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『現在、6月1日のオープンに向けての最終チェックを行っています。内覧会を5月16日(日)11:00～13:00に行いますので、当日、新病棟玄関
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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
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池内健二

春暖の候、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。
この度、病院長の交代がありましたのでご案内申し上げます。
竿代前院長から引き継ぎまして副院長から院長に就任いたし
ました。従前より当院に対しまして皆様方の暖かいご支援ご
協力に対して厚く御礼申し上げます。今後ともご指導、ご鞭
撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
竿代前院長の方針は病病連携、病診連携をさらに充実させ
ることで地域医療をいっそう活性化することでした。地域の
先生がたのご指導、
ご協力はもとより患者さんからもご理解、
ご支援を頂き、当院も少しずつではありますが変わり始めま
した。この流れを止めることのないように地域医療の充実を
目指して努力致します。まだまだいたらない点が多くあると
思いますが、少しでも良い方向を目指す所存です。何か不都
合などありました、ご教示いただきますようお願い申し上げ
ます。皆様の暖かいご理解、ご支援でこの病院は育っていく
ものと思っております。
またこの度6月1日から新病棟に引っ越しします。旧病棟
は昭和48年に建てられてから37年が経ちました。途中幾度
か改築をしながら使用してきましたが、さすがにこれ以上の
使用は困難と判断され新築されました。全職員の願いが叶っ
ていよいよ開棟いたします。患者さんへは多大なご不便をお
かけして参りましたが、ようやくより快適な医療環境を提供
できることをうれしく思います。外来はそのままですが地域
周産期医療センター（NICU、GCU）も新しくなります。少
しでも埼玉県における周産期医療に対し貢献できればと考え
ております。手術室も新しくなり、
HCU
（ハイケアユニット）

も設置されます。本格稼働を目
指して努力致します。建物が新
しくなっても皆様方のご理解、
ご指導なくしては、より良い病
院とはならないと思います。
さらに看護学校校舎も新築されます。看護師確保が困難な
昨今、大変ありがたいことです。医療の質を低下させること
のないように看護師の確保は重要な課題でした。プレハブの
ような校舎が新築されることで入学志願者が増えればより質
の高い医療を目指すことができます。
大型医療器械CT（64列）MRI（1.5テスラ）も導入され
ております。その他RI、骨密度、脈派、上部、下部内視鏡な
ども新機種へ変更いたしました。ますます医療の質を向上さ
せることが出来ると思います。
しかしながら、ここまで申し上げますと、お国の税金でま
かなわれているからできることと思われがちです。平成16
年に国立病院から独立行政法人と移行してからは国からの資
金援助はほとんどなく現在は独立採算で行われています。今
後当院はこの資金を捻出しながら地域医療の向上を目指して
参ります。質の高い医療の提供を目指すためには病院経営の
安定を図る必要があります。経営のことばかりを考えると、
よい医療の提供は成り立ちません。可能な限りの質の高い医
療の提供を目指して参ります。そのためにも皆様の暖かいご
理解ご協力が必要となります。どうぞ今後とも、これまで以
上に西埼玉中央病院をご利用いただきますようにお願い申し
上げます。

新任幹部職員紹介
このたび、国立病院機構西埼玉中
央病院副院長を拝命いたしました。
病院を取り巻く情勢が厳しいこの時
期に、大任を仰せつかりまして、責
任の重大さを痛感いたしております。
患者様の目線に立って、安心で安全
な質の高い医療を提供することが当
院の大きな使命と考えています。今
後、地域の医療機関との連携を強化
副院長 小野寺達之 して安全安心な医療の提供を行うと
ともに、国の医療政策として当院が
担うべき医療「がん」
「成育医療」
「内分泌・代謝（糖尿病）」
等に取り組んでいきたいと考えています。
当院は本年６月に新病棟が稼動いたします。職員一丸と
なって医療サービスの向上と医療環境の整備に努め、患者様
が「来て良かった」と思える病院を目指して努力して参りた
いと思います。
なにとぞよろしくお願い申し上げます。
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この度、4月1日付で看護部長に昇
任し、水戸医療センターより参りま
した樋口善惠と申します。出身は長
野県です。善惠の善は善光寺より名
付けられました。どうぞ宜しくお願
いいたします。経歴は、国立松本病
院附属看護学校を卒業後、国立がん
センターに勤務しました。その後看
護師長として３施設、副看護部長と
看護部長 樋口善恵 して、３施設勤務致しましたが、埼
玉県で勤務するのは初めての経験と
なります。私は、自然が大好きで、ドライブしながらそれぞ
れの県を謳歌してきました。埼玉ではどんな経験ができるか
楽しみです。
今年度最初の大きな課題は、6月の新病棟への移転です。
その成功に向けてそれぞれの部門とコミュニケーション良
く、連携をとり、病院の理念である「病む人に心の通う質の
高い医療をめざします」が達成できる環境づくりに努めたい
と思っております。看護部長として精一杯努力していく所存
でおりますので、皆様のご協力をお願い致します。

