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国府台天満宮境内では、毎年１月１７日に辻切りという行事が行われています。辻切りは人
畜に害を与える悪霊や悪疫が集落に侵入するのを防ぐため、各集落の出入口にあたる四
隅の辻を霊力によって遮断することから起こった呼び名で、古くから行事として伝えられてき
たものです。
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   第４０回医療功労賞（読売新聞社主催、厚生労働省・日本テレビ放送網後援、エーザイ協賛）の千葉県
表彰者に、齊藤部長の功績（児童精神科医療）が認められ、めでたく受賞されました。
　表彰式は平成２４年２月６日に千葉市内のホテルで行われました。医療功労賞は、極めて困難な医療環境
や地域の医療向上等に努め、長年にわたり医療に従事した者及び海外等の医療・災害現場で献身的に職務に
励んだ者の中から特に顕著な功績を挙げた者が表彰されます。
  齊藤部長は、昭和５４年７月から国府台病院に着任、児童精神科分野の草分けとして診療・研究・医師の
教育指導にに尽力され、その功績がここに認められたものです。
　国府台病院の児童精神科では、齊藤部長を中心として不登校・ひきこもり、強迫性障害(不潔恐怖など)、
うつ病、転換性障害、解離性障害、摂食障害、注意欠陥／多動性障害（ＡＤＨＤ）、自閉症やアスペルガー
障害などの広汎性発達障害、児童思春期精神病などの診断・治療を行っています。
  なお、昨年の医療功労賞は、塚田和美副院長が受賞されており当院の受賞者は２年連続となりました。

　このたび、第40回医療功労賞の千葉県内6名の受賞者の一人として選ばれましたこ
と、この身に余る光栄と恐縮しております。正直なところ、この賞はまったく私個人が賞さ
れたというものではないと心から感じている次第です。
　この賞は昭和23年に高木四郎先生を要として国立国府台病院精神科児童部が設置
されて以来、連綿と続いてきた国府台病院精神科の諸先輩による児童精神科医療への
取り組みを賞されたものであり、わが国では長年にわたってその存在意義が過小評価さ
れがちであった児童精神科を一貫して支えてくださった現在に至るまでの病院職員の
皆様の先見の明とその熱意が賞されたものに相違ないと思うからであります。

　この20年余り，国府台病院児童精神科は発達障害医療、摂食障害医療，そして不登校・ひきこもり支援な
どの子どもをめぐる広い領域の課題に対して，診療実績の点でも，臨床研究の面でも，専門的医師研修の
面でも，全国から注目される活動を続けてまいることができました。とりわけ，注意欠如･多動性障害(ADHD)，不
登校・ひきこもり，子どもの強迫性障害，素行障害などの分野では全国に向け各々の標準的診療をガイドラ
インやガイドブックの形で発信しています。一般的な児童精神科診療はもとより，児童精神科固有の入院治
療，遊戯療法，子どもの集団精神療法，そして認知行動療法などの分野でも，全国水準での指導的な位置
を占める医師がこの病院で育ってきました。
　この受賞を機に，わが国の子どもの心の健康とその障害への治療・支援に，私個人はもとより，児童精神
科関係者一同，これまで以上に真摯にかつ情熱を持って取り組んでまいりたいと存じます。

医療功労賞 （齊藤万比古 精神科部門診療部長）

受賞のことば

授賞式 H24.2.6撮影



(第一肝疾患室医長　是永 匡紹)　＊川崎医科大学准教授から１月１日採用

　2012年1月より肝炎診療部・肝炎免疫研究センターで
勤務している是永匡紹（これながまさあき）です。
　1992年に山口大学を卒業後、2年4か月の米国留学を除けば、中四国地区で消
化器疾患、特に肝炎・肝癌の診断・治療に従事しておりました。平成21年からは、
川崎医科大学で多くの学生・研修医に臨床手技・経験だけでなくresearch mindを
根ざした指導をする機会を得ました。
　まだまだ不慣れでご迷惑をおかけする事も多いとは思いますが、これまでの経
験を糧に臨床・研究に粉骨砕身で頑張りますので、何卒宜しくお願いします。

