側に付けます。この時、舌の上にのせると苦味を強く感じて嫌がるかもしれません。
「くすり」のききめを確実にするため、最後に水又はぬるま湯を飲ませます。
・ゼリーなどをスプーンに少量とり、その上に「くすり」をのせます。上から「くすり」をはさむように（隠すよ
うに）ゼリーなどをのせて飲ませます。
※ 育児用ミルクに混ぜるとミルクの味が変わって、ミルク嫌いになることがあります。ミルクに混ぜるのは避けま
しょう。
※ 抗生物質の「くすり」の一部には、牛乳や乳製品と一緒に飲むと「くすり」の成分が吸収されにくくなって、効
果が弱くなってしまうものがあります。
※ 少量のプリン、ジャム、乳幼児用電解質飲料などお子さんの好きなものに混ぜて飲ませることもできます。事前
に薬剤師に相談して確かめておきましょう。

にしさいたまちゅうおう
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団塊世代のいきいきセカンドライフ
「にしさいたまちゅうおう」をご覧の
皆さま、こんにちは！当院の栄養管理室
長、齊藤です。連載５回目の今回は「団
塊世代」
に関するお話しをさせて頂きます。
昭和50年、堺屋太一のベストセラー小
説「団塊の世代」は、その年の流行語に
なりました。平成17年の国勢調査による
と、団塊世代と言われる昭和22～24年
の３年間に生まれた人口は674万人で、更に昭和25～26
年の２年間を加えると、1077万人になります。これは総人
口の8.4％、
20歳以上の人口の10.4％に相当します。今後、
高齢化に伴い、団塊世代の患者さん達が多くなる事が想像で
きます。
ある広告会社の調査によると、団塊世代の方達の60～65
歳までの不安は「自分や配偶者の健康」が男女とも高く、
60代後半になったら「したい生活像」は、94％が健康を維
持したいと考えているそうです。このように、団塊世代の健

康に対する関心度が高い事がわかります。
ところが、栄養指導で団塊世代の患者さん達と関わるうち、
夫婦間にある共通な考えがある事に気づきました。それは
「そ
れぞれ自分の人生を楽しみたい」というものです。例えば、
夫婦共それぞれ好きなものを買い、好きな時間に自炊や外食
する姿は独身生活の様で、食事の聞き取りに困惑する事があ
ります。付き添いのご家族が団塊夫婦の場合、妻は夫が趣味
や付き合いに没頭して、介護を手伝わない事へ不満を訴えま
す。夫は、元気なうちは精力的に行動したいと考えています。
ところが、夫婦仲が決して悪いわけではなく、お互いを束縛
しないだけで、一緒に旅行や外食にも行くのです。明るい性
格で、時間もお金も多少あるようで、交友関係が幅広く、行
動範囲がこれまでのシニア世代とは異なるので、生活習慣を
なかなか改善できない方が多いように感じます。是非、これ
をお読みの団塊世代の皆さまは、いきいきと健康的に過ごせ
るような暮らしを目標にされる事を望みます。私達管理栄養
士は、栄養指導でそのお手伝いをしております。

外来患者様のご案内などのボランティアを募集しております。
詳しくは管理課庶務班長又は副看護部長までお問い合わせください。

ところバス右回り７分
（同上）
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