
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



患者さんの権利 

〇平等で、質が保護された最善の医療を差別なく、継続して受ける権利 

〇医師や病院の選択の自由と、セカンドオピニオンを受ける権利 

〇診断・治療に関する情報を得て、同意または拒否する自己決定権 

  ・意識喪失患者は、家族または法廷代理人の同意が必要（緊急時は例外） 

 ・法的無能力者も、家族または法廷代理人による本人の意思決定への参加 

  ・患者さんの意思に反する処置、治療は法の許容範囲内で例外的に実施 

〇十分に説明を受ける権利と共に、知らされない権利 

〇医療に関する秘密が保持され、個人情報が保護される権利 

〇予防・早期発見と医療を選択する権利と自己責任 

〇尊厳を尊重し、苦痛のない人間的な終末期ケアを受ける権利 

〇聖職者による霊的・倫理慰安などの宗教的支援を受ける権利 

 

浩生会スズキ病院理念 

１．私たちは、練馬区の中核病院として地域医療に貢献することの責務を自覚し、 

安全良質・高度な医療を行ないます。 

２．私たちは、愛と和の精神をもって、暖かく思いやりのある医療人であること 

に努めます。 

３．私たちは、進取な心構えで自己研鑽に務め持てる能力を最大限に発揮すべく 

努力をして行きます。 

 

 

 

浩生会スズキ病院の基本方針 

１． 私たちは、患者さまのプライバシーを守り、意思と権利と安全を尊重した医療を実施 

します。 

２．私たちは、自己研鑽に努め、最新の医療知識と技術に基づいた医療を提供します。 

３．私たちは、地域の人々や他の医療機関、福祉・介護機関と共に医療・介護と福祉の 

ネットワークを進め、腹部 2 次救急、消化器外科・悪性腫瘍の専門治療、急性期高齢者 

医療を実施し、地域医療に貢献します。 

 

 

 

 

 



<御挨拶> 

令和 3 年 8 月より外科に赴任致しました、 

金森規朗（かなもり のりあき）と申します。 

日本大学医学部卒業し、板橋病院やその関連病院、国立がんセン

ター中央病院および地域基幹病院で、消化器外科、特に食道外科

を専門に修練して参りました。 

当院の基本理念である『練馬区の中核病院として、地域医療に貢

献することの責務を自覚し、愛と和の精神を持って、安全・良質・

高度な医療を提供すること』、を実践するべく微力ながら努力していく所存で御座居ますの

で宜しくお願い申し上げます。 

 

外科というと手術を行う科と皆さん想像されることと思います。 

勿論、手術は私たち外科医の第一の仕事ではあります。しかしながら、皆様の悩みに耳を

傾け、皆様と共に話し合い、皆様が充分に納得の出来る治療法を提供し、結果として皆様

が健康を取り戻すことが出来るよう手を差し伸べることは、他の科と何ら変わりはありま

せん。些細なことでもお気軽にご相談下さい。 

 

私たちの扱う疾患（病気）は以下のようなものがあります。 

・体表の病気（粉瘤、乳腺疾患、鼡径ヘルニア、下肢静脈瘤など） 

・消化管の病気（食道癌、胃癌、大腸癌、胃十二指腸潰瘍、虫垂炎、腸閉塞、痔核など） 

・内臓系の病気（気胸、縦隔腫瘍、胆石症、胆のう炎、肝臓癌、膵臓癌、胆道癌など） 

 

一方で、手術を提供した患者様が残念ながら再発、転移し、新たに治療しなければいけな

い場合に対応出来るよう、抗癌化学療法の研鑽も行って参りました。この領域も新規抗が

ん剤や分子標的薬剤、更に最近では免疫チェックポイント阻害剤の適応拡大等、日々治療

ガイドラインが改定されているのが現状ですので、先ずはご相談下さい。 

 

また、がん診療には緩和医療が重要な柱を担っております。緩和医療は手術や抗癌化学療

法をし終えた方や適応外の方々に提供する医療のように思われがちですが、実は癌に対す

る治療が始まった段階から介入することが推奨されています。当院では緩和医療の中心的

な役割であるがん性疼痛の管理や、がん性胸膜炎やがん性腹膜炎による難治性胸・腹水に

対する胸・腹水濾過濃縮再静注法(CART)の施行、経口摂取が困難になった場合の胃瘻造

設や皮下埋込型中心静脈カテーテルポート造設術も積極的に行っております。がん患者様

に限らず、ご高齢の患者様、摂食・嚥下困難のある方などにご対応させて頂きます。 

 



