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　みなさま、新年明けましておめでとうございます。初春のお慶びを謹んで申し上げます。昨年、5
月1日ついに新元号 令和 がスタートしました。昨年のご挨拶で、新たなる元号は将来への希望へと
つながるものになって欲しいと書きました。令和の出典は万葉集からで「初春の令月にして気淑く風
やわらぎ、梅は鏡前の粉を披き、蘭は珮後の香を薫らす」作者は大伴旅人だそうです。わたしは和歌
のことはよくわかりませんが、この歌からはなんとも言えない穏やかさ、やすらぎ、そして心地よさ
を感じます。手話表現で令和は「つぼみが開いて花がさくように指先をゆっくりと開く動き」に決まっ
たそうです。そして手を前に押し出す動きには「未来へ進んでいく」いう意味が込められているそう
です。まさに将来への希望を表しているのではないでしょうか。とても素敵な元号だと思います。
　さて、昨年はご存知のようにラグビー（闘球）ではワールドカップ2019で日本代表が見事ベスト

8に入り、「ONE TEAM」が新語・流行語大賞にも選ばれました。日本対スコットランド戦の瞬間最高視聴率はなんと
53.8％にも達したそうです。1989年から1991年まで全日本代表監督を務められたのは宿澤広朗氏です。30年前の
1989年5月28日、秩父宮ラグビー場で、日本はスコットランドに初めて勝利します、スコアは28対24。ほとんどの人が
日本の勝利を予想していなかった。この時の主将はあの平尾誠二氏です。宿澤氏の座右の銘は「努力は運を支配する」です。
選手の皆さんは、言葉にはできない努力をされたと思います。わたくしの座右の銘は「天才ほど努力する」です。わたくした
ちは決して努力することを惜しんではいけないと心から思っていますし、その先にはきっと良いことがあるはずです。
　またラグビー（闘球）以外でも、バドミントン（羽球）の桃田賢斗選手や奥原希美選手、さらには松永ペア、福廣ペアが大
活躍し、卓球の張本智和選手や伊藤美誠選手、バスケットボール（籠球）の八村塁選手、ゴルフ（打球もしくは孔球）の渋野
日向子選手、世界野球WBSCプレミア12での日本代表の優勝と、「球」のつくスポーツでの日本人の活躍がきわめて目立ち
ました。そしてたくさんの若い方々が躍動しました。わたくしたちも、日本人選手の皆さんにあやかって、「球」をうまく乗
りこなし、様々なあら波に対応していきたいと考えています。そのためには、とくに若い職員の方々に頑張って頂きたいと願っ
ております。いろいろなアイデアを出し合い、ブレインストーミングする。そしていろいろなことに積極的にチャレンジする。
「〇〇はできない。」ではなく、「〇〇するにはどうしたら良いかを考える」。そのような組織作りを行っていきたいと考えて
います。
　わたしたち西埼玉中央病院の職員は一丸となり、患者さんとそのご家族が笑顔になって頂けるよう努力していく所存です。
本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
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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

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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　我々循環器内科は狭心症や心筋梗塞などの冠動脈疾患、心臓弁膜症、心筋症、心不全、先天性心臓病、不整脈、肺

