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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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　本年４月１日付で、千葉東病院から当院の企画課
長に配置換となりました岡田睦と申します。
　当院には平成６年10月から２年半お世話になり、
二度目の勤務となります。
　どうぞよろしくお願い申し上げます。
　当時の想い出としましては、カルガモが池に飛来
するようになったので、職員で巣作りが出来るよう
石で土台作りをし、土を入れ、ススキなどを植えて
雛の誕生を待った想い出があります。今、当時の環
境が残っている事はなつかしく、また病院に来る人
達もなごやかな気分になることでしょう。
　平成22年春には新病棟も完成し、埼玉県西部地
区の中心施設である当院で、竿代院長先生をはじめ、
新進気鋭の先生方、またそれを支える職員の皆さま
方とご一緒にお仕事が出来ることを大変ありがたい
事と思っております。
　病院の基本理念であります“病む人に心の通う　
質の高い医療”を我々職員も側面から援助して、地
域の住民の皆様方々に尚一層信頼される病院になる
よう努力してまいりますので、よろしくお願いいた
します。

　この度、管理課長に着任いたしました小山三喜雄
(おやまみきお)と申します。前任地は立川市にあり
ます災害医療センターで、当院と同じ急性期医療を
担う総合診療施設です。
　私は昭和56年から61年まで当院の医事課に勤務
しておりましたので、今回が二度目の勤務となりま
す。当時は今よりもバスの便が少なく、しかも狭山ヶ
丘ゆきのバスのみだったので病院のマイクロバスも
運行されていました。当時と比べれば随分と便利に
なったものだと思います。また一方では、病院をと
りまくみどりの雑木林などは昔のままでとても懐か
しく、私をなによりうれしくさせてくれました。
　平成22年6月には新病棟がオープンの予定です。
このような時期に再び西埼玉中央病院の一員として
勤務することになり喜んでおります。新病棟は、現
代の病院に求められる医療の機能性、居住性、安全
性をコンセプトの下、工事は着々と進んでおります。
この新病棟が完成することで、職員の勤務環境の改
善も図れ、なにより患者さまにより良い療養環境を
提供できることを今から楽しみにしております。
　私は管理課の立場から、患者さまに選ばれる病院、
そして職員に選ばれる病院づくりのため全力で取り
組んで参りたいと考えております。みな様のご指導
ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。
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新  任  幹  部  挨  拶

企画課長

岡　田　　睦
管理課長

小山　三喜雄
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糖 尿 病 治 療 に つ い て

■インスリン■
　当科は、1973年に、第2内科(代謝内分泌科)

