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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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「花畑幻想」　撮影者：秋山峻太郎（ボランティア）  
『夏が来れば思い出す〜♪』という詩は、この所沢のこの光景の中に毎年流れてきます。
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　さる、5月14日（木）当院教育研修棟において「関
節教室（第１回）」が開催されました。主催者側も大慌
ての、予想をはるかに上回る大盛況ぶりで、院内外から
過去最高の135名もの聴講者を集めました。
　当科では変形性関節症の手術、なかでも人工関節置換
術が2008年（1月～12月）は83件、2009年は上半
期（1月～６月）だけで57件と著しい増加傾向にあり
ます。これは患者さんにとっては必ずしも喜ばしいこと
ではなく、当科では関節症の早期発見・早期治療重視の
観点から「膝（ひざ）ドック」および生活改善、運動療
法、ヒアルロン酸の関節内注射療法など保存療法の重要
性を提唱しています。その一環として今回の市民講座を
同じ膝関節専門医の北里医師とともに企画させていただ
きました。
　講師陣は各分野から選りすぐり、まずは鈴木が「膝（ひ
ざ）ドックのすすめ～いま話題の「ロコモ」にならない
ために～」とのタイトルで導入部を、続いて北里医師が
変形性ひざ関節症の保存治療から最新の手術療法まで治
療全般につき多彩なスライドを駆使して説きました。そ
の後、崎野・島貫理学療法士が自宅で簡単にできる関節
症の運動療法について実演をまじえて紹介、続いて井戸
薬剤師が関節症の薬物療法についてまとめ、巷に溢れる
サプリメントにまで分かりやすく言及してくれました。
最後はベテラン勢、梶原看護師長、斉藤栄養管理室長が
それぞれ生活指導、食事療法について熱弁を振るって締
めくくり、充実した内容の1時間40分となりました。
　ご聴講いただいた方々、そして関係諸氏にこの場で借

りて深謝いたします。また、想定外の受講者数により会
場が手狭で十分なお席やパンフレットを用意できなかっ
たことをお詫び申し上げます。今回の反響の大きさから、
地元近隣の方の健康に対する意識の高さを再認識し、ま
た、このような市民講座のニーズの大きさを痛感しまし
た。
　今回は、関節症に加え、NHKなどに取り上げられ話
題になりつつあった「ロコモティブシンドローム」の話
も紹介することができて割とタイムリーな企画であった
と考えております。早くも第２回目はいつごろかとの問
い合わせもいただいており、次回の構想を練っていた矢
先に私自身の大学への異動が決まってしまったのが残念
ではありますが、後任の吉田医長、北里医師を中心に定
期的に開催を続け、今後も当科は地元の方に頼られる、
骨・関節のプロフェッショナルであり続けたいと考えて
おります。引き続き、関節症でお困りの方は当科外来ま
でお気軽にご相談下さい。当科では一般外来とともに特
殊（専門）外来として「肩関節外来」（7月より新設）、「膝
関節外来」を開設し、保存療法、手術療法、軽症、難治
例によらず、あらゆる関節疾患に対応させていただいて
おります。大きな合併症がおありなど、より高度な治療
技術を必要とする場合には、東京慈恵会医科大学附属病
院整形外科へご紹介いただければ迅速に対応させていた
だきます。

健康セミナー報告「関節教室」
前整形外科医長　鈴 木 秀 彦（当院非常勤医師）
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鈴木先生は、７月１日付で東京慈恵会医科
大学整形外科講座に転任されました。



　平成21年5月12日、西友小手指店で病院主催、看護研究
会共催の健康フェスタを行いました。医師、薬剤師、看護師、
検査技師、栄養士、事務職と協力し、血圧測定、体成分分析
測定、肺活量測定、健康相談、栄養相談、健康に関する各種
パンフレット配布等を行いました。
　来られた方は107名、健康相談を受けられた方は83名で
した。中には、新聞の切り抜きを持ち、「この日を楽しみに
していました」「毎年来ています」と、このイベントを待っ
ていらっしゃることを知り、地域の方々の健康への関心が高
いとこを知りました。
　今回は、体成分分析測定器、肺活量測定器を準備しました
ので、検査結果についての相談も多くありました。地域の方々
と健康に関する様々なお話ができたこと、また不安を抱えて
いる方の早期受診へのアドバイスをさせていただき、看護の
日にふさわしい一日となりました。