にしさいたまちゅうおう

教育主事

西出

この度、4月1日付けにて東京医療
センターより西埼玉中央病院附属看
護学校に異動してまいりました西出
久美（にしでくみ）と申します。
北陸は石川県出身で、国立病院機
構金沢病院附属看護学校を卒業いた
しました。その後就職で関東にまい
りまして、臨床を9年間、学校で教員
として10年間勤めました。看護基礎
久美 教育に携わるのは２年ぶりとなりま

す。前施設では、教育担当師長を2年間勤め、主に新人看護
師の指導及び精神的バックアップに努めて来ました。卒業後
のまだ一人前には少し届かない看護師に関わることも大変に
やりがいのある教育でしたが、この度、再び基礎教育に携わ
れるということで、身の引き締まる思いでおります。
新校舎を無事に近隣の皆様にお披露目し、より良い学習環
境で、病院職員・学校職員一緒に、社会に貢献できる人材を
育成できるよう日々努力していきたいと考えています。
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〜
平成22年４月１日から、西埼玉中央病院泌尿
器科勤務となりました高橋英二です。平成５
年３月に防衛医科大学校を卒業後、航空自衛
隊医官として防衛医大病院を含む自衛隊の施
設や医務室等での勤務を経て、このたび当院
泌尿器科で勤務することとなりました。航空
自衛隊では、泌尿器科領域のみならず、総合
臨床医として様々な疾患に対し幅広く診療を
行う傍ら、パイロットの体調管理や疾病予防
に関する分野である航空医学について勉強さ
せていただきました。これらの経験を生かし、
皆様のお役に立てるよう精一杯努力していく
泌尿器科
所存です。出身は香川県ですが、防衛医科大
高橋 英二
学校に入校以来、学生時代を含め埼玉県での
生活が長く、その埼玉県で、微力ながら地域の皆様のために働けること
を大変光栄に思っています。まだまだ至らないところも多々ありますが、
どうぞよろしくお願い申し上げます。

平成22年4月より西埼玉中央病院に勤務とな
りました杉沢勇人と申します。平成15年3月
に東京慈恵会医科大学を卒業後、慈恵医大病
院で研修を行いました。その後、慈恵医大糖
尿病・代謝・内分泌内科に所属し、慈恵医大
病院、慈恵医大青戸病院、川口市立医療セン
ターで診療を行ってきました。当院でも糖尿
病を中心に内科診療に従事していきます。糖
尿病の名前は誰でも聞いたことがある病気で
すが、実際に正しい知識は意外と知られてい
ません。また、これだけ糖尿病患者が多いに
も関わらず、学問的にもまだまだ分からない
内科
事が多い分野です。そのため、診療、研究に
杉沢 勇人
おいても非常に重要な病気と思います。これ
から、皆さまに色々ご迷惑をおかけすることもあると思いますが、宜し
くお願い申し上げます。