として創設以来約30年間、糖尿病患者さんの外

来治療と教育入院を中心に仕事を行っています。

　インスリンは、1921年にカナダの医師ハン

ティングとベストが一緒に研究し、1923年に

ノーベル賞を与えられました。インスリンが製品

化された時には、ヒトのインスリンではなく、ウ

シやブタから採取されたインスリンを加工したも

ので、大変に高価なものでした。その後、バイオ

テクノロジーの発達により、大腸菌にヒトのイン

スリンを大量に作らせることができるようにな

り、ブタ・ウシのインスリン・アレルギーのある

人達も使用できるようになりました。

　そして、現在はそのインスリンの用途別にデザ

インされた、ヒトインスリンに手を加えたインス

リン、アナログ製剤(analoge：類似物の意味)が

一般に使用されるようになりました。

　また、インスリンを注射する器具も同様に進化

し続け、現在はインスリン注射液と注射器が一体

となった使い捨て式(デイスポーザブル)が主流と

なっています。

　インスリン専用のシリンジで使用するインスリ

ンバイアル製剤、インスリン注入器に装着して使

用するインスリンカートリッジ製剤、注射液と注

入器が一体型の使い捨てインスリンプレフィルド

/キット製剤の３種類があります。

　インスリンは、その作用時間により、作用時間

の短い超速効型・速効型、ゆっくりと効き始めて

長い時間作用する中間型と持効型、速効型と中間

型を混合した混合型とがあります。

　患者さんの糖尿病状態や生活背景に合わせて、

これらのインスリンを使い分けて用います。

■血糖測定器■
　 血 糖 自 己 測 定（Self Monitoring of Blood 

Glucose：SMBG）は、インスリンの発見以来、

糖尿病治療において、第2の治療革命と言われて

います。

　1964年に簡易血糖測定用試験紙の発売とと

もに生まれ、1974年にアメリカのマイルス社が

血糖自己測定機DEXTERとして発売(当時の価格

で約12万円)したのが始まりで、その後各国で学

会等で反響を呼び、1978年に世界中にSMBG

が認知されました。

　日本でも1981年にインスリン自己注射健康

保険適用となり、1986年に血糖自己測定の健康

保険適用となりました。1970年代～1980年

までは血糖測定器は登場と応用の時代でした(第

１世代)。

　1980年 か ら1986年 のSMBGの 健 康 保 険

適応までのSMBGの評価の時代を経て、水洗式

から拭き取り式の試験紙へ変わり(第2世代)、

1990年代には第3世代といわれる酵素電極法や

医 療 話

内科（代謝内分泌科）医長

川口美佐男
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酵素比色法を用いた、SMBG普及の時代となり

