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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

1

新 病 棟 完 成 の 年
西埼玉中央病院

院長

竿代丈夫

新年おめでとうございます。皆様にとりまして、この年が
実り豊かでありますよう祈念いたします。

娩がありました。さらに臨床工
学士、理学療法士の増員が認め

さて、今年は、西埼玉中央病院にとり、新病棟ならびに附

られコメディカルの充実が図ら

属看護学校の新校舎が完成する年です。新病棟は20年7月

れました。看護部門でも医療安全、院内感染、がん性疼痛、

の着工以来、工事は順調に進み５月に完成、5月末に病棟の

褥瘡などの専門分野での活躍が認められました。

移動、6月より診療が開始される予定です。新棟は7階建てで、

この地域にあって、当院に期待されるものは周辺の医療機

1階は手術室、NICU(新生児集中治療室）
、GCU(小児回復期

関と良い連携を保ち、医療内容の向上を図ることです。医療

治療室)、2階が産科病棟で、3～7階が一般病棟となります。

の世界は日進月歩であり、すべての分野で完全な医療を提供

HCU(特定集中治療室)も4床備えて救急患者さんに対応しま

することは困難でしょう。病院と診療所がそれぞれの特徴を

す。総ベッド数は325床で現在と同じですが、NICUが6床

活かし、補い合ってはじめて高度な医療が可能となります。

から9床に増床し、埼玉県の周産期医療にさらに貢献するこ

患者さんはぜひ「かかりつけ医」を持たれて健康管理に励ま

とが期待されます。

れること希望いたします。昨年、当院に登録してくださる医

また看護師養成のための看護学校は、創設以来36年が経

療機関が第一目標の100施設を超えました。また昨年後半

過し校舎が老朽化していますので、現在新校舎の工事が進め

には患者さんの紹介率が念願の60％を超えました。専門的

られており、新病棟とほぼ同時期に完成予定です。当校は埼

な医療を必要とするときはぜひ「かかりつけ医」のご紹介に

玉県にある三つの国立病院機構の病院（所沢市、和光市、蓮

より受診してくださるようお願いいたします。

田市）の唯一の附属看護学校として、看護師の継続的な養成

埼玉県では、平成19年度から、緊急の医療対策として、

に努めています。従来に増して優れた看護師を輩出できるこ

救急医療のほか、災害、へき地、周産期、小児(救急)の5分

とを期待しています。工事が重なったため、駐車場が不足し

野の医療に重点を置き、5年計画で改革を図っています。埼

患者さんおよび関係の方々には大変ご迷惑をおかけしており

玉県の医療事情は決して十分とはいえませんが、新病棟の建

ますが、しばらくご容赦くださいますようお願い申し上げま

設とともに少しでも貢献できるようにと願っています。

す。

本年も皆様の変わらぬご理解とご支援をお願い申し上げま

さて昨年の当院の実績では、4年連続して手術件数が増加

す。

し、また産婦人科では母体搬送を含めて900件を超える分

新病棟工事進捗状況
写真は12月上旬に撮影したものですが、本誌がお手元に

来高85%を超えるところまで進捗する予定です。

届く頃には足場やネットも解体され、皆さまに新棟の外観を

新棟完成まで、あと少しという段階となってきましたが、

お披露目していることになります。現在、工事の出来高は

今しばらく工事に伴う騒音や振動など患者さま並びに近隣住

75%超えるところまできており、今後、天井ボード・クロ

民の皆さまにご迷惑をおかけしいたしますが、何卒ご理解と

ス貼り等の内装工事へと進んでいきます。今月末には工事出

ご協力をお願い申し上げます。

低層棟外観
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病棟外観

GCU（小児回復期治療室）

病棟廊下

にしさいたまちゅうおう

医療

話

前立腺がんのお話
泌尿器科医長

前立腺は男性のみが持つ臓器で、膀胱の下にある栗のよう

生しますが、治療を要するものは

な形をした臓器です。その役割はまだ判っていない部分も多

0.8％ 以 下 で し た。38℃ 以 上 の

いのですが、精液の成分の分泌、精子の活性化などに関与し

発熱は1.1％に、敗血症は0.07％

ていると考えられています。前立腺に発生する病気としては、

に発生していました。排尿困難や

前立腺肥大症、前立腺がん、前立腺炎などがあります。

その他の排尿に関する症状は2％

瀬口

健至

に発生しています。
前立腺がんと診断がついた場合
は、年齢、がんの悪性度、がんの
進展（ステージ）、全身状態等を考慮して治療法の選択をし
ます。治療としては、 ①手術療法（根治的前立腺摘除術・・
前立腺・精嚢を一塊として摘出し膀胱と尿道を吻合する。
）