平成22年4月1日より 国立病院機構 西埼玉
中央病院で消化器・肝臓内科医として勤務さ
せていただくことになりました込田英夫と申
します。平成22年3月31日までは、千葉県柏
市の東京慈恵会医科大学附属柏病院 消化
器・肝臓内科に勤務しておりました。柏病院
では、一般消化器内科、主に肝胆膵疾患を中
心に診療させて頂きました。その中でも、慈
恵医大柏病院では膵臓癌患者の診療に重点を
置いていたので、膵臓癌患者への抗癌剤治療、
癌ワクチン療法、Best Supportive Careにも
携わっておりました。診療科は、消化器内科
消化器・肝臓内科
ですが、一般内科医としても幅広く患者様の
込田 英夫
訴えに耳を傾け、適切な診断や検査、治療な
ど行って参りたい所存です。西埼玉中央病院は、地域の中核病院として
の役割が大きいと聞いておりますので、地域の病院，開業されている先
生方との連携も綿密に行い、診療をおこなっていきたいと考えておりま
す。また、病院を受診される患者様により良い医療を提供できるよう、
日々研鑽、
努力していくつもりですので、
どうぞよろしくお願い致します。

平成22年4月1日から西埼玉中央病院消化器内
科にて勤務させて頂きます及川紘太郎と申し
ます。平成18年に順天堂大学を卒業、卒後研
修を経て東京慈恵会医科大学附属病院内視鏡
科に入局しました。１年間消化管内視鏡を学
んだ後、慈恵会医大柏病院に出向、消化器内
科にて勤務させて頂きました。西埼玉中央病
院においては消化管に偏らず総合的な内科知
識を学ばせて頂き、地域の皆様のお役にたて
られるよう微力ながら精一杯頑張っていく所
存です。弱輩者ゆえ、ご迷惑をおかけするこ
とも多々あると思いますが、どうぞ宜しくお
願い致します。

消化器科

奥

平成22年4月1日より当院消化器科に勤務させ
ていただくことになりました．宜しく御願い
いたします．
私は平成17年に近畿大学医学部を卒業し，東
京女子医大病院での初期研修，東京慈恵医大
での後期研修を経て，現在に至ります．
資格は日本内科学会認定内科医です．
主に消化器病棟，消化器および一般内科外来，
内視鏡検査に携わらせて頂いております．
地域の皆様のお役に立てられるよう，懸命に
頑張っていきたいと思っておりますので宜し
くお願い致します．

憲彰

にしさいたまちゅうおう

消化器科

及川

紘太郎

平成22年4月1日より西埼玉中央病院循環器内
科に勤務する事になりました小笹 秀樹と申
します。どうぞ宜しくお願いします。
私は大学卒業後、聖マリアンナ医科大学病院
で初期臨床研修を行い全般的な医師としての
臨床能力を学びました。その後、東京慈恵会
医科大学附属病院で後期臨床研修を行い、循
環器内科を専門とした経験を積んできまし
た。また、後期臨床研修と並行して同大学の
大学院にも入学しコレステロールを中心とし
た脂質代謝について勉強・研究を行いました。
専門は循環器内科ですが、患者様の多くは循
循環器科
環器疾患のみでなく他科の疾患を患っている
小笹 秀樹
事の方が多いと感じており専門に固執せずに
全般的な疾患にわたり診療の出来る事を目標としております。今後とも
初心を忘れずに色々と学んでいきたいと考えております。そして患者様
に少しでも貢献させて頂きたいと思います。
新しい職場で皆様にご迷惑をおかけする事も多いかと思いますが、今後
とも宜しくお願い申し上げます。
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医療