　ナイチンゲールの生誕の日を看護の日と名付け、各地で
様々なイベントが催されています。当看護学校でも、5月
13日に看護の日のイベントを開催しました。内容は、院内
ボランティアと学生によるミニコンサートです。日頃、私た
ちは患者さまにご協力いただいて看護の心を育んでいます。
その感謝の気持ちをこめて、学生自治会主催で企画を立てま
した。
　院内ボランティアでは、院内の清掃に取り組みました。清
掃箇所は、車椅子、ストレッチャーからベッドフレーム、浴
室など多岐にわたりました。1時間と短い時間でしたが、学

「看護の日」健康フェスタについて

看護の日のイベントを終えて

副看護部長　稲田　美枝子

附属看護学校教員　横山　ひろみ

生からは「思ったより汚れがあっておどろきました。」「掃除
をして、少しでも気持ちよく療養生活を送っていただくこと
につながればいいと思いました。」などの感想がありました。
　ミニコンサートは、病棟のフロアで「見上げてごらん夜の
星を」「春の小川」などをハンドベルで演奏し、「茶摘み」「ふ
じの山」などを合唱しました。講義の合間をぬって朝夕の練
習の成果もあり、コンサートを聴きに来ていただいた患者さ
まからは「子供の時に歌って以来、80年ぶりに歌いました。」
「とても懐かしい曲で昔を思い出しました。」など嬉しいお
言葉をいただきました。
　今年度初めての試みであったので改善するところはありま
すが、学生たちは、看護の日のイベントをとおして、改めて
看護に携わる者として何ができるかを再認識できたようで
す。今後は、今回の学びを更に発展させ看護職としての成長
を期待しています。
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　7月より西埼玉中央病院に勤務することになり
ました。私は、東京慈恵会医科大学を卒業し、
初期研修も慈恵医大附属病院で研修させてい
ただきました。学生から含め、8年間慣れ親し
んだ場所より離れるにあたり、さびしい気持ち
もありましたが、気持ちを新たに新天地でがん
ばっていきたいと思っています。
　私が外科を目指したのは、様々な疾患に色々
な角度から患者さんに関わっていけそうな科で、
そしてなによりやりがいがありそうと思い外科

の道を選択しました。
　まだまだ経験も浅く、スタッフの方々には御迷惑ばかりかけるとお
もいますが、一人でも多くの患者さんに喜んでいただけるよう、ヤル
気いっぱい元気いっぱいで頑張っていきますので、どうぞよろしくお
願いします。

　平成21年7月1日より西埼玉中央病院外科勤務
となりました藤﨑宗春です。平成17年に東京慈
恵会医科大学を卒業後、東京慈恵会医科大学
付属柏病院で2年間の研修を終え、その後富士
市立中央病院外科で１年間、慈恵医大第三病
院外科で1年間、東京慈恵会医科大学付属病院
救急部で3ヶ月勤務しました。一般的には外科
＝切るというイメージが先行していると思います
が治療を受けるのはあくまで患者さんご本人で
す。手術適応の病気の方でも一人一人家族背景、

社会背景、哲学等が違うためその人にとって何がベストの治療法にな
るのか、十分話し合って決める必要があります。時には他科の先生
とも協力し患者さんのニーズに応えられる医療を実践していきたいと
考えています。どうぞよろしくお願いいたします。
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よろしくお願いします !
～新任医師紹介～
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　平成21年７月より整形外科医長に着任いたし
ました吉田衛でございます。私は、平成２年に
新潟大学医学部を卒業後、東京慈恵会医科大
学病院にて初期研修を終え、整形外科学講座
に入局いたしました。入局後は、静岡県にあり
ます富士市立中央病院などに勤務し、主に外
傷や骨折の手術を行っておりました。大学に帰っ
てからは、東京慈恵会医科大学大学院に入学
し、関節軟骨やヒアルロン酸、関節リウマチの
研究に従事し、学位を受領し講師を拝命させ