塞栓症、大動脈疾患、末梢血管疾患などの病気を診療しております。冠動脈疾患に対して冠動脈インターベンション

(Percutaneous Coronary Intervention:バルーン及びステント治療)を行うほか、末梢血管疾患の一つである下肢

動脈硬化症による症状を有する患者様にも同様にカテーテルによる血管形成術(Percutaneous Peripheral 

Intervention:バルーン及びステント治療)を行っております。

　さらに脳神経外科若松医師と共に頸動脈狭窄症による脳虚血症状を有する患者様に対して、頸動脈ステント留置術

(Carotid Artery Stenting)も行っております。

　高齢化社会により、動脈硬化を基礎とする多くの疾患に対して以上のようなカテーテル手技による治療の機会が増

えております。

　今後とも地域の皆様のニーズに十分こたえられるよう、循環器当直及びオンコール体制をとり、緊急性を要する疾

患に対応しております。これまで以上に埼玉西部地区の医療に貢献できるよう頑張って参りますのでよろしくお願い

申し上げます。

図：頸動脈ステント留置術の流れ

１．治療中に血管壁のプラークや血栓が脳血管に流れて脳梗塞発症するのを予防するために

頸動脈の狭窄部より奥にフィルター留置して、脳を保護する。

２．頸動脈狭窄部をバルーンカテーテルで広げる。

３．バルーンカテーテルを抜去したのちに、ステントと呼ばれる金属製の筒を留置する。

４．ステント留置した場所を再度バルーンカテーテルで広げて、内腔をさらに広げる。

５．拡張を確認したのち、バルーンカテーテルやフィルターを回収して終了します。

循環器内科の紹介
循環器内科副部長　小山　達也



にしさいたまちゅうおう 3

骨塩定量測定装置を更新しました

・骨塩定量測定装置　HOLOGIC社製Horizon Wi型を2019年12月に導入しました。
・腰椎、大腿骨の骨密度の測定に加え、全身測定による体組成分析ができるようになりました。
・当院のレポートは、日本人の標準データと比較した内容になっています。
・Trabecular Bone Score(TBS)解析ソフトウェアの導入により、骨微細構造を評価し、
　骨折リスクの予測に役立たせることができます。

HOLOGIC社製　Horizon Wi型

骨密度測定レポート TBSレポート
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クリスマス会
クリスマス会実行委員　野村・児玉

　令和元年12月17日、病院の協力をいただき、学生自治会クリスマス会を開催しました。

　実習でお世話になっている患者さんやそのご家族の方々に日頃の感謝の気持ちを込め、歌とハンドベルの演奏を行

いました。患者さんやご家族が、入院生活の中で少しでも楽しい時間を過ごせるよう、また、その時間を共有できる

ことを目標に取り組みました。

　病棟に掲示したポスターや当日配布したクリスマスカードは、1年生が中心となり手作りで作成しました。歌やハ

ンドベルは、昼休みや放課後を利用し3学年で連携して練習しました。準備を通して、3学年の交流や先輩方の姿か

らの学びを得ることができました。

　当日は、演奏が始まると患者さんやご家族が笑顔で一緒に歌ってくださったり、拍手をしてくださったりと楽しい

時間を過ごすことができました。涙を流して喜んでくださった患者さんもいらっしゃって、私たち学生も本当にうれ

しい気持ちになりました。

　クリスマス会を通して、少しですが患者さんやご家族へ日頃の感謝の気持ちを伝えることができたのではないかと

思います。
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「冬になると痩せやすいと聞いたのに、お正月明けにはお腹まわりが苦しく

なる」という話をよく聞きます。なぜ冬に体重が増えやすくなるのでしょうか。

　体重増減の基本は、摂取量（摂取カロリー）と消費量（消費カロリー）の

差です。

　消費量より摂取量が多くなれば、体重は増加していきます。

　摂取量から考えてみましょう。収穫の秋には、新米やいも類、柿などの果物も美味しく、ついつい

食べ過ぎてしまうこともあるでしょう。また、年末年始は忘年会、新年会といった集まりで、アルコー

ルやおつまみの摂取量が増えてきます。クリスマスやお正月は、1年に1回だからとお餅やおせち料理

を食べる機会もありますね。

　それに引き替え消費量はと言うと…寒くなれば炬燵や布団から出たくないという気持ちとの葛藤が

多くなります。患者さんにお散歩はと尋ねてみると、開口一番「寒いから外には出たくないんだよね」

とかえってきます。動く量は春夏と比べて、明らかに減少します。

　これらをあわせると、秋冬は摂取量＞消費量となっているのがよくわかると思います。

　減量や体重を維持していくには、摂取量≦消費量を目指していく必要があります。でも滅多に食べ

ないから食べたいしという気持ちも大きいですね。そのためには、「一度に食べ過ぎない」「夜遅くに

食べない」「食べたら動く」を忘れないことが重要です。

　食べ過ぎと運動不足は脂肪肝の原因となり、これがメタボリックシンドロームのスタートにもつな

がります。1口のご飯を毎日食べ過ぎていると、半年で1kgの増加になり1年で2kgとなります。たっ

た1口、されど1口、この1口分を消費しようとすると、年齢、性別、身長、体重により若干変わりま

すが、だいたいウォーキング10分になります。

　「わかっているけどお腹は空くんだ」と言いたくなりますね。食事には必ず大き目に切った野菜も

取り入れましょう。そして最初の一口は野菜からを意識してみてくだ

さい。よく噛むことで満腹中枢を刺激しますし、最近では認知症予防

にも噛むことが重要と言われています。（入れ歯であってもです。）ベ

ジタブルファーストという言葉（食事の最初に野菜を食べること）も

定着してきています。

　そして体重は1～2か月に1回は計り、変動に注意しましょう。早め

早めの対処が増量の阻止につながります。

～　冬太り撃退 !!　～
栄養管理室　村田　祥子
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NHO⻄埼⽟中央病院 2020年1⽉ Vol.9No.4 