　平成２３年３月１１日、国府台病院朝日医師は盛岡へ向かう東北新幹線やまびこ６３号に乗車していまし
たが、新白河から３Km先のトンネル内で被災、緊急停止した新幹線で同乗していた２３０名の乗客の救護
活動を行い、その後、乗客を誘導して新白河駅へ避難、さらに白河中学校体育館の避難所でJR乗客と近
隣の方々合わせて約４５０名の救護にあたられました。
　この功績に対して平成２３年１２月２０日に国府台病院に訪れた草野幸雄新白河駅長（写真左）及び安
孫子前新白河駅長（写真右）から感謝状と記念品が手渡されました。

東日本大震災の医療活動でJRから表彰

（朝日 茂樹 外来診療部長）

草野 新白河駅長 朝日部長 安孫子 前新白河駅長

白河市山崩れ現場 H23.3.13

白河市の保健師と撮影 H23.3.14

白河中学校避難所 H23.3.12

H23.12.20撮影



　大原ファミリークリニック院長の大原と申します。国府台病院の患者
様、スタッフの皆様どうぞよろしくお願いいたします。
　当院は市川市北西部の北総線「北国分駅」の駅前に立地し、内科・外
科・小児科・胃腸科・肛門科を標榜する診療所です。平成１１年に開院
し、早いもので１３年が経過いたしました。開院当初より、地域の皆様か
ら信頼される家庭医（ファミリードクター）を目指して診療に取り組んでま
いりました。
　当院の特徴は、内科から外科まで、乳幼児からご高齢の方まで、幅広
く診療していることだと思います。さらに、人間ドック・健康診断・予防接
種などの予防医療も積極的に取り組んでいます。
　特に消化器の分野では、勤務医時代の私の専門が消化器だったこともあり、特に力を入れています。平成
１５年に経鼻内視鏡を導入して、安全で苦痛の少ない上部内視鏡検査（胃カメラ）を提供しています。定期
的に検査を受けて頂くことで早期胃癌の発見を目指しています。また、胃癌と関係の深いピロリ菌の診断や
治療も行っております。当院で胃癌が見つかった場合は、高度な内視鏡治療や外科治療が可能な国府台
病院にご紹介しております。
　今後も地域の皆様に信頼
して頂けるよう努力して参り
ますのでよろしくお願いいた
します。また、国府台病院の
スタッフの皆様、患者様をご
紹介した際には宜しくお願
い致します。
　当院についての詳しい情
報は当院ホームページ（
ohara-fc.org ）に掲載してお
りますので、是非一度ご覧く
ださい。

院長　大 原  信 行

事務部　整備計画係長
比 嘉　祐 介

大原ファミリークリニック

  私達は、国府台病院敷地内の建物及び設備の管理、そ
して、建物整備に関わる幅広いさまざまな業務を行ってい
ます。
  施設整備部門の構成は、事務（施設整備係）３名、電気
士１名、ボイラー３名、営繕１名です。職種毎に職場は離れ
ていたり、専門はそれぞれ異なり、また委託職員との混成
ですが力を合わせて施設の維持管理を行っています。
  当院の建物は昭和３０年代から昭和４０年代に建てられた
ものが多く、建物だけでなく工作物などの老朽化も甚だし
く、故障や修繕のために院内からの要請を受けて日々走り
回っています。
  昨年は、大震災・計画停電の影響を受け、予想もしない
事態に対応してまいりましたが、職員や病院を利用されて
いる皆様のご協力により病院機能を維持していくことができ
ました。
  現在工事中の新病棟及び肝炎免疫研究センターの完成
も間近となり、少しずつ近代的な病院に生まれ変わろうとし
ています。引き続き、外来診療棟新築工事の計画をしてお
り、我々の活躍の場が益々増えそうです。
  また、教育研修棟新築、看護師宿舎新築、東側市道セッ
トバック工事も近々始まりますが、近隣の皆様には騒音・振
動で大変ご迷惑をお掛けいたします。この場を借りまして
お詫び申し上げます。