て頂きました。その後はこれまで、慈恵医大第三病院にて勤務し、
主に肩関節、膝関節の関節鏡、人工関節などの手術を行っておりま
した。私の父方は埼玉県出身であり、実家は池袋と近く、当院とは
大変御縁があるものと感じており、全力を尽くす覚悟であります。前
任の鈴木先生は非常に優秀で、かつ、手術がお上手であり、患者様
からの信頼も厚く評判の高い先生でいらしたため、当院での整形外
科の手術件数を飛躍的に伸ばされた非常に優れた功績を残されてお
ります。この良い流れを止めることなく、引き続き、地域の皆様から
信頼され、良い評価を頂ける医療を実践できるよう、スタッフ全員で
努力して行きたいと考えております。関節の痛みなど、何かお困りの
ことがございましたら、お気軽に来院し整形外科をお尋ね頂ければ
幸いです。

　平成21年７月1日より、西埼玉中央病院消化
器科勤務となりました松本晶です。
　私は、平成13年3月に東京慈恵会医科大学を
卒業後、同大学外科に所属し、附属病院、青
砥病院、第三病院、柏病院、富士中央病院、
町田市民病院等で消化器外科を中心に手術、
内視鏡、麻酔、救急医療等、幅広く診療に従
事してきました。
　所属学会は，日本外科学会(認定医、専門医）、
日本消化器外科学会、日本内視鏡外科学会（技

術認定医）、日本消化器内視鏡学会、日本食道学会等です。
　私の専門は食道や胃が中心の上部消化管ですが、西埼玉中央病
院では他の消化器・一般の疾患や軽度な呼吸器・内分泌疾患等に関
しても広く診療を行う予定です。
　病気はつらいことが多く、病院は嫌なことが多いのでなかなか行
きたくないところです。しかし、特に癌などの病気は早く治療を行え
ば今やほとんどが治る病気になりました。西埼玉中央病院では皆様
が気持ち良く医療を受け、そして手遅れになる前に気軽に相談できる
ような、そんな医師でありたいと思います。皆様よろしくお願いします。

　平成21年7月より整形外科勤務となりました。
6月までは東京慈恵会医科大学附属病院に勤務
しており、リウマチ外来を担当しておりました。
関節リウマチは近年治療法が大きく変わってき
ております。新しい治療薬である生物学的製剤
が導入されたことにより、従来のリウマチ薬より
も強力にリウマチの炎症をコントロールできるよ
うになりました。そこでこれまで以上に重要に
なってくるのが、リウマチの早期診断と、診断
した際の薬の選択です。それらは血液検査やX

線、MRIなどの画像検査にて決定し、少しでも関節破壊の進行が抑
えられるようにコントロールしていくことが目標になります。
　一方で、関節の破壊が進行した患者さんに対しては人工関節置換
術などの外科的治療の適応があるかを判断し、適切な時期の手術の
実施を検討します。あまり待ちすぎると変形が進み、手術の侵襲が
大きくなってしまうことがあります。
　薬による炎症のコントロールと、外科的治療による変形の改善に
よって少しでも患者さんのQOLが上げられるように頑張っていきたい
と思っております。どうぞよろしくお願い申し上げます。
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７月１日より、入院医療費の会計方式が変わります。
　当院は、平成２１年７月１日より『 ＤＰＣ対象病院 』として厚生労働省の認定を受けました。そのため７月１
日以降に入院された方の入院医療費は、ＤＰＣ方式での計算方法が適用されます。
●ＤＰＣとは
　ＤＰＣとはDiagnosis Procedure Combinationの略で患者さまの病名や症状をもとに手術などの診療行為の
有無に応じて、厚生労働省から定められた1日当たりの診断群分類点数をもとに医療費を計算する新しい会計方式
です。従来は、投薬・注射・検査などの診療行為を行った分を合計して計算する「出来高算定」方式でしたが、
ＤＰＣでは１日当たりの点数が決められており、投薬・注射・検査などの診療行為はその決められた点数に包括
されています。ただし、手術や内視鏡などの医師の専門的な技術を必要とする分野は従来の出来高算定方式で医
療費を計算いたします。DPC制度は、診療の標準化と透明化そして診療の質の向上を図るために導入されました。
この制度の導入が、全国の急性期病院で推進されている理由は、患者さまにとって、DPC対象病院では標準的な
医療が受けられ、医療の標準価格も明らかになるというメリットがあります。