話

小児科医を上手く操る方策？？
小児科医長

中村

利彦

風邪薬の話：風邪薬の効能とは、風邪症状（咳、鼻み

に腫れていれば、解熱するにはもう少し時間を要します」

ず、嘔吐、下痢、発熱など）の緩和にあります。そもそも

とか「最近の流行している風邪は、これくらいの期間は熱

「風邪」というのは、一般的にはウイルス感染症の一つで

が高いよ」などコメントを貰えるはずです。これが、医師

あるため、抗生剤は必ずしも必要ではありません。現時点

と患者の上手なコミュニケーションです。

１）

での私たちの身近にあるウイルスに対する薬剤は意外に多

ベストではありませんが、もしB医院を受診するなら、
「薬

くなく、水痘（水ぼうそう）の時のゾビラックス®、ビク

が効かない」ばかりではなく、これまでの経緯を時間的に

ロックス®、バルトレックス®などの抗ヘルペス薬、今年

追って、医師に説明しましょう。自分の子供の体のどこが

は特にお騒がせのインフルエンザの時のタミフル®やリレ

具合悪いのか？何という薬を処方されたのか？次に再診す

ンザ®くらいしかありません（特殊な薬はまだあります）。

る場合はどういう時か？など。突然持参した白い粉薬その

抗生剤は細菌（溶連菌、大腸菌、ブドウ球菌、ヘモフィル

ものを見せられても、内容および容量を確実視することは

スインフルエンザb菌：Hib（フィブ）と略称され、現在

不可能ですから。

入手に難しいワクチンで話題の菌、および肺炎球菌など）

２） 上手な主訴の提供（１）
：
「今日はどうされましたか？」

やマイコプラズマなどをやっつけるお薬であり、ウイルス

という医師の問いかけに、ママ達の回答は実に様々です。

を殺す能力はありません。

外来を行っていて最近気になること、それは両親の主訴に

しかし、子供の熱が40℃にも達すると、母は
「高熱なので、

疾患名を次々と挙げられることです。確かに、育児書・家

抗生剤を下さい」と急いで来院します。時に、昼間の外来

庭の医学書・インターネットなど、情報化時代であること

まで心配で待つことができないため、夜間救急外来に飛び

は否めないのですが、
「最近、鼻血が良く出るので白血病

込んで来ることすらあります。なぜ、熱が高いと抗生剤を

ではないでしょうか？」とか、「昨日、噴水状の嘔吐をし

求める親がこれほど多いのでしょう？当院の他にもママさ

たので、幽門狭窄症（胃の出口周辺の筋肉が発達し過ぎ

ん達の口コミでは、この所沢市内の小児科医でも「風邪」

て、胃の内容物が十二指腸に行けなくなり、多量に嘔吐す

と診断したら、抗生剤を出さない主義の医師も居られると

るようになる疾患。生後約1か月、男児に多いと言われる

聞きます。ただし、
「風邪です」と診断するのは簡単なも

が、早産児で入院中に発症することもある）では？」とか。

のではありません。「のどが充血している」ということひ

白血病の児は出血傾向があることが多く、鼻血も出易いで

とつでも、
「風邪」のこともあれば「マイコプラズマ咽頭炎」

しょう。また、幽門狭窄症の児なら噴水状に嘔吐すること

のこともあるし、「溶連菌感染」のこともあるかも知れま

も有名です。自分の子供の気になる症状が、ある疾患の一

せん。

症状によく似ていることがあります。でも、重要なことは

A医院にかかって「風邪」と診断され、風邪薬（症状緩和）

疾患と一症状はイコールではありません。これらと当たら

を処方されて内服を開始した例を挙げてみましょう。薬が

ずしも遠からずの訴えが、
「風邪なので、風邪薬を欲しい」

なくなる3日後になっても、熱は依然38℃台あったとし

というものです。この時期には、花粉症でも風邪様症状を

ます。するとママは、同じA医院を受診せず、B医院を受

するので、風邪薬ではいつもの様には治らないこともある

診して、A医院の薬を飲んでも効かないと訴えました。結

のです。そういう場合、朝起きて、外へ出た途端にクシャ

果、B医院では抗生剤を加えた処方を出してもらいました。

ミを連発して鼻汁がタラーっと出るとか、咳が出るがノド

新たに内服を開始した翌日から解熱をすると、
ママ達は「抗

が痛いのではなく、喉が急に痒くなって咳がでてしまう、

生剤で解熱した」と錯覚してしまいます。発症後４ないし

等の実際の詳細な症状までを、医師に親の方から是非教え

5日目ともなると、風邪は自然に軽快することが多く、実

て下さい。医者とって、こういう情報は診断にとっても役

はもとのA医院の薬を飲んでいても解熱する時期であった

立つものですから。

と考えます。こうなると、次回の発熱時には、最初からB

さらなるポイントは、子供の症状の伝え方です。
「いつから」

医院を受診して、
「先日の薬で解熱したので、同じ薬を下
さい」と医師に迫ることとなります。
このような錯覚に陥らないようにするためにはどうするこ
とがベストでしょうか？今回のママのベスト、それはA医
院を再診し、同じ医師にしっかり診察してもらうことです。
そして、なぜ薬が終わるのに解熱しないかの見解を納得す
るよう説明してもらいましょう。
「これだけノドが真っ赤
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「どんな症状が」
「どのようなのか：ひどくなっているのか、
現状維持なのか、良くなっているのか」など、こどもの症
状の詳細が重要です。
「今日朝から、何度も吐いて仕方が
ない」という主訴でも、こちらから聞きなおすと「今日朝
から、咳がひどくて、せき込みとともに、毎回嘔吐してい
る」と言うものでした。それなら、鎮咳剤を処方すること
になります。この状況を制吐剤では打開出来ないのは、も
がないこともあります。その中で、自分の子供を首尾よく