今年もよろしくお願いいたします。
認定看護師・専門看護師一同

認定看護師・専⾨看護師便り

NHO⻄埼⽟中央病院には、現在7名の（社）⽇本看護協会認定認定看護師/専⾨看護師が活動して
います。「認定看護師・専⾨看護師便り」のバックナンバーも掲載しています。詳しくはURLを
ご参照下さい。

https://nishisaitamachuo.hosp.go.jp/about/cnt0_000034.html

活動紹介

地域医療従事者研修会で認定看護師が講演📖📖

排尿ケアチームとは、排尿に関するケ
アに関わる専⾨的知識を有した多職種か
らなるチームのことです。当院では江川
⽪膚・排泄ケア認定看護師、武⽥感染症
看護専⾨看護師/感染管理認定看護師も加
わり活動しています。

今後も、患者さんへの排尿⾃⽴をチー
ムで⽀援していきます。

12⽉18⽇に、伊藤慢性呼吸器疾患看護
認定看護師が「看護専⾨外来における慢
性呼吸器疾患患者への療養⽀援」をテー
マに講演をしました。参加者は25名あり
地域の訪問看護ステーションの⽅々との
意⾒交換も⾏うことができました。更な
る地域包括ケアの充実を⽬指します。

排尿ケアチーム始動︕︕
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市民公開講座を毎月開催
　当院では地域のみなさまとの交流を目的に、市民公開講座を毎月開催しています。テーマは最近の医療に関するト

ピックスや感染予防対策、職場紹介などさまざまです。講師は当院に勤務する医師、看護師、薬剤師など医療の専門

職が月替わりで担当し、医療従事者の立場からできる限りわかりやすく説明することを心がけています。

　令和元年１２月は『さらに健康寿命をのばそう！～ロコモティブシンドロームとは～』と題して、整形外科病棟の

看護師による講座を開催しました。

　講座前半は座学でロコモティブシンドロームの定義や簡便なロコモ度チェック項目によりご自身の状況を把握する

方法を紹介し、後半は参加者のみなさまとともに健康体操をおこないました。ご紹介した体操は、過度な負荷のかか

らない毎日続けられるものです。がんばりすぎないこと、転倒しないようしっかり掴まることなどポイントを説明し

ながらクリスマスソングに乗せて体を動かしていると、体操がもたらす効果なのか、いつにもまして積極的にご質問

やご意見をいただき、盛況のうちに講座を終えることができました。

　これからも地域のみなさまのお役に立てるよう、わかりやすい講座の開催に努めてまいります。ぜひお気軽にご参

加ください。

１．病棟看護師
２．看護アシスタント（非常勤職員）
３．地域連携室事務助手（非常勤職員）
４．メディカルアシスタント（非常勤職員）
５．診療情報管理士（非常勤職員）
※業務内容等詳細は、担当（給与係長０４−２９４８−１１１１）までお問い合わせ下さい。

2019 年度市民公開講座
日付 曜日 テーマ 担　当 場　所 時　間

R2.1.24 金 敗血症・敗血症性DICの最近の考え方 医療経営部長
（外科医師） 研修棟研修室 14:00 〜 15:00

R2.2.28 金 糖尿病を予防する食生活 管理栄養士 研修棟研修室 14:00 〜 15:00

R2.3.27 金 放射線科について 放射線技師 研修棟研修室 14:00 〜 15:00

 ※講演日程、時間、講師は変更する場合があります。   西埼玉中央病院 
 ※定員になり次第受付終了とさせていただきます。    
 ※詳細は担当（経営企画係長 ０４－２９４８－５９５１）までご照会ください。

職　員　募　集
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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
・放射線

CT
MRI MRI、MR アンギオ、MRCP
RI

骨密度測定

骨、腫瘍、甲状腺、レノグラム、脳 SPECT、
心臓 SPECT（負荷なし）

・内視鏡検査（上部消化管）
・脈波伝搬速度
・頸動脈エコー

■お申し込み方法
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。

放射線科予約
【放射線科受付】
電　話 04-2948-1111（内線 2522）
ＦＡＸ 04-2948-2118

上部内視鏡検査
脈波伝搬速度
その他の検査

【地域医療連携室】
電　話 04-2948-1138（連携室直通）
ＦＡＸ 04-2948-2118

／

／
(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)

ファミリーマート

スーパーバック
工場

〒

ガソリンスタンド

イエロー
ハット

ガスト
セブンイレブン

看
板
あ
り