施設整備部門の紹介

施設整備部門スタッフ

地域医療連携病院のご紹介

住 所 ： 市川市堀之内

3-19-30－103

電 話 ： 047-300-7711

診療科目 ： 内科、外科、小児科

胃腸科、肛門科

予防接種 ： 公費負担の全ての

予防接種

インフルエンザ

肝炎

各種検診 ： 市川市特定健診

肺がん検診

大腸がん検診

乳がん検診

大原ファミリー

クリニック

病棟新築現場内にて



南 雲　文 明

　その後、消防署のご協力で起震車（地震体験車）を準備していただき、約４０名の職員が「震度７」の地震を模擬
体験しました。体験した職員は、テーブルを押さえてやっと座っていられるという揺れの大きさに、あらためて地震
の怖さを実感したようです。
　最後に消防署より「今回の訓練結果を踏まえ、実際にあった場合にどう行動すればいいのか、日頃から一人一
人が意識し、今後とも災害防止に努めていただきたい。」との講評をいただきました。
　院内の火災・災害への対策をより一層確かなものとしていけるよう、職員一人ひとりが防火・防災への意識をさら
に高揚させ訓練を終了しました。

　     　落 合　治

　１２月１２日（月）に市川市西消防署の立会いの下、消防訓練を実施しま
した。訓練は、１６病棟食堂（２階）からの出火を想定し、職員約７０名が参
加しました。
　１４時００分、１６病棟看護師の「食堂で訓練火災発生」の大きなかけ声で
訓練開始。消防署への通報と院内放送、屋外避難場所への本部及び救
護所の設置、患者さんの避難誘導、初期消火、救護活動等の訓練を行い
ました。
　避難訓練では、寝たきり、車椅子使用、歩行可能等を想定した患者役を
職員が行い、実際に担架と車椅子をそれぞれ４人の職員が抱えて非常階
段を２階から１階まで下ろす等実践さながらの訓練となりました。訓練火災
発生から消火、避難誘導まで一連の訓練を終了した後、消防署のご指導
により消火器の実地訓練を行いました。

３３病棟 看護師

　今後も総合病院の中にある精神科
救急病棟として、新たな研究に取り
組み、発信をしていきたいと思いま
す。

　去る12月17日(土)幕張メッセ国際会議場において、「第9回国立病院看護研究学会学術集会」が開
催されました。この学術集会は政策医療における看護の質の向上を図り、看護学の発展を通して人々
の生活と健康に寄与することを目的として開催されており、今回は33病棟から2題を発表することができ
ました。
　国府台病院精神科33病棟では井田佳織里と落合治の2名が、精神科病棟における拘束一時解除に
ついての「身体拘束に関する看護師のジレンマに関する研究」と「身体拘束を一時解除時できるかの
判断の視点」の2題を発表しました。
　まず、「身体拘束に関する看護師のジレンマに関する研究」は、精神
科病棟での拘束時の看護師の心理に着目し過去の文献から調査研究
という形で発表しました。また、「身体拘束を一時解除時できるかの判
断の視点」は、拘束を一時解除する際の看護師の恐怖心や判断、不安
といった点について文献研究として発表しました。この2題については、
次年度の研究の基礎とし、更に研究を勧めていく予定です。
　今回の研究を進めるにあたっては、看護大学校の小澤教授と清水准
教授から共同研究者として指導を受け、研究を進めていく中での疑問
や方法論、不安の解消は、教授の指導を受けることで解決することがで
き、また、この指導により、研究に対するモチベーションを維持し、苦手
意識が克服され、また研究に取り組んでみたい！と感じることができま
した。