うお分かりでしょう。
３） 上手な主訴の提供
（２）
：
「昨夜、便に血が混じっていた。

診てもらうには、医者を上手く使わなければなりません。

それを持って来たので診て下さい。
」と母親が、現物を私

前述の２）を厳守して、短時間のうちに診察に向わせる。

の目の前で広げて見せてくれようとします。ところが、血

そして、自分の子供が、どこが原因で受診する運びになっ

液などの体液の性状は、時々刻々と変化してしまい、昨夜

たかの、診断を受けて下さい。
「ノドの奥が赤く腫れてい

の便を、翌日の外来にまで取って置かれると、血液もどこ

るので、ノドの風邪→咽頭炎です」とか、
「胸の音がゼーゼー

にあったか？さっぱり分からなくなってしまいます。そこ

しています→喘息かも知れませんね」とか、何らかの情報

で、お勧めは現代人にはなくてはならない存在の携帯電話

を得ましょう。たとえ、無口の先生でもそれを親が察して

やデジカメです。その場で接写して保存して下さい。それ

そのままにする必要はありません。親として、自分の大事

を、受診時に見せて頂けると「これは、血液ですね」とか、

な子供がどうして具合が悪いのかを知る権利があり、かつ

「血液に見えるけれど違うものでしょう」などと即答でき

知る義務もあると思います。そして、どのような薬を処方

ることが少なくありません。また、子供たちの仕草が、痙

したのかも聞きましょう。必要なら、会計で薬剤情報提供

攣しているのか、否か？を区別することにも役立ちます。

を希望しましょう。さらに、最後に今後どうすれば良いか？

診察時に同様の仕草を、子供たちはなかなかしてくれませ

次ぎはいつ来れば良いか？どうなったら来なければならな

ん。そこで、家で動画として記録して頂くと、全貌が見え

いか？指示を受けてから家路に向かいましょう。

てくることもあり、診断が容易となります。ある時、子供

以上、外来診療を行っていて、子供たちが速やかに元気に

の手の動き方が心配と持参された動画には、頭を動かす画

なってもらうためには、両親と医療従事者双方の協力（歩

像も同時に映っており、それを見せて頂くことで、
「点頭

み寄り）が必要であることを強く感じる今日この頃故、
「小

てんかん」という比較的まれな診断を即付けられ、治療に

児科のよもやま話」とさせて頂きました。普段、時間をな

効奏したという経験もあります。

かなか採れない分、長々と頭に浮かぶままに書き下ろしま

医者の上手な扱い方：私たちの小児科外来は、限られ

した。今度とも、微力なる医師集団ではありますが、西埼

た時間内に来院された子供は全て診る必要があります。あ

玉中央病院小児科としてできる限りの努力をさせていただ

る時は、時間に余裕があるし、ある時は時間がなくて仕方

きます。外来でお待ちしております。

４）

くすりになるおはなし
（2）
薬剤師

瀬川

誠

「さて、問題です。一般的に「くすり」を飲む時、何で飲むといいでしょうか？
①「水」
、②「お茶」
、③「ジュース」
、④「牛乳」、⑤「コーヒー」
正解は、①「水」です。
「くすり」を飲む時、
「水」または「ぬるま湯」で飲むことが無難であるとされています。のみ
ぐすりの場合、「お茶」などで飲んだ経験がある人もいると思いますが、一般的に「くすり」の吸収が遅くなり効き目
が弱くなる傾向がみられます。
「お茶」に含まれる「タンニン」や、
「ジュース」の「酸」
、
「牛乳」に含まれる「カルシウム」などが「くすり」に影
響すると考えられています。
また、
「くすり」を水なしでそのまま飲むことは次の理由でさけたほうがよいでしょう。
・「くすり」がのどや食道に引っかかり、種類によってはのどや食道で「くすり」が溶け出して、
その部分を痛めることがあります。
・
「くすり」
は、水に溶けることで胃や腸から吸収されやすくなり、効き目がよく発揮されますが、