ＤＰＣ (診断群分類包括評価制度 ) について

●〈ＤＰＣの導入〉
　この会計方式(DPC)は、平成15年度から大学病院や国立病院などの高度先進医療を行っている特定機能病院を
対象に実施されておりましたが、厚生労働省の事前調査に協力してきた一般医療機関のうち一定の基準を満たし
た病院が試行する事になり、当院でも診断群別定額払い方式(DPC)による入院医療費の会計方式を導入すること
になりました。
 ●〈病院からのお願い〉
・服薬中のお薬をご持参下さい
　当院又は、他の医療機関で処方されたお薬を飲まれている方は、入院される際に服薬中のお薬と服用方法が確
認できるもの（お薬手帳・お薬のしおり）をご一緒に必ずご持参下さい。
・レントゲンフィルムをご持参下さい
　他の医療機関からの紹介により入院される方は、入院される際に紹介元の病院で撮影されたレントゲンフィル
ムをご持参下さい。また、紹介元医療機関様におかれましては、患者様の負担軽減のためご配慮頂きますよう、
お願い申し上げます。

手術・麻酔 手術・麻酔

精神療法 精神療法

放射線治療 放射線治療

高額の処置 高額の処置

画像検査

投薬料

検　査

注　射

入院基本料

リハビリ リハビリ

指導管理 指導管理

内視鏡 内視鏡

１日当たりの入院点数×日数

出来高

包括払い
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インフルエンザへの備え

　4月の終わりにメキシコから報告された新型インフルエン
ザA(H1N1)は、瞬く間に世界中に拡がり、6月11日、世界
保健機関(WHO)は世界的大流行＝パンデミックを宣言しま
した。新型インフルエンザは誰にとっても未知のウィルスで
す。そのため、発生当初の検疫や患者さんの隔離には、かな
り厳しい措置が講じられていました。現在、この新型インフ
ルエンザについては、様々なことが少しずつ明らかになりつ
つあるところです。しかし、感染予防のうえでは依然として
多くの課題を抱えていることも事実です。
　季節性インフルエンザも新型インフルエンザも、持病をも
つ人、妊婦さん、お子さんやお年寄りでは重症化する危険性
があります。また、もともと元気な人であっても、ひとたび
感染すれば高い熱や咳で辛い思いをします。そして、仕事や
学校を休まなければなりませんし、家族や友人など、周囲の
大切な人たちにインフルエンザを感染させてしまうかもしれ
ません。

先人たちはどのようにして新型インフルエンザに立ち向かって
いったのか
　今から約90年前、ヒトは新型インフルエンザ(スペインか
ぜ)の大流行を経験しました。当時の資料からは、現代の対
策につながる貴重な情報がたくさん残されています。今回は、
大正時代に流行したスペインかぜにおける先人の対策から、
一般社会での感染予防について説明したいと思います。

1.咳エチケット

　咳をする時は、マスクやハンカチで口元を覆います。手放
しに咳をすると、近くにいた人にウィルスを直接浴びさせて
しまうことになるからです。また、電車やバスなどの公共交
通機関は狭い空間に多くの人が密集します。そのような所で
は、マスクをするようにしましょう。

2.手洗いとうがい
　外出から帰宅したら、必ず手洗
いとうがいを行います。特に、汚
れた手で目や鼻をこするとウィル
スがついてしまいます。石けんを
使って15秒以上、手を洗うように
しましょう。

3.体調を壊したら
　発熱や咳などインフルエンザを
疑わせる症状があったら、すみや
かに医療機関を受診して、適切な
治療を受けましょう。家庭では、
患者さんは湿度を保った部屋で安
静にします。看病をする人は、マ
スクをしましょう。そして、お子
さんやお年寄りなど、感染すると
重症化しやすい人は部屋を別にす
ることが二次感染予防には効果的
です。