ました。操作の簡便化・測定精度の向上・測定時

間の短縮と発展してきています。

　そして、第4世代のSMBGシステム、無侵襲で

血糖測定ができるシステムの開発が待たれていま

す。

　糖尿病のコントロール状態を知るための手段と

して、直接血糖値を測定することは、糖尿病診療

において不可欠な手段です。しかし、得られた血

糖値は、測定直前の食事とその後の行動の結果で

あり、これからの未来の血糖値を表してくれるの

ではありません。

　SMBGがマンネリにならないように、得られ

た血糖値を自己分析することにより、未来の血糖

値を予想し、食事内容・運動療法などを考えて、

上手に活用していく必要があるのです。

■糖尿病治療薬■
　血糖を下げるための内服薬は現在5種類ありま

す。

スルホニル尿素(SU)薬
　歴史の長いお薬で、最も多く使われているのが

スルホニル尿素薬です（通称SU剤と呼ばれてい

ます）。第三世代と呼ばれる薬剤まで進化してい

ます。膵臓でインスリンを産生するβ細胞を刺激

して、インスリンの分泌を促します。ダオニール、

オイグルコン、グリミクロン、アマリールなどの

薬がこの仲間になります。

ビグアナイド(BG)薬
　SU剤同様に歴史の長いお薬で、1950年代よ

り使用されています。肝臓での糖放出の抑制、筋・

脂肪細胞での糖取り込み亢進、消化管からのブド

ウ糖吸収抑制などの薬理作用が血糖を下げる機序

とされています。非インスリン分泌刺激薬として、

新たに見直されているお薬です。メルビン、グリ

コランなどがこの仲間になります。

αグルコシダーゼ阻害薬(αGI)
　90年代に登場した、糖質分解吸収遅延薬と呼

ばれるお薬です。小腸に存在する酵素、αグルコ

シダーゼと呼ばれる酵素を阻害し、糖消化を抑制

し、吸収を遅らせて、食後の高血糖を抑制します。

食後の高血糖はインスリンの分泌を促進し、膵臓

の疲弊化を助長しますから、αGIは膵臓のイン

スリン分泌機能を保護する作用を有する薬と言え

ましょう。ベイスン、グルコバイ、セイブルといっ

たお薬がこのお薬にあてはまります。

チアゾリジン薬
　インスリン抵抗改善薬として、90年代より発

売されているお薬です。インスリン分泌促進作用

がなく、単独投与では低血糖の危険は少ないお薬

です。現在はトログリタゾンが発売中止となり、

次世代のピオグリタゾン(アクトス)のみが使用さ

れています。

速効型インスリン分泌薬(グリニド系)
　内服薬の中で最も新しい薬剤で、90年代末か

ら2000年代に発売開始されたお薬です。アミ

ノ酸誘導体からなるお薬で、SU骨格を持ちませ

ん。SU剤同様に、膵臓のSU受容体へ結合して、

インスリン分泌を促進しますが、SU剤に比べて

効果発現が早く、作用時間が短く、血中からの消

失が速いお薬です。必ず食直前に内服する必要が

あります。グルファスト、ファスティック、スター

シスなどがこの薬になります。

　以上、糖尿病治療に関する歴史のような話をし

てきましたが、科学的な糖尿病治療は歴史が浅く、

今後の新しい発見に期待されましょう。
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よろしくお願いします !
～新任医師紹介～
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　Ｈ21年４月より代謝・内分泌内科に勤務となりました。
　金沢医科大学を卒業後、東京慈恵会医科大学附属病院にて
初期臨床研修を、附属青戸病院にて後期研修として勤務して
おりました。本年４月からは、こちらの病院でお世話になっ
ております。
　私は、以前より予防医学に興味があり、糖尿病、高脂血症
などの生活習慣病の発症・進行予防に関わっていけたらとお
もい内科医になることを決めました。
　生活習慣病は自覚症状に乏しい病気であるため、病気に罹
患しているという意識が薄く、病気の理解を深めるには十分
な時間と様々な知識が必要です。様々な分野の医療従事者の
方々と手を取り合い、患者さんと向き合っていけたらと考え
ております。
　内科医としての経験年数はまだ浅く、周りの方々に支えら
れ、やっと今日まで至っております。患者さんに満足してい
ただける医療を提供できる様、今後も幅広い視野で経験をつ
み、日々精進していきたいと考えております。どうぞよろし
くお願い申し上げます。

　平成21年4月から当院消化器科に勤務となりました。
　平成18年に東京慈恵会医科大学を卒業後。東京慈恵会医科
大学附属第三病院，東京慈恵会医科大学附属病院，東京慈恵
会医科大学附属青戸病院にて勤務しておりました。
　私が消化器科を専門とした理由は，幅広い疾患をそれぞれ
のニーズに合わせて対応していく柔軟性を身につけたいと
思ったからです。
　消化器疾患は身近に起こりうる疾患群であり，決してめず
らしくありません。しかし，同じ病気の患者さんであっても
求める医療は人それぞれだと思います。そういった患者さん
の要求に対して現時点で可能な最善策を皆さんと一緒に考え
ていきたいと思っております．よろしくお願いします。

　平成21年4月1日より，西埼玉中央病院消化器科勤務となり
ました森　直樹です。
　私は，平成15年3月に東京慈恵会医科大学を卒業後，同大
学内視鏡科に所属し，附属病院，第三病院，柏病院にて，消
化器内視鏡を中心に診療に従事してきました。
　所属学会は，日本内科学会(認定医)，日本消化器病学会，
日本消化器内視鏡学会です。
　消化器分野は，近年，臨床的に新たな知見が多く発表され
ています．例えば，半分以上の日本人が感染していると言わ
れるピロリ菌は，胃，十二指腸潰瘍の原因であることは以前
より知られていましたが，最近では胃がんの原因であること
もわかってきました．ピロリ菌を除菌することで，胃がんの
発生率も低下してくることも証明されつつあります．以前で
は，防ぐことができなかった病気が，予防可能な時代になっ
てきたのです。
　また，内視鏡の機器の進歩も目覚ましく，画質の向上によ
り以前では発見できなかった小さな病変も発見できるように
なり，操作性の向上により以前はつらいと言われた胃内視鏡
検査，大腸鏡検査も楽に行えるようになってきました。
　このように，疾病予防から早期発見，早期治療まで医療の
進歩は著しいですが，私自身研鑽を積んで，患者さんに最良
の医療を提供できるよう頑張っていく所存ですので，よろし
くお願いいたします。

　平成21年4月から当院消化器内科に勤務となりました。
　平成18年に東京慈恵会医科大学を卒業後、東京慈恵会医科
大学附属青戸病院で2年間研修を行いました。その後、附属
第三病院で半年、東京慈恵会医科大学附属病院で半年勤務し
ておりました。まだまだ、専門分野の治療に関しては知識・
技量共に未熟ではありますが、最善を尽くして行きたいと考
えております。
「病気を診ずして、病人を診よ」をモットーに、患者さんに
とって最善な治療を常に模索し提案していきたいと考えてお
ります。
　どうぞよろしくお願い致します。