水なしだとその働きが弱くなってしまいます。
「くすり」を飲む時はコップ１杯程度の十分な量の「水」または「ぬるま湯」と一緒に飲むこと
が大切です。また、
「くすり」が気管支に入ることを防ぐため、寝た状態でなく、上体を起こした
姿勢で飲むようにしましょう。

にしさいたまちゅうおう
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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
3年前、第34回生として入学し、
クラスの第一印象は年齢層が幅広い
ことであり、とても驚いたことを懐
かしく思います。
入学後すぐに授業が始まり、これ
まで勉強をしたことのない看護とい
う未知の分野に足を踏み入れたこと
に対する不安はありましたが、勉強
をしていくことで看護師になれるのだという希望を持ち毎日
勉強に励んでいました。そして1年生の10月には戴帽式が
あり、ナースキャップやエンブレムをつけた時、一歩一歩確
実に看護師に向け前に進んでいるという実感がわき、喜びや
嬉しさを感じました。また、同時に看護師になるという使命
感や責任感がわいたことも今でもはっきりと覚えています。
実習では、なぜこんなにも大変なのだろうと思うこともあ
りました。しかし、隣を見ると自分と同じように看護師にな
りたいと夢を持ち、そのために努力を惜しまず、常に頑張っ
ているクラスの仲間がいました。そして辛いとき、嬉しいと
き、どのような時にでも励ましあったり、アドバイスしあっ
たりなど互いに支えあうことのできる思いやりのある仲間が
いつも近くにいました。また、いきづまってしまったときや
自分が行う技術に不安があったとき、先生方、指導者さん方
にご指導をいただき、自分の自信へと変えていくことができ
ました。また、実習にいくと患者さんから言っていただいた

独立行政法人
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国立病院機構

34回生

深田

真由香

“ありがとう”という一言にたくさん元気や勇気をいただ
き、それと同時に責任をより一層強く感じました。実習を積
み重ねていく中で、いつでも思いやりをもって、真摯に向き
合い患者さんに寄り添い、患者さんにより良い看護が提供で
きるように知識と技術を身につけていくことの大切さを実感
することができました。
実習が終わるといよいよ国家試験にむけての勉強が本格的
に開始となりました。毎日、何百問も問題を解き、何十時間
も勉強していました。それでも“この勉強方法で良いのか”
“落ちてしまったらどうしよう”等、不安になってしまい眠
れないということもありました。そのようなときにでも、ク
ラスは明るく、かつ毎日真剣に勉強を行っている仲間をみる
と、合格をめざし前を向いて頑張ろうという気持ちになり前
に進むことができました。国家試験前の自宅学習の期間に入
り１人で勉強していると、共に夢に向かって頑張っているク
ラスの仲間が互いに刺激しあえる大きな存在となっているこ
とに改めて気づくことができました。
3年間を通して、自分一人では決して「卒業」というすば
らしい日を迎えることはできなかったと思います。周りで支
えてくださった先生方、指導者さん、患者さん、家族、そし
てクラスの仲間がいたからこそここまでこられたと思い、感
謝の気持ちでいっぱいです。これからは西埼玉中央病院の看
護師として責任を持って働き、日々知識と技術を身につけて
いけるよう努力していきたいと思います。

西埼玉中央病院附属看護学校

第 34 回

卒業式

2010．３．９
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斉藤室長の健康ワンポイント講座 Part4
体成分分析結果から～ライフスタイル変化と運動・栄養～
「にしさいたまちゅうおう」を