インフルエンザへの備え
　冷静な対応を…これはインフルエンザを軽くみることで
も、むやみに怖がることでもありません。

　中国春秋時代の兵法書「孫子」には次のような言葉が記さ
れています。

　“彼を知り己を知れば百戦して殆うからず”

　これは、相手の実状を知り、自分の実情も知っていれば、
百回戦っても危険な状態になることはないということで、正
しい情報を適切に知ることの大切さを意味しています。イン
フルエンザとはなにかということをよく知って、どうすれば
身を守ることができるのか、インフルエンザと自分自身を知
ることが大切です。インフルエンザに関する正しい知識を
もって、本当に必要な予防策を適切かつ確実に行うことが、
次のインフルエンザの流行シーズンの備えとして大切です。

医 療 話
医療安全管理室　感染管理認定看護師　坂 木 晴 世

図 . 大正時代 ( スペイン風邪流行時 ) のポスターにみる感染予防（北海道大学附属図書館、国立保健医療科学院所蔵貴重書より）
http://www.niph.go.jp/toshokan/koten/Statistics/10008882.html



「にしさいたまちゅうおう」を
ご覧のみなさん、こんにちは！
　私は、当院の栄養管理室長の
斉藤と申します。今回からこの
紙面をお借りして、みなさまに
とっておきの健康情報をお届け
したいと思います。どうぞよろ
しくお願いします。
　記念すべき第１回は、夏場の

水分管理のポイントについてです。夏バテの原因は脱水
とよく言われますが、水は「人のカラダのうるおい」で
す。庭木の手入れに夢中になり、水分補給が遅れがちな
方・トイレが近くなるのを嫌い、水分をひかえるご年配
の方・冷房は体に悪いからと暑くてもガマンして生活す
る方…など水分不足の自覚がないまま体を酷使している
のに危機感を持っていないことが残念でなりません。
　人は必ず年をとります。そして、今までと同じ体力が
永遠に続くことはないのです。この地域の特性なのか？
忍耐強くご自分で何でもやりたいと意欲の高い高齢者
が多く、本当にアタマが下がります。「長生きの秘訣」
で大変良いことですが、退院翌朝から農作業をする方・
不自由な体で手打ちうどんや団子をおひとりで作られる
方・家族の介護で忙しい方などご自身が病人で病院に
通っているのに、パワフル極まりない生活をされるお話
をお聞きするたび、心がしめつけられます。庭に水をま
くのは１日１～２回で充分ですが、人はそのようなまと
め飲みはできません。一度に大量の水分をとると、消化
機能が弱まり、夏バテの原因にもなります。汗をかくこ
とは、体温調節のための必然行為ですから、その調節機
能がスムーズに行われるよう、意識して飲むことをお勧
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＜ガマンしないで！　カラダにうるおいを…夏場の水分管理とスポーツドリンク＞

斉藤室長の健康ワンポイント講座

めします。すなわち、こまめな補給です。汗をかく前、
汗をかいている最中、ちょっと休憩中、汗をかいた後と
いう具合に、いつでも手元に飲み物を用意して飲むよう
な環境にしておくと良いです。
　そこで、スポーツドリンクを飲むことがよく勧められ
ますが、全ての人に向いているわけではありません。ス
ポーツドリンクは健康ブームに乗り、爆発的ヒット商品
になりましたが、元々オリンピック選手のように激しい
運動で大量に失われた水分をいち早く補給し、競技能力
を向上させるために作られたものです。そのような激し
い運動をしている方はほとんどいないでしょう。スポー
ツドリンクは、ナトリウムを適度に含んでいます。減塩
生活を続ける高血圧症や心臓病・腎臓病の方がスポーツ
ドリンクを飲むことは、治療の足かせになります。また、
最近ではカロリーオフタイプのものも多く出てきていま
すが、基本的にはブドウ糖が入っています。糖尿病の方
にとって、血糖管理上最も問題のある飲み物と栄養指導
で警告しています。こまめな水分補給習慣ができていれ
ば、ふつうの水や麦茶・緑茶などで充分です。疲労回復
を考えれば、レモン水などビタミンＣを一緒にとるのも
良いでしょう。余談ですが、舌の感覚は温かい方が感じ
やすく、冷たいと感じにくいものですので、かき氷やア
イスクリーム・水ようかんなどはおいしく感じるよう糖
分が多めに入っています。糖尿病や糖分を気にしている
方は、お気をつけください。
　スポーツドリンクは、生活習慣病にはマイナス面が多
いのですが、食欲不振で痩せている虚弱なご高齢の方が、
分岐鎖アミノ酸（ＢＣＡＡ）
の入ったスポーツドリンクを
とられることは有効です。
　スポーツドリンクは、別名
「飲む点滴」とも呼ばれ、低
栄養予防には手ごろな価格で
扱いやすい飲み物だと思いま
す。みなさん、ぜひご自分に
適した水分管理を心がけ、こ
の夏も乗り切って下さい！
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当 院 を 受 診 さ れる 患 者 さま へ