リハビリ便り 

アクティビティで楽しく認知予防 

言語聴覚士 串田柚香 

 

みなさんは介護やリハビリ現場でよく耳にする「アクティビティ」という言葉の意味をご存

知ですか？ 

一般的には「活動」や「活気」といった意味の英単語ですが、一般の方にしてみれば、ダイビ

ングやスキー、パラグライダーといった旅行先でする遊びがまず思いつくのではないでしょう

か。もちろんそれも間違いではありません。ただ、介護やリハビリ現場で用いられるアクティ

ビティは「"生きる過程で行う行為全て"に治療的な介入をすること」とされています。 

 

・・・漠然とし過ぎており、なんのことか分かりづらいですよね。 

簡単にまとめると、趣味活動やゲームなどを通じて、患者さんが

楽しみながら機能回復や生活意欲の向上、認知症の予防を目指す

ことを指します。 

 

当院では、作業療法士が中心となりアクティビティを行うこと

が多いですが、担当する患者さんによっては、私もリハビリに取り入れることがあります。 

以前、アクティビティに熱心に取り組んでおられた患者さんがいました。芸術がお好きな方

で、塗り絵や切り絵、折り紙など、入院中にたくさんの作品を完成させ、退院する際には笑顔で

作品たちを持って帰られました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
★過去の作品★ こちらは大勢で合作です♪ 

https://tsukatte.com/wp-content/uploads/2021/03/pinwheel_ec.png


 アクティビティでは、患者さんだけでなく、時にはリハビリスタッフ

も作品作りにのめり込むことがあります。 

一時期、スタッフの間で折り紙がちょっとしたブームになっており、テ

ーブルの上に様々な折り紙アートが陳列されていました。また最近では

オセロや将棋、絵合わせカードなど、新しい道具も仲間入りし、今後の

アクティビティの幅が広がってきています。 

単調になりがちな病院生活に変化や刺激を与え、患者さんの QOL（生

活の質）を高める意味でも、アクティビティはとても重要なものと感じています。 

 

私にとってのアクティビティ（趣味）は謎解きです。数年前に出会い、あまりの楽しさに衝撃

を受け、以後友人と様々な謎解きにチャレンジしてきました。 

制限時間内に暗号やパズルを解き明かし部屋からの脱出を目指す脱出ゲーム、スナイパーから

逃げ延びミッションクリアを目指す潜入ゲーム、心理戦を楽しむボードゲームなど、非日常を

味わう愉しさや難解な謎が解けた瞬間の達成感をたくさん経験してきました。 

 

生涯続けていける趣味、また、新しい趣味もこれから見つけていきたいと思います。 

では最後に、私の好きな謎解きを皆さんにプレゼントして終わりたいと思います。 

 

Q１ 

 

 

 

 

 

 

ヒント：日本語と英語に置き換える 

Q２ 

  

ヒント：イラストを漢字に置き換える 

Ｑ３ 白い鳥の上を読め（⑦） 

ヒント：折り紙のイラストをよ～く見て 

Q４ ①～⑦を繋げて読むと現れる言葉は？ 

 

答え：楽しく認知予防  

言 ＋    ＝ 
⑤  

矢 ＋    ＝ 
⑥ 

② 

③ ④ 

① 
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当院で使われている CT、MRI の造影剤について 

診療放射線技師 飯塚友希 

 

 今回は当院で使用しているＣＴとＭＲＩの造影剤についてご紹介したいと思います。 

 まず、ＣＴ検査で使われている造影剤は「プロスコープ」というヨード系の造影剤を使

用しています。使い方は、静脈から造影剤を注入し、病変部などを写し出します。安全性

が確保されている薬ですが、以下の項目に当てはまる場合は使用出来ない事があります。 

 

