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「風物詩」『 今年もまた当院のマスコット達が、患者さんや地域に憩いの風を運んできてくれました。』
※防鳥ネット（烏から守るため）ごしに撮影しました。
撮影者：秋山峻太郎（ボランティア）
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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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新任医師紹介

外科医師

今泉

佑太

整形外科医師

山中

平成27年７月より、西埼玉中央病院外科で勤務させて頂くこととなりました今泉佑太と申します。
私は平成22年に慈恵医大を卒業し、分院である慈恵医大柏病院にて２年間の初期臨床研修を終了したのち、柏病院
救命救急センター、葛飾医療センター内視鏡部で救急医療および内視鏡の修練を行いました。その後は静岡県の富士市
立中央病院、三島中央病院でレジデントとして外科診療にあたり、今回７月の異動より西埼玉中央病院の外科へ配属と
なりました。主な診療領域は下部消化管です。
着任したばかりでまだ不慣れな部分も多く、既にご迷惑をおかけしている方も多いかと思います。早く当院での診療
業務に慣れ、皆様と楽しく日々の診療に携われたらと思っております。何卒よろしくお願い致します。
平成27年７月１日より、西埼玉中央病院の整形外科で勤務させていただくことになりました、山中章貴と申します。
私は東京慈恵会医科大学を卒業し、附属柏病院にて初期研修を行い、その後は東京慈恵会医科大学附属第三病院や葛
飾医療センター、国立病院機構宇都宮病院で後期研修に励んで参りました。
西埼玉中央病院に異動して、そろそろ１ヶ月が経過致します。まだまだ慣れない部分も多く、スタッフの皆様には多々
ご迷惑をおかけしているとは思いますが、非常に働きやすい環境を提供して頂き感謝しております。
整形外科医師として、自身のスキルアップに励むのはもちろんですが、少しでも地域医療に貢献できるよう精進して
参りたいと思います。今後ともよろしくお願い致します。

章貴
2015年７月より、西埼玉中央病院整形外科で勤務することとなりました百武剛志です。まだまだ経験も浅く、経験
豊富な上司のもとで研鑽に励む毎日です。働き始めて１ヶ月が経とうとしていますが、スタッフの方々はとても暖かく、
大変働きやすい環境で仕事をさせていただいております。ご迷惑をおかけすることもあると思いますが、地域に貢献で
きるよう努力してまいります。よろしくお願い致します。

整形外科医師

百武

剛志

新任職員紹介

臨床検査技師長

佐藤

俊行

副薬剤部長

筒井

秀知

専門職

海田
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武彦

群馬県の高崎総合医療センターより、臨床検査技師長として参りました佐藤俊行と申します。ここ十数年の間に、国
立病院は国立病院機構に移り変わった歴史がありますが、私自身、変化に翻弄されながらも、この度着任した次第です。
ここ西埼玉中央病院は、社会人としての出発点でもあり、私的にも思い入れのある病院です。しばらくの楽しい？単身
赴任を終え、今回、久々に自宅からの通勤が可能となりましたが、家族も自分も、何故か、少々戸惑っております。業
務の臨床検査部門は複数に分かれており、一括りには出来ませんが、年の功か、ほぼ一通り経験してまいりました。そ
の中でも、超音波診断検査を主に修行を積んできましたので、当院に還元していきたいと考えております。職場長とし
て気負いは有りませんが、デスクワークに偏る事無く、職場を明るく、スタッフは大切にしながら、自分のスキルを落
さぬよう精進していこうと思っています。
この度、４月１日付で国立病院機構神奈川病院より昇任で参りました筒井秀知と申します。
大蔵（現成育医療）
、甲府、埼玉、成育医療、神奈川と今回６施設目になります。
電車での通勤は小田急線が通算で24年であったため、西武池袋線の景色はとても新鮮に思えます。
神奈川病院では薬剤師５名の少人数で重心病棟の調剤と結核病棟のお薬説明に追われておりましたが、こちらの薬剤
部内では業務内容も変わり、まだ不慣れな事が多く伊藤薬剤部長のもと、優秀なスタッフに支えられておりますが、初
心を忘れず努力し、薬剤部が病院により貢献できますように思っております。
日頃より、薬剤部にご理解、ご協力をいただいております病院スタッフの皆様、今後とも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日付で箱根病院から参りました、専門職の海田武彦と申します。
前任地の箱根病院（病院名に温泉地で有名な「箱根」がつきますが病院に温泉は無く、所在地は小田原市）には、小
田急系列の箱根登山鉄道と西武系列の伊豆箱根鉄道を利用して通勤していました。箱根で小田急と西武といいますと大
東亜戦争後に箱根の輸送をめぐる箱根山戦争が勃発しました。そして、この度、小田急沿線の小田原市から箱根山戦争
の相手方である西武鉄道本社所在地の所沢市にある西埼玉中央病院に勤務することとなりました。
出身地は山口県で瀬戸内海側を走る山陽本線に最近塗装を濃黄色に塗り直した電車が走っています。
現在、通勤経路の途中にある西武鉄道小手指電車基地を眺めながら徒歩にて通勤しています。その際、幸福の黄色い
電車を見かけた時は何か良いことがあるかなと希望を抱いております。何卒よろしくお願いいたします。