5



にしさいたまちゅうおう6

関 節 鏡 の は な し

　当院ではここ数年、関節鏡手術
が急増しており、人工関節手術や
ヒアルロン酸の関節内注射療法と
ともに当科の「看板」治療法となっ
ています。関節鏡は小さな創から
関節の中を観察できる内視鏡の一
種で、胃カメラや腹腔鏡の認知度
に比べるとまだまだマイナーな存
在ですが、実は1931年、欧米諸
国に先駆けて日本で開発され世界

中に広まった、我が国の誇るべき技術の結晶なのです。
　腹腔鏡が腹腔をガスで膨らませながら行われるのに対し
て、関節鏡は腰椎麻酔（または全身麻酔）下に関節内を水で
満たしながら行います。膝（ひざ）関節の場合、カメラとハ
サミなどの器具の挿入に必要な約５mmの創が2箇所と排液
用の小さな穴が1箇所のみと、大きく関節を切開する手術に
比べて関節や身体に与える侵襲が小さいのが特長です。膝関
節における適応疾患と手術法の代表例には、半月板損傷に対
する半月板部分切除術・縫合術、変形性膝関節症に対するデ
ブリードマン術、タナ障害に対するタナ切除術、関節リウマ
チに対する滑膜切除術、関節内遊離体（ネズミ）に対する摘
出術、離断性骨軟骨炎に対する骨軟骨移植術などがあります。
その他、関節鏡でアシストしながら行う、前十字靭帯損傷に
対する靭帯再建術、膝関節内骨折に対する整復固定術などが
あります。当科ではいずれの手術も行っていますが、なかで
も、スキーやバレーボール、バスケットボールなどのスポー
ツ中に受傷した前十字靭帯損傷例に対する靭帯再建術が増え
てきているのでここで簡単にご紹介します。
　前十字靭帯は膝関節の制動を担う大事な靭帯ですが、切れ
てしまうと膝がずれるような不安感が出たり、二次的に半月

板や軟骨が傷ついたりと色々な弊害が出てきます。自然治癒
が期待できる関節外の側副靭帯と異なり、十字靭帯は完全に
断裂してしまうと自然治癒が期待できないばかりか、直接縫
合しても治癒しません。健常な腱を採取して、トンネルを掘っ
て本来前十字靭帯があるべき場所に移植する再建術が必要に
なります。本邦では膝を伸ばす筋（膝蓋腱）または膝を曲げ
る筋（ハムストリングス）を用いた自家腱移植による再建術
が一般に行われていますが、当科では年齢、性別、復帰を目
指すスポーツの種類やパフォーマンス、職業、生活様式など
を考慮しながら、両術式を使い分けています。東京慈恵会医
科大学整形外科学講座におけるコラーゲン分析をはじめとす
る再建靭帯に関する基礎研究は他の追随を許しませんが、そ
の基礎研究データを十分に検証し臨床に反映させた、大学膝
関節専門班と同様の手法を用いて手術や術後療法を行ってい
ます。おおよそ10カ月でのスポーツ復帰を目指して、筋力
の回復度に応じたリハビリテーションプログラムを組んでい
ます。
　以上、私は、当科鈴木秀彦医長が大学、米国キャンベルク
リニック、都職青山病院（都内有数の関節鏡専門病院：現閉
院）で培った技術を取り入れながら、ともに大学膝関節専門
班の一員として常に技術と知識のアップデートに努め、コメ
ディカルスタッフと連携して、より「身体に優しい」治療を
追究していきたいと思っています。当院手術室では各種関節
鏡器械、高周波熱治療システム、潅流システムなども最新機
器を導入しています。膝だけでなく肩や足関節などの関節鏡
手術も行っておりますので、お気軽に整形外科外来までご相
談下さい。

スポーツ外来／膝関節外来
　　　　　　　毎週金曜日　担当：北里精一朗／鈴木秀彦

医 療 話
整形外科医師　北
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第１回　西埼玉中央病院整形外科　「関節教室」のお知らせ
　当院では人工関節置換術、関節鏡手術、骨切り術など
の変形性関節症の手術が年々増えてきていますが、患者
さんにとっては必ずしも喜ばしいことではありません。
手術を受けないで済めばそれに越したことはありません
し、手術に至らないように早い時期から治療を開始して、
何よりも痛くならないように予防することが大切です。
　そういった観点から、今後当科では関節症の予防およ
び早期に関節症の芽を発見し摘み取る「膝ドック」の重
要性を提唱していきます。きたる５月１４日木曜日午後
２時より３時まで地元近隣の方々を対象に公開講座を開
催します。参加は無料です。奮ってご参加ください。