・ヨード造影剤に過敏症の方（以前に造影剤で副作用が出たことがある方） 

・重症の甲状腺疾患がある方  

・喘息やアレルギーの既往がある方 

・重症の心臓病や腎臓疾患がある方 

また、副作用（アナフィラキシーショック）として軽いもので嘔吐、動機、頭痛、かゆ

み、くしゃみなどがあり、重い副作用としては呼吸困難、意識障害、血圧低下などがあり

ます。 

 次にＭＲＩ検査で使用されている造影剤は「プロハンス」というガドリニウム系の造影

剤を使用しています。使い方はＣＴ検査とほぼ同様です。副作用の発生頻度はヨード造影

剤に比べて低いとされていますが、稀に蕁麻疹、頭痛、嘔吐などの副作用が発生します。

また、ＣＴ造影検査同様、以下に当てはまる方は造影剤を使用出来ない事があります。 

 

・腎機能が著しく低下している方  

・今までに造影剤を使用して副作用が出たことのある方 

・喘息やアレルギーの既往がある方  

・重度の肝疾患・腎疾患を持っている方 

 

 

最後に造影剤による副作用の出るタイミングについてもご紹介したいと思います。 

副作用が出るタイミングは即時性副作用と遅発性副作用の 2 種類に大きく分類されま

す。即時性副作用とは造影剤の投与直後に生じる副作用で、蕁麻疹、嘔吐、くしゃみなど

が代表的な副作用とされています。（稀にアナフィラキシーショックなどの重篤な副作用が

出る場合もあります。） 

一方遅発性副作用とは、検査終了後 1～2 時間後または数日後に遅れて出現する副作用

の事をいいます。頻度的には即時性副作用がほとんどですが、稀に遅発性副作用があるの

で、帰宅後に何か症状が現れた場合は注意が必要です。 

 



〈 ヘルストゥモロー簡単レシピ 〉 

「ダイコン菜飯」          

冬に先がけて大根を使ったレシピの紹介です。 

大根の葉には根の部分よりも多く栄養が含まれています。 

捨てずに美味しく食べましょう！ 

 

 

≪材料≫ (２合分) 

・大根の葉     …１本分 

・炊き立てご飯   …２合分 

・塩こんぶ     …１０ｇ 

・白ごま      …大さじ１～２ 

・醤油       …お好みの量 

 

(１人当たり約３３０kcal ) 

 

≪手順≫ 

１． 葉を大根本体から切り離したら、根元・茎・葉それぞれに土がついているため 

   丁寧に洗い流します。 

 

２． 鍋でお湯を沸かしたら、塩少々(分量外)を入れて軸の太い部分からお湯に入れていき 

   ます。20～30 秒ほど茹でたら葉の部分もすべてお湯へ沈めます。 

 

３． ２分程度茹でたらザルに移し冷水で冷まします。 

 その後、冷めた葉をよくしぼってから細かく切り刻みます。 

    

４． 塩こんぶを細かく切り刻みます。 

 

５． 炊き立てご飯に、更にしぼった葉・塩こんぶ・白ごまを入れて混ぜます。 

味を見ながら醤油を少しずつ追加してください。好みの濃さになったら完成です。 

 

★ポイント★ 

・カブの葉・小松菜・春菊でも代用できますよ！お好みの葉を使って作ってみてください！ 

 



診療科目・診療担当者表                       ２０２1年 9月 1日 改訂 

  月 火 水 木 金 土 

 
 

 
 
 

午 
 

 
 

前 

内科 鈴木（牧） 鈴木（牧） 鈴木（牧） 鈴木（牧） 鈴木（牧） 鈴木（牧） 

糖尿病内科 澗潟      

消化器外科・外科 病院長 病院長 病院長 病院長 病院長 病院長 

平野   金森 新井田  

循環器内科   鈴木（臣）☆ 福田☆ 鈴木（臣）☆  

呼吸器内科   加藤☆   加藤☆ 

整形外科  坂本   田中将  

訪問診療 田中 澗潟 町田   古屋 下澤  

       

 
 

 
 
 
 

 
 

午 
 
 

後 

内科 鈴木（牧） 鈴木（牧） 鈴木（牧） 鈴木（牧） 鈴木（牧） 鈴木（牧） 

消化器外科・外科  平野       平野 

整形外科（２：３０～）  坂本    坂本 

循環器内科     佐藤 第 4

週 

 

泌尿器科 子安      

訪問診療  田中  町田 古屋 下澤  

       

       

※ 診療日：月～土曜日 休診日：日祝祭日。（急患の方は、24時間受付しております。） 

※ 診療受付時間：8：30～11：30、13：00～16：30        ※ ☆：予約制です。  
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