にしさいたまちゅうおう

看護の日のイベント「健康フェスタ」を開催しました。
５月12日（水）にマミーマート所沢山口店にて健康フェスタを開催しました。120名の市民の
方々に、各種相談、各種測定だけではなく、AEDの実技講習へも積極的にご参加いただきました。
中でも、家庭でなかなか計ることのできない骨密度と血管年齢の測定は人気があり待ち時間が長く
なってしまいました。
また、NHKさいたま放送局、テレビ埼玉が取材に訪れ、それぞれ当日のニュースの中でイベン
トの様子が放映されました。

NHKニュース映像

市民公開講座のお知らせ
日付

曜日

時間

場

所

テーマ

担

当

H27.８.28

金

14:00～15:00

教育研修棟 会議室 あなたにもできる熱中症対策 ５階病棟副看護師長

H27.９.25

金

14:00～15:00

教育研修棟 会議室 動脈硬化を予防する食生活

主任栄養士

※ 講演日程、時間、講師は変更になる場合があります。
※ 定員になり次第受付終了とさせていただきます。
※ 詳細については、経営企画室 （04－2948－5951）までお問い合わせください。

お知らせ

帝王切開を含め分娩を再開しています
ハイリスク妊産婦さんも受け入れています。
皆さんのご予約をお待ちしています。

ボランティア募集中

詳しくは産婦人科外来へ

月～金（祝祭日除く）９：00 ～ 11：00（要相談）

西埼玉中央病院では、外来患者さん、来院者の方のご案内をしてくださるボランティア
を募集しています。

お問合せ先：☎０４－２９４８－１１１１（代）管理課まで

タクシー呼出電話を設置しました
正面玄関横に３台（３社）
、救急外来に１台（１社）直通電話を
設置しました。受話器を取れば通話無料で配車センターにつなが
ります。

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
（23）
薬剤部長

伊藤

博之

～鎮痛消炎貼付剤と光接触皮膚炎～
本格的な夏を迎えましたが、いかがお過ごしでしょうか。今回のテーマは、鎮痛消炎貼付剤と光接
触皮膚炎についてお話します。
光接触皮膚炎とは、
「接触皮膚炎が、ある物質に接触し、それによって生じる皮膚炎（かぶれ）で
あるのに対し、皮膚炎が惹起されるのに光を必要とするタイプのかぶれを『光接触皮膚炎』と呼称し
ている。光接触皮膚炎にも２つのタイプがあり、それぞれ光毒性接触皮膚炎、光アレルギー性接触皮
膚 炎 と よ ん で い る。〔 参 照 文 献・ 参 考 図 書： 池 田 重 雄 監 修： 標 準 皮 膚 科 学 第６版， 医 学 書 院，
p100〕他」と定義されております。
では、光接触皮膚炎はどのように起こるのでしょうか。
光接触皮膚炎の作用波長は紫外線、中でも長波長紫外線（UVA：320～400nm）が主であると
言われております。すなわち鎮痛消炎貼付剤の成分（NSAID）などにUVAが照射されると、その化
学構造に何らかの変化が起こり、個体が感作、または炎症が惹起されることになります。これはガラ
ス越しの日光でも症状が発現し、使用中止後においても日光曝露により再発する点が挙げられます。
貼付剤として使用されている代表的なNSAIDの光感作はケトプロフェン（ケトプロフェンテープ、
モーラス）が313nm、フェルビナク（フェルビナクテープ、スミルスチック）が250～254nm、
フルルビプロフェン（アドフィード）が247nmであり、図１に示すように地表に到達する太陽光線
290nm以下のUVを含まないことを考慮すると、フルルビプロフェンとフェルビナクは日光による
光化学反応を生じにくいことから、光アレルギーを起こす可能性が低い貼付剤と考えられます。

それでは、発症の原因となる紫外線量の推移をご存知でしょうか。

皆さんがイメージされる通り

紫外線量は夏本番である７月～８月にピークを迎えますが、５月下旬辺りから９月上旬ころまで比較
的強い紫外線量が続きます。
（右図、気象庁ホームページより抜粋。
）
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先にも述べたように一般的に光接触皮膚炎を発症する薬剤として、ケトプロフェンが有名ではあり
ますが、平成22年10月の医薬品等安全対策部会安全対策調査会における、健康保険組合のレセプト
データ集計では、フルルビプロフェン、インドメタシン、フェルビナクの外用剤が処方された症例に
おける光接触皮膚炎の発現状況も、ケトプロフェンと比較した結果、大きな差は認められなかったと
の報告もされております。外用剤に限ったことではありませんが、様々な薬剤に注意が必要となりま
す。
では、光接触皮膚炎の対策はどのようにしたら良いのでしょうか？
大前提として、紫外線にあたらなければ発症することはありません。使用中及び使用後の注意によ
り予防が可能です。以下の点に注意しましょう。
①戸外へ出るときは天候にかかわらず、濃い色の長袖やスラックス、サポーター等を着用し患部を紫
外線にあてないようにしましょう。なお、白い生地や薄手の服では紫外線が透過するおそれがあり
ますので、注意が必要です。
②使用後、少なくとも４週間（塗布剤の場合は２週間）は衣服、サポーター等により紫外線にあてな
いようにしましょう。また、サンスクリーン剤等も有効です。サンスクリーン剤は、紫外線遮断効
果の高いPA+++がより効果的です。