現在、日本の前立腺がん罹患率は、男性がんの6番目です
が、2020年には肺がんや大腸がんと並んで最も頻度の高い
がんになると予測されています。死亡率は男性がんの7番目
ですが、2020年には2.8倍になると予測されています。日
本で発見される前立腺がんの約30％は主に骨に転移した状
態で発見されます。
前立腺がんの早期発見のためには、
PSA
（前立腺特異抗原）
という腫瘍マーカーの採血が有効と考えられ、アメリカでは
50歳以上の男性の75％以上は少なくとも1回PSA検診を受
診し、1992年以降、前立腺がん死亡率が低下し続けていま
す。PSA検診の普及と、それに続く適切な治療によるもの
と思われます。またPSA検診の普及によって転移を有する
前立腺がんの罹患率が低下しました。転移がんの減少は、前
立腺がん死亡率の低下に結びつくと予測されています。
前立腺がん検診の対象年齢は50歳以上が推奨されていま
すが、前立腺がんの家族歴がある場合、40歳あるいは45歳
からの検診が推奨されます。
PSAの基準値としては、4.0 ng/ml、あるいは年齢階層
別PSA基 準 値（50〜64歳 は 3.0 ng/ml、65〜69歳 で
は 3.5 ng/ml、70歳以上は 4.0 ng/ml）が推奨されてい
ます。PSAの基準値を超えていた場合には、経直腸的超音
波ガイド下前立腺生検を考慮します。2004年から2006年
の約21万件の前立腺生検の実態調査では、生検時の出血性
合併症（尿道出血、血尿、血便、血精液症）は約15％に発

にしさいたまちゅうおう

②放射線療法（前立腺・精嚢に放射線を照射。外照射と小
線源を用いた組織内照射に大別されます。当院には放射線治
療装置がないため、他施設に紹介させていただいておりま
す。）

③内分泌療法（前立腺がんの増殖・進展は、男性ホ

ルモンに依存しているため、男性ホルモンを抑制することに
よりがんの増殖をおさえます。
）

④化学療法（③に対して

治療抵抗性となった場合に抗がん剤を投与する。）

⑤無治

療経過観察（がんが小さく、おとなしいと予測される場合に、
PSAを定期的に測定し、PSAの増加速度が早くなった場合
に治療を開始する方法。
）などがあります。
（他に保険適応が
通っていない治療法もあります。）前立腺がんの治療法はこ
のように多数あり、患者さんの状態に応じて選択可能な治療
について十分な相談の上、治療を行っていきます。
当院では、毎年約150〜160件の生検を行い、50〜60
人の新規前立腺がんの患者さんの確定診断をしています。前
立腺がんは早期に診断し、適切な治療をすることで、長期間
にわたり良好ながんの制御が期待できるがんです。50歳以
上の男性は、先ずかかりつけの先生にPSAを測定していた
だき、異常があれば精密検査を受けていただくことをおすす
めいたします。
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第８回医療連携交換会を開催しました
経営企画室長