事務部　管理専門職

看護研究学会報告

消防訓練の実施

落合 治

仮設の救護所と本部

消防署からの講評起震車体験消火器訓練

井田佳織里



  肝炎・免疫研究センター
    肝疾患先端治療室長　　村 田  一 素

　さて、毎回聴講者の方にはアンケート記入をお願いしてお
ります。たくさんの御意見・御要望をいただいておりますの
で、将来の肝臓病教室に反映していきたいと考えておりま
す。その中で「講演は２人くらいで、かつ、ゆっくり詳細に」と
の御意見が多かったことから、次回は、講演は２つに絞りまし
た。また、講演内容として御要望の多かったのは「血液検査
値の読み方」、「最新治療法」であったことを考慮して、「血液
検査値の読み方とその臨床的意義（青木孝彦医師）」と「慢
性C型肝炎の新規治療薬・プロテアーゼ阻害剤とは？（村田
一素肝疾患先端治療室長）」とさせていただきます。このよう
に皆様方からいただく貴重な御意見・御要望を大切にし、着
実に反映させてまいりますので、今後ともアンケートへのご協
力よろしくお願い致します。
　なお、「肝臓病教室」の開催の詳細は、当院広報誌「国府
台」をはじめ、各地区の広報誌などに掲載させていただいて
おります。しかし、残念なことに紙面の都合上必ずしも掲載さ
れる訳ではありません。開催の詳細は、院内掲示板や当院Ｈ
Ｐ（http://www.ncgmkohnodai.go.jp/openlecture）をご参照く
ださい。また、肝炎・免疫研究センター　村田（047-375-4757
直通）まで、ご連絡いただければ対応させていただきます。
　最近、多くの方がこの肝臓病教室を楽しみにされており、
「とても勉強になりました」、「次回も期待している」などのお声
をいただいております。我々もその期待に応えるべく、多くの
情報を集め、皆様にわかりやすく伝えるよう努力してまいる所
存です。また、様々な御要望がございましたら主治医、看護
師、職員などにお伝え頂ければと思います。今後も単なる情
報提供だけではなく、肝臓病に対する理解を深めていただ
き、皆様が不必要な不安感に苛まれることなく楽しく生活を
送っていただけるよう努力してまいりますので、どうぞよろしく
お願い致します。

　第４回肝臓病教室が、昨年12月10日（土）に国府台病
院・大会議室において行われました。
　今回も82名と多くの方にご参加いただき、会場はほぼ満
席の状態でした。はじめに、斎藤紘昭消化器科医師より
「脂肪肝と非アルコール性脂肪性肝炎（NASH）」につい
て、マウスの実験結果や臨床データを用いて詳しい説明
がありました。現代病といわれている脂肪肝については多
くの方が関心を持っておられるようで、今までの肝臓病教
室では参加者のほとんどがウィルス性肝炎（B型肝炎やC
型肝炎）の患者さんであったのに対し、今回は参加者の
約1/4が脂肪肝でお悩みの方でありました。脂肪肝や
NASHについての病態および食事療法などについてご理
解を深めて頂いたものと考えております。
　次に「治験って何だろう？治験は未来への贈り物」と題
し、治験管理室の浦辺登喜子治験主任より治験について
の説明がありました。「治験」という言葉からは、「モルモッ
ト実験」などを想像される方もおられるかもしれません。し
かし、当院で行われている治験は主に第III相臨床試験
で、既に少数の患者さんで投与され（第II相臨床試験）、
効果・安全性が確認されているものであること、現在は臨
床では使用できない薬剤を使用できるなどの利点がある
ことなど、いわゆる「人体実験」ではなく、新しい薬の開発
には欠かせないものであること、などについてご理解を深
められたと思います。最新の当院の治験情報については
当院ＨＰ
（http://www.ncgmkohnodai.go.jp/chiken/enforcement.h
tml）をご参照ください。
　最後に正木尚彦肝炎情報センター長から、「肝炎対策
のこれまでのながれと今後のあり方」と題し、ウィルス性肝
炎（B型肝炎、C型肝炎）を中心とした診断・治療法の進
歩、治療の必要性さらには医療費助成を含む肝炎に関
する国の政策などにつき説明がありました。ウィルス性肝
炎について総まとめのような講演でしたのでウィルス性肝
炎の全体像を把握していただけたのではないでしょう
か？