ついたのかな？と思います。

ご覧の皆さま、こんにちは！栄養

男性は、デスクワーク中心で腹部を動かすことのない不活

管理室長の斉藤です。連載４回目

発な生活移行から、いわゆる「ポッコリおなか」の体型に変

の今回も皆さまにとっておきの健

化していくことが想像できます。どうです？皆さん、なんと

康情報をお届けします。

なくあてはまることがありませんか？

今年２月、栄養管理室では、体

食生活のライフスタイル変化についても考えてみました。

成分分析計を用いた筋肉量・脂肪

家に１人でいる女性にとり、食べ物は「いつでも食べられる」

量を体のパーツ別に計測・分析し

「誰にもとがめられない」完全密室の安心安全な環境下で、

た研究成果を学会で発表しました。

自分の食事に対する欲望と健康的な食生活について、せめぎ

これによると、女性は年をとるに

合うことになります。

つれ腕力がつき、20代女性は脚力以外の全てにおいて中年

男性は仕事に就くと、残業・外食・接待など食事の質や内

女性より筋肉不足であることがわかりました。また、男性は

容が変化し、自分だけではコントロールしづらい環境になり

女性より早く体幹の筋肉が衰えていくこともわかりました。

ます。ところが、周りの人達も皆同じ生活をしていると、そ

但し、女性は高齢になると一気に足腰が衰えていくようです。

れが不健康な生活であっても、あまり気にならなくなってく

ここから、ライフスタイルによる体の筋肉バランス変化に

るのです。このことを気づかせるきっかけの１つが栄養指導

ついて考えてみました。

だと私達管理栄養士は考えています。よく、
「前にもさんざ

若い女性は、プロポーションを気にしすぎるあまり、ムリ

ん受けたから」と栄養指導を敬遠される方がおられますが、

なダイエットややせ願望が強く、健康志向→美体型志向がう

今一度食事をご自身で見直すチャンスとお考えになられては

かがえます。結婚・出産を契機に前腕中心の家事・育児労働

いかがでしょう？私達はそのきっかけづくりをお手伝いして

で、歩行数は減るものの、一定の筋肉活動を保ち続けている

います。

のではないかと考えます。実際、私自身も数年前、体力テス

毎年５月12日の看護の日イベントで、西友小手指店で開

トを行った際、瞬発力は若者に負けましたが、腹筋、背筋、

催される「健康フェスタ」では、昨年に続き体成分組成計計

握力は全て高い値であったことを記憶しています。特に握力

測を行い、無料で結果表をプレゼントします。また、ご希望

は、10代の頃より数値が高く、驚きと同時に自信が持てま

の方には栄養相談コーナーも設けておりますので、どうぞお

した。現在でも18㎏の娘を軽々（そろそろ軽々ではなくなっ

誘い合わせの上、多くの皆様のご来場をお待ちしております。

てきましたが…）抱き上げられるのですから、自然に腕力が

にしさいたまちゅうおう
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放射線科Q＆A

心臓 CT 編
診療放射線技師

Ｑ：ＴＶで見た最先端の心臓のＣＴ検査は受けることはでき
ますか？
Ａ： 心臓のＣＴ検査はできます。
当院は最先端ＣＴ装置（64列）を導入しており、心臓の
ＣＴ検査を行う事ができます。
心 臓 Ｃ Ｔ 検 査 は 心 臓 カ テ ー テ ル 検 査 と 異 な り、 入 院
をせずに行なう事のできる侵襲性が少なく短時間で終
わ る（ 約15分 程 度 ） 検 査 で す。 高 性 能 解 析 装 置 に よ り

阿部

優

CPR(Curved Planar Reconstruction),VR(Volume
Rendering),MIP(Maximum Intensity Projection),心機能
解析・冠動脈石灰化評価といった精密検査が可能です。
当院の心臓ＣＴは2008年から行なっており、すでに数百
例を行なっている実績があります。
胸痛や心臓に不安を持っている方は、当院の循環器内科に
ご相談ください。

右冠動脈の狭窄部位

正常心臓（VR）

右冠動脈起始異常（VR） 冠動脈バイパス術後
（VR）

心臓 CT（MIP）

心臓カテーテル検査

プラーク：粥腫（CPR）

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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