西村

晴吉

病院と診療所（医院等）の良きパートナーシップは患

り講演会は終了となりました。その後懇親会の会場に場

者さんが安心して医療を受けるため大変重要です。西埼

所を移し、池内副院長の司会により連携医の先生方のご

玉中央病院は、この地域医療連携を積極的に推進してい

挨拶あり、当院医師との名刺交換が行われるなど和やか

ます。

な雰囲気のなかで散会となりました。

当院では、毎年地域の連携医療機関の先生方を始めと

当院は、地域の医療ニーズに沿った病院の特色や役割

する医療従事者同士の交換会を開催しております。昨年

分担を活かし、「かかりつけ医」の先生方から紹介され

も、11月19日(木)当院研修室におきまして、連携施設

た患者さまが回復されたら、直ちに「かかりつけ医」へ

から医師、看護師、医療ソーシャルワーカー、連携室職

逆紹介、あるいは、他の適切な医療機関へ紹介する体制

員等21名の皆さまにご参加いただき、当院からは院長

を積極的に進めております。

を始め65名の職員が参加して第8回医療連携交換会を

当院の地域医療連携室は、連携システムを効率的に機

開催しました。小野寺医療連携室長の開会挨拶に始まり、

能させて、地域の患者さまやご家族が安心して治療の継

今回は、坂木感染管理認定看護師による「今シーズンに

続と療養とができるよう支援する役割を目指しておりま

おけるインフルエンザ対策の検討」、瀬口泌尿器科医長

す。今後もこのような交換会を開催いたしますので、連

による「前立腺の診断と治療」、齋藤消化器科医長によ

携医の先生方並びに地域の医療従事者の皆さま方のご参

る「胃カメラの共同利用」の講演が行われ、最後に当院

加をお待ちしております。

の各診療科医長および地域医療連携室職員等の紹介があ
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放射線科Q＆A
診療放射線技師

阿部

優

Ｑ：病室でレントゲンを撮る時にまわりの人は大丈夫です
か？
Ａ： 大丈夫です。
Ｘ線写真はＸ線撮影室で撮るのが原則ですが、なかには動
けない患者様もいらっしゃるので、病室で写真を撮る場合が
あります。
その時の周りの放射線の量は写真を撮られる患者様からの
距離で大きく変わります。
「放射線による被曝線量は放射線

ポータブル撮影（移動型 X 線撮影装置）の撮影風景

源からの距離の2乗に反比例し低減する」という法則にもと

離れていれば、ほぼ影響はないといえます。また、放射線は

づきます。私たちが日常生活で受ける放射線被曝を考える時、

スイッチを入れた瞬間だけ発生するので、普段は装置に近づ

医療施設で受ける放射線検査を一番に思い浮かべますが、自

いても放射線の影響は全くありません。

然界においても宇宙から降り注ぐ放射線と、地球上の土や食
べ物から発生する自然放射線に私たちは常にさらされてお
り、全身への被爆量は年平均約2.4ミリシーベルト（mSv）
と推定されています。一方、健康診断などで撮影をする胸部
X線撮影1回の放射線被曝量は、胸部が直接受ける線量が0.1
mSv程度で、全身に換算すると0.05 mSvとなり、自然放
射線に比べてもかなり少ない量であることが分かります。写
真を撮る機会の一番多い胸部を例にとると50cm離れると、
約0.004 mSv、１m離れると0.001 mSv、２ｍ離れると
0.0004 mSvとなり、これは法律で決められた限度（１年
間で１mSv）のおおよそ１万分の４程度なので、２ｍ以上

知っています か ?
病院でよく聞くレントゲンとは？
ヴィルヘルム・レントゲンとは、1895年にＸ線の発見により1901
年ノーベル物理学賞を受賞した物理学者です。この功績からよく“レ
ントゲン室、レントゲンを撮る”、“レントゲン技師”などと言われる
事がありますが、この言葉の使い方は誤っています。この使い方です
と“レントゲン博士の部屋？、レントゲン博士を撮る？”、“レントゲ
ン博士技師？”といった意味になってしまいます。 正しくは“Ｘ線撮
影室、Ｘ線写真を撮る”、“診療放射線技師”となります。