③本人が処方されていないのにも関わらず、家族や友人から譲り受けて使用し光接触皮膚炎が発現す
るケースも報告されています。ご家族やご友人からの譲り渡しがないようにも注意が必要です。
④発疹や湿疹、皮膚変色などの異常を認めたら、すぐに使用をやめて来院するか皮膚科を受診するよ
うにしましょう。

にしさいたまちゅうおう
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蘇生コーナーでは、
胸骨圧迫を体験しました。
みんな、汗だくでした。
人体のことについて学ぶ
コーナーでは、みんな
真剣に話を聞いていました。

感染対策コーナーでは、
テレビで見るような
防護服を着ていました。
人気のあった赤ちゃんケア
コーナーです。
沐浴体験も好評でした。

活動報告
「毎月第1週金曜日事例検討会開催中！」
今年度の初回である5月には、がん性疼痛看護認定看護師の山
田奈央による「貼付剤の貼付部位により疼痛コントロールが不十分
であった事例」、6月には、慢性呼吸器疾患看護認定看護師の伊藤
幾代による「化膿性膝関節炎で入院した患者が酸素投与中意識障
害を起こした事例」について検討会を行いました。日々の看護の中で
必要な気づきや観察のポイントなど、お役に立てる情報を提供できる
場でもありたいと思っています。
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にしさいたまちゅうおう

栄養管理室だより
管理栄養士

大嶋

和雄

夏バテと夏太り
「にしさいたまちゅうおう」をご覧のみなさん、こんにちは。管理栄養士の大嶋和雄と申します。
夏は暑さで食欲がなくなったり、だるくなったりと身体の不調を感じる方も多いと思います。原因として
夏バテも考えられますが、もしかしたらビタミンやミネラルが不足しているのかもしれません。
夏は暑いのでじっとしているだけでも汗をかきます。水分補給として「水＋ナトリウム」をイメージする
方も多いと思いますが、汗にはナトリウム以外にカルシウム、マグネシウム、カリウムなどのミネラルも含
まれています。また、ビタミンB群やビタミンCなどの水溶性ビタミンが不足すると夏バテをしやすくなりま
す。
食事内容を振り返ってみると、そうめんなどのさっぱりした麺類や、冷たい飲み物やデザートなどを好ん
で食べる方も多いのでは。このような食事を続けていると、栄養が偏りがちになり、ミネラルや水溶性ビタ
ミンを充分に摂ることができません。不足することで疲れやすくなる、身体がだるい、食欲が出ないなど夏
バテに拍車がかかってしまいます。
また、みなさんは「夏太り」という言葉を聞いたことはありませんか。クーラーのしっかり効いた部屋で
過ごすことは、熱中症予防や食欲低下がないことはとてもよいのですが、夏バテに気を付けようとつい他の
季節よりしっかり食べ過ぎてしまうことが体重増加につながります。
夏は気温が高いので、体温を保つために必要なエネルギーが少なくてすみ、さらに動くのが億劫に感じた
りします。汗を沢山かくためエネルギーを消費しやすいように思い込みがちですが、逆になかなかエネルギー
を消費しにくい環境となります。冷たく喉ごしのよい料理は、油や糖分、塩分を感じにくくなるためいつの
まにかカロリーを沢山とっている可能性もあります。
夏はゆっくり寝付けなかったり、体力のいる季節になります。夏こそ食事のバランスを考え、
「主食、主菜、
副菜」を意識して食事の準備をしてみてはいかがでしょうか。

にしさいたまちゅうおう
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《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
RI

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。

MRI、MR アンギオ、MRCP
骨、腫瘍、甲状腺、レノグラム、脳 SPECT、
心臓 SPECT（負荷なし）

骨密度測定
・内視鏡検査（上部消化管）
・脈波伝搬速度
・頸動脈エコー

【放射線科受付】
放射線科予約 電

話 04-2948-1111（内線 2522）

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

ファミリーマート

ガソリンスタンド
イエロー
ハット
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(1)池袋駅より西武池袋線 急行で35分、小手指駅又は
狭山ケ丘駅下車徒歩20分
(2)小手指駅南口より西埼玉中央病院行、または西埼玉
中央病院・所沢ロイヤル病院前経由宮寺西行
バス７分(西埼玉中央病院下車）
(3)狭山ケ丘駅西口より小手指駅南口行バス７分(西埼
玉中央病院下車)
ところバス右回り７分(西埼玉中央病院下車)
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