第１回　関節教室の概要（以下は仮題です）
	１時限目　はじめに〜膝ドックのすすめ（整形外科医長	鈴木秀彦）
	２時限目　変形性膝関節症の治療（整形外科医師	北里精一朗）
	３時限目　関節症の運動療法、予防体操（理学療法士島貫かおる、崎野貴	光）
	４時限目　関節症のくすり、サプリメントについて（薬剤師	井戸彩恵子）
	５時限目　関節症の日常生活上の注意点（整形外科病棟師長	梶原弘美）
	６時限目　関節症の食事指導（栄養管理室長	斉藤由理）

　その他、整形外科医長・医師による無料相談コーナー、理学療法
士による体操の指導も予定しています。詳細は４月下旬頃、院内掲
示やホームページをご参照ください。



にしさいたまちゅうおう

　去る平成21年3月6日、第33回生の31名がこの
学び舎を巣立っていきました。
　当日はあいにくの冷たい雨模様の中でしたが、多
くの来賓の皆様、保護者の方々、そして病院・学校
職員や在校生の温かい眼差しに見守られながら、無
事に卒業式を終えることができました。ありがとう
ございました。
　卒業生一人ひとりの名前が読み上げられ、卒業証
書を手にした学生たちの顔は、国家試験を終え、こ
の日を無事迎えられたことに対する安堵感だけでは
なく、これから看護師として働く自分の姿を思い浮
かべているようでもあり、不安と緊張が交錯してい
る表情も見受けられました。そんな学生たちの卒業
証書を受け取る姿を見つめながら、担任として1年
間という短い関わりでしたが、３年間患者様や病院
の指導者の皆様から支えられながら成長した姿は、
頼もしくもありとても感慨深いものでした。
　私は昨年の4月に転任してまいりましたが、20年
前にこの西埼玉中央病院附属看護学校を卒業いたし
ました。20年余年が経っても、学生時代に喜びを
共感したり、苦労を分かち合った仲間とはいつ再会
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第 33 回生　卒業式を終えて
看護学校　教員　岡村　眞喜子

しても思い出がすぐに甦り、かけがえのない宝物と
なっています。33回生は、3年前の入学式もそして
ナースキャップを初めて戴く戴帽式も雨だったそう
です。そんな出来事や、実習での苦労や喜びなど学
生時代の思い出は心に刻まれ、これからもずっと語
り継がれていくのでしょう。
　私の後輩でもあり、卒業生でもある33回生の皆
さん、どんな辛いときや苦しいときがあっても、決
して困難から逃げないで、自分と向き合うことを忘
れないでください。皆さんが3年間で培った看護観
と自分の目指す看護師像に向かって日々努力を惜し
まず、前進していって欲しいと願っています。
　4月からは看護師免許を取得したとしても、まだ
まだ未熟な看護師です。これからたくさんの患者様
や職員の皆様方と出逢い、支えられ、見守られなが
ら成長をしていくと思います。初めは戸惑いや緊張
の連続で、たくさんのご迷惑をお掛けすると思いま
す。そのときはどうか温かく、時には厳しくも愛情
をもって迎えていただけたら嬉しく思います。今後
ともどうぞご指導、ご支援をよろしくお願いいたし
ます。



にしさいたまちゅうおう8

　平成20年4月より、全国的にC型肝炎、B型肝炎に対
するインターフェロン治療の助成が開始されました。
当院でも、1年間に40名の方々が治療を始められていま
す。さらに21年4月からは、制度が改正され、治療が受
けやすくなりました。今回の市民講座では、肝炎の実
態についておよびインターフェロンによる具体的な治
療が紹介され、また助成の手続きの方法などの案内が
なされます。ぜひ多くの方々がご出席くださるようご
案内申し上げます。

C型肝炎
『市民公開講座のご案内』

　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。

消化器科医長　　齋　藤　　　晃