くすりになるおはなし
（1）
薬剤師

瀬川

誠

「くすり」はいつ飲みますか
あなたがもらった「くすり」の袋をよく見てください。「のみぐすり」ならば、たとえば〈１日３回、１回１錠、食
後３０分〉などと書かれています。
「くすり」は有効かつ安全に使用できるように、「くすり」ごとに飲み方、使い方が
決まっています。指示を守って使うようにしましょう。たとえば、
「食直前」の「くすり」を食後に飲むことで、効き
目が変わってしまうことがあります。
・起 床 時 → 朝起きてすぐにお飲みください。
・食前３０分 → 食事の前３０分くらいをめやすにお飲みください。
・食 直 前 → 食事をする直前（たとえば、お箸を持ったら飲む）にお飲みください。
・食後３０分 → 食事の後３０分くらいまでにお飲みください。忘れないうちに飲んでもかま
いません。
・食 間（食後２時間） → 食事の後２時間くらいあけてお飲みください。
・就寝前（寝る前） → 就寝の２０～３０分前にお飲みください。寝たままで飲むことはやめ
ましょう。
・時 間 毎 → 食事に関係なく指示どおりにお飲みください。
・頓 用（とんぷく） → 発熱、頭痛、腹痛などの症状が現れたとき、医師の指示にしたがって使用してください。
「くすり」の飲み方でご不明な点がございましたら、薬剤師に聞いてみましょう。

にしさいたまちゅうおう
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新生西埼玉中央病院 「第２シンボル誕生？
！」
企画課
「エイ！えい！エイ！！」

経理係長

山浦

康孝

完成は新病棟オープンと同時期の平成２２年６月を予定し

昨年１１月１０日、西埼玉中央病院附属看護学校長（竿代

ており、「新生西埼玉中央病院」の第２シンボルとして、ま

院長）の「鍬（クワ）入れ」による力強い掛け声とともに、

た埼玉県随一の看護師養成機関となるよう期待と願いを込め

附属看護学校新築工事の安全を祈願した起工式が学校建築予

て、工事を進めていきたいと思います。工事期間中は無事

定地(現看護学校隣接地)において盛大且つ厳かに執り行われ

故・無災害で工事を進めてまいりますので、患者さまはじめ

ました。当日は、数日前から続いていたぐずつきが嘘のよう

近隣住民の皆さま、及び関係各位のご理解・ご協力の程よろ

な晴天に恵まれ、新病棟建替整備工事起工式の再現となるよ

しくお願いいたします。

うな穏やかな日差しに包まれ、天からも祝福された日となり
ました。
式典は、病院及び看護学校関係職員、本工事の設計・監理
を担当する（株）総企画設計、施工を担当する関東建設工業
（株）等約３０名が参列し、斎主 神明社 林宮司の導きによ
る「降神（コウシン）の儀」により「オ～」の声と共に天よ
り神が起工式内神宮に降りられ、その神前に参列者一人ひと
りが「玉串奉奠（タマグシホウテン）」を行い本工事の安全
を祈願しました。なかでも、萩原教育主事をはじめ学校教員
の方々にとっては「起工式初体験！」ということもあり終始
緊張した面持ちでしたが、心待ちにしていた学校の建替・新
築工事への喜びと期待に満ち溢れた様子を伺えたことが印象
的でした。
新看護学校は、鉄筋コンクリート造りの３階建となりま
す。最大のセールスポイントは「看護実習室」です。独立行
政法人化後に整備された看護学校の中では最も広い面積を有
しており、卒業後、臨床現場での即戦力となる看護師養成の
為に十分な実習環境が整備されます。また、「実習室・食
堂」となるエントランスルーム前には木製のウッドデッキ及
び中庭を整備し、キャンパス内に「やすらぎの空間」を造る
ことにより、当院周辺の恵まれた自然環境との調和をコンセ
プトに、自然にも人にも優しい人材育成に取り組める工夫が
されています。
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斉藤室長の健康ワンポイント講座 Part3
健康行動を阻むもの～早稲田大学との共同研究より～
「にしさいたまちゅうおう」をご