開催日時： １２月１０日（土曜日）１４時～１６時

於： 国府台病院 大会議室（２階）
１４：００～１４：０５ 村田一素 肝疾患先端治療室長

「概要説明」

１４：０５～１４：３５ 斉藤紘昭 消化器科医師
「脂肪肝と非アルコール性脂肪性肝炎（ＮＡＳＨ）」

１４：３５～１５：０５ 浦辺登喜子 治験主任
「治験って何だろう ?! 治験は未来への贈りもの」

１５：０５～１５：３５ 正木尚彦 肝炎情報センター長
「肝炎対策のこれまでのながれと今後のあり方」

※ 講演の終了後に肝炎、肝硬変、肝癌を

中心に個別相談を行いました。

第４回 肝臓病教室の開催報告

村田一素 室長

浦辺登喜子 治験主任

斉藤紘昭 医師

正木尚彦 情報センター長



　参加された方からは、「今までの生活を見直す
きっかけとなった」「これからもこのような講演を
続けてほしい」「心配になった時は、このプログラ
ムを受けてみたい」という声をたくさんいただきま
した。
　今後も生活習慣を改善するきっかけとなるよう
な活動を、医師、コメディカルスタッフと共に続け
ていきたいと思っています。

　平成２３年１２月４日（日）、中国分にある西部公民館で「生活習慣を改善するコツ」をテーマに、市民公開講
座を行いました。このテーマでの講座は初めてでしたが、３２名の方にご参加いただくことができました。今回
の講座では、メタボリックシンドロームとは何か、その予防、改善方法について、普段の生活習慣を振り返って
いただきながら、医師、管理栄養士、理学療法士、看護師が説明をさせていただきました。
　はじめに足立医師からメタボリックシンドロームとは、内臓脂肪が蓄積した状態が続くことで、生活習慣病を
発症しやすく、動脈硬化の急速な進行が、脳・心血管障害を発症する危険が高くなると説明があり、診断基準
の一つである腹囲測定を参加者の方とおこないました。
　次に、生和管理栄養士から、バランスのよい食事とは？気をつけていないと糖質に偏ってしまうということを、
クイズを交えて説明があり、参加者の方にも普段の食生活を一緒に振り返っていだだきました。大久保理学療
法士から、その糖質、エネルギーを消費するために必要な筋力トレーニングとその効果について説明後、実
際に参加者の方達と一緒に椅子を使った筋力トレーニングを実施しました。最後に梶川糖尿病認定看護師
から、当院で行っている生活習慣改善支援、土日曜日を利用した４泊５日の教育入院について説明があり、
このプログラム参加された患者さんの声や、行動の変化などについて話をしていただきまいた。

　 国府台病院では、市民の皆さまのために公開講座を定期的に開催していますが、昨年１２月と今
年１月に開催した２つの公開講座について報告いたします。今後とも幅広く一般市民の方々
 に講演会を計画し地域に貢献したいと考えています。

２８病棟　看護師　大 迫　恵 子

市民公開講座の開催

生活習慣病を改善するコツ
日 時 平成２３年１２月４日（日）

場 所 西部公民館

講 師 内科認定医 足立洋希 ・ 糖尿病認定看護師 梶川智恵子

管理栄養士 生和良の ・理学療法士 大久保裕史

NO.1

教育入院のポスター講師及び公開講座スタッフ

生活習慣病を改善しましょう！
土・日曜日を利用した教育入院

４泊５日入院コースをご用意いたしました。
“金曜日入院、月曜日退院となります。”

メタボリック症候群、糖尿病などの生活習慣病を
改善するため、精密検査を行い、医師や専門コメ
ディカルと一緒に各種指導や運動を取り入れて改
善するプログラムです。

お申し込み： 当院の医師の外来診察を受けていただき相談のうえ、
入院手続きを行います。
完全予約となっています。
少数人数しかお受けできませんので、お早めにご相談

下さい。
相談窓口： 国府台病院内科外来医師又は看護師へご相談下さい。

国立国際医療研究センター国府台病院
代表 ０４７－３７２－３５０１



　

　次に、摂食障害ついてのシンポジウムに移行、心療内科医師、管理栄養士、看護師が、患者・家族への思
いや、人との関わり方などについて討論しました。
　最後のプログラムとして、当院の心療内科で摂食障害の治療経験のある患者さんのご協力を頂き、石川部
長との対談の中で貴重な体験をお話しいただきました。その中で、「治った、治ってない、と考えていない。そ
こにこだわっているうちはまだまだだと思う。」という言葉や「当時は周りのせいにしていたが、自分のことを良く
分かっているのは自分自身。」という言葉は、大変印象的でした。
　近年、摂食障害を発症する患者さんの低年齢化及び高年齢化が進んでいます。早期発見・早期治療のた
めにも、多く方の理解と協力が得られるように活動を続けていきたいと思います。
　