西埼玉中央病院　医療連携登録施設　一覧

　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。

　受診にあたりましては、なるべくかかりつけ医の先生からの紹介状をお持ち下さい。
　かかりつけ医の先生からの紹介患者様につきましては、地域医療連携室にて予約をお取りしており、優先的に診察を受けることがで
きます。
  当院では、所沢市及び周辺地域の先生方と連携して温かい心のこもった医療の提供に努めておりますが、特にＣＴ、ＭＲＩ等の当院の
大型医療機器の共同利用を行うため、医療施設の登録を行っています。下記にその医療連携登録施設をご紹介させて頂きます。

所　沢　市 入　間　市

青木クリニック 小手指南クリニック ながさわ内科 山川医院 あたごクリニック

あだち内科クリニック 埼玉西協同病院 中山内科医院 横田医院 荒井医院

石塚クリニック 斎藤内科診療所 新美内科 米島医院 入間ハート病院

板倉クリニック 彩のクリニック 西島消化器・内科クリニック わかさクリニック 大樹台クリニック

伊藤内科 新所沢キッズクリニック 額賀胃腸科内科クリニック 圏央入間クリニック

岩下悦郎消化器内科クリニック 鈴木内科医院 パークタウン　クリニック 小川耳鼻咽喉科気管食道科医院

うえむらクリニック 鈴木皮膚科 波多野医院 小林病院

うだがわクリニック 西部クリニック はちす診療所 小室医院

おうえんポリクリニック 大東医院 端山胃腸科・皮膚科 松風荘病院

大木記念女性のための 田中耳鼻咽喉科 春田医院 高橋内科

菊池がんクリニック デルタクリニッック 陽だまりの丘クリニック 豊岡クリニック

荻野医院 徳島内科クリニック 平沢記念病院 豊岡第一病院

かえで内科医院 ところクリニック ひろせクリニック 本田小児科内科クリニック

かがやきクリニック 所沢石川クリニック 双葉クリニック 山田クリニック

賀古整形外科 所沢胃腸病院 星の宮クリニック 狭山市

桂内科 所沢呼吸器科クリニック まさき整形外科．内科 入間川病院

かわかつクリニック ところざわ歯科クリニック 町田整形外科医院 狭山病院

木澤クリニック 所沢診療所 まつおか内科クリニック 大生病院

木戸クリニック 所沢整形外科 松が丘クリニック 飯能市

久我クリニック 所沢内科クリニック みずの内科クリニック 小室内科消化器科クリニック

けやき台どんぐりクリニック 所沢緑ヶ丘病院 むくのきクリニック 東大和市

圏央所沢病院 所沢明生病院 むさしクリニック泌尿器科内科 レディースクリニックマリアヴィラ

小手指天望病院 所沢ロイヤル病院 矢島整形外科

小手指整形外科 豊川医院 柳内医院

（平成21年６月１日現在）　あいうえお順にて掲載

ご質問、ご相談等がございましたら下記地域医療連携室までお気軽にご相談ください。

《地域医療連携室の連絡先》	　　電　話　　０４（２９４８）１１３８
	 　　ＦＡＸ　　０４（２９４８）２１１８　　Email　	renkei@wsh.hosp.go.jp　