標は、皆さんにとって難しい目標かもしれません。自分でこ

覧の皆さま、こんにちは！栄養管

れならやれそうだと思える目標は人それぞれ違いますから、

理室長の斉藤です。連載３回目の

自分で決める事が成功の秘訣です。
「こんな簡単な目標じゃ、

今回も皆さまにとっておきの健康

結果は出ないのでは？」と思われるかもしれませんが、長続

情報をお届けします。

きさせる事が本当の目標で、途中で投げ出さない事が結果を

当院の近くに早稲田大学所沢

生むのです。目標が達成できたら、続けていけそうだという

キャンパスがあります。昨年から

気持ちになります。この達成感を感じ続けていけるよう、小

この大学の応用健康科学研究室（代

さな目標を常に掲げていけば、その先にきっと結果が見えて

表：竹中晃二教授）と栄養指導に

くる事でしょう。早稲田大学との研究で、この「できそうな

関する共同研究を進めています。

目標探し」のお手伝いを栄養指導で冊子をお渡ししながら今

栄養指導を受けた後、患者さんは食事の習慣を変えなければ

後行う予定です。あなたもチャレンジしてみませんか？

ならない事がわかっていながら、続けられない事が多いです。
この良い食習慣を行う上での「健康行動
を阻む原因」について、管理栄養士が患
者さんと一緒に考え、改善の手助けをし
ていく事を目的に早稲田大学と共同で冊
子を作成しました。
肥満・糖尿病等生活習慣病の場合、短
期的には成功しても継続して食事療法が
行えなければ、病気が進行していきます。
栄養指導は何度も受け、知識は得たが実
行できない方は、どう変えればよいか目
標を立てられないのです。食事を極端に
変えようとムリをした結果、その反動が
大きく間食をたくさんしてしまった等と
いう話をよく聞きます。好きな食べ物を
ガマンすると、それがとても気になるも
ので、欲求が増し、いつかガマンの限界
がきてドッサリ食べてしまう。
「やっぱ
り自分にはムリ」とあきらめ、元の食習
慣へ逆戻りしてしまうのです。これは、
自分の目標が高すぎた事が原因です。例
えば、間食が大好きな方が「間食を止め
る」事を目標にするより、①週１回ある
いはおやつは３時だけと回数や時間を決
める②おやつの内容や量を変える③目の
届かない場所にお菓子を置く

等具体的

な目標を持つ事が大切です。この時、１
～２週間だったら実行できそうな目標に
します。医師や管理栄養士に言われた目

にしさいたまちゅうおう
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戴 帽 式 を 終 え て
看護学校

第36回生

小林

優太

『己の人間性を磨き、患者さんとその家族の心の支え

た。そしてようやく、一人前の看護学生として認められ

になれるような看護師を目指します。
』これは、10月

たようにも感じます。また同時に、これから本格化して

28日に挙行されました西埼玉中央病院附属看護学校第

いく看護実習への期待と不安も感じています。看護とい

36回生37名が戴帽式で誓った言葉の一部です。私たち

う仕事は達成感や喜びだけでなく、私が思っている以上

はこの言葉を基に「患者さんの笑顔を見たい」
、「患者さ

に大変で苦しい道程だと思います。自分の未熟さから悔

んの立場に立った看護を提供したい」などとそれぞれの

しい思いをしたり、逃げ出したいと思ったり、様々な場

誓いも立てました。

面に遭遇すると思いますがそのような時は戴帽式で誓っ

戴帽式当日は、私たちの新たなる一歩となる節目の日

た言葉、自分の決意を忘れずたゆまぬ努力を続けていき

を祝福しているかのような晴天に恵まれました。厳かな

たいと思います。

雰囲気で式典が進行し、ナースキャップやエンブレムを

最後になりましたが、私たち３６回生の戴帽式にご出席

もらった時は心の底から湧きあがる喜びを感じると共に

いただいた皆様に深く御礼申し上げます。

身が引き締まる思いがしました。キャンドルの灯火がま
るで私たちの決意を表わすかのように強く燃え続けるな
か、誓いの言葉は理想とすべき看護師に向かって邁進し
ていくという皆の確固たる思いを宣誓することができま
した。
入学してから、戴帽式の日までの７ヶ月間は瞬く間に
過ぎ去ってしまいました。振り返れば、緊張しながら面
接を受け、入学したのが昨日のことに思われます。そし

て初めての臨床となった看護実習、幅広い人間性を養う
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。
ための演劇鑑賞、クラスの結束を更に高めた文化祭など
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。
様々な行事がありました。戴帽式を通して、私たちは本

当にたくさんの方々に支えられているのだと痛感しまし

ところバス右回り７分
（同上）
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