28病棟　看護師　藤 原　聡 子

　平成２４年１月２１日（土）、和洋女子大学の東館５階５－１教室において
「摂食障害について一緒に考えよう」というテーマで市民公開講座を行いま
した。
　当日は悪天候の中ではありましたが、５６名の方々の参加がありました。参
加者は、開催場所である和洋女子大学の学生さんや、通院中の患者さん
やご家族、また、医療・学校関係者の方など幅広い様々な立場の方々がい
らっしゃいました。
　今回の講座では、はじめに吉田庸子心療内科医師から、摂食障害の症
状、治療、当院の心療内科での様々な取り組みなどの説明がありました。

摂食障害について一緒に考えよう
日 時 平成２４年１月２１日（土）

場 所 和洋女子大学 東館５階５－１教室

講 師 内科部門診療部長 石川俊男 ・ 心療内科医師 本間洋州 ・ 心療内科医師 吉田庸子

管理栄養士 鈴木知子 ・ 栄養管理室長 河野公子

看護師 真田愛里 ・ 看護師 吉田恵子

講師及び公開講座スタッフ

NO.2

当日のポスター

シンポジウム
患者さんの体験談

吉田医師の説明



おからパウダー ２５ｇ ピュアココア ４５ｇ

はちみつ ４５ｇ 卵 １００ｇ

牛乳 ５０ｇ ラカント ６０ｇ

バター（有塩） ５０ｇ 低ｶﾛﾘｰｾﾞﾘｰ ２個

ﾉﾝｳｪｯﾄｼｭｶﾞｰ 0.01ｇ

＊作り方＊

栄養管理室
 主任調理師　柴崎 達也 ・ 調理師　金子 哲也
 管理栄養士　生和 良の

　「治療でエネルギーコントロールが必要な入院患者さんにもクリ
スマスケーキを食べてもらいたい！」という調理師の熱い思いか
ら「低カロリーの手作りクリスマスケーキプロジェクト」が2010年春
に立ち上がりました。
　まず、最初に低カロリーだけど満足して頂けるケーキを作るた
めの材料選びからプロジェクトがスタートしました。製菓食材コー
ナーへ幾たびも足を運び、ケーキの主な材料は小麦粉の代わり
に低カロリーのおからを、砂糖の代わりは乾燥果実でカロリーゼ
ロのやさしい甘さのラカントに決めました。試作品作りに何度も
チャレンジし試行錯誤を重ねた末、約３ヶ月の期間を経て完成し
た「ガトーショコラ」は調理師の熱い思いが詰まっています。患者
さん毎の指示エネルギー量にあわせ、ケーキの大きさを調整しま
した。
　２年目の今回は卵を泡立てたあとにラカントを入れる事で、前
回よりしっとりとボリューム感のある仕上がりとなりました。患者さん
からは「クリスマスの気分が味わえたよ」「ケーキを食べられると思
わなかった」「素晴らしいアイディアね」「レシピを、家族が持って
帰りました」「おいしかった」などご満足頂けた声を聞く事ができ
栄養管理室スタッフも嬉しくなりました。
　今後も料理やデザートのレパートリーを増やし、季節感を楽し
む事が出来る食事の提供をしていきたいと思います。

＊材料＊　（１２人分）

７．型から出し、冷ましてからノンウェットシュガーをふりかける。
８．いちご、低カロリーゼリーを添える。

今年のお正月メニューを紹介します

１．ボウルにおからパウダーを入れピュアココア、はちみつ、牛乳を加えてよく混ぜる。
２．別のボウルに湯煎にかけたバターを入れ泡立て器でよく混ぜ、クリーム状になったら「１」に加えて、さらに混ぜる。
３．もう１つのボウルに卵を入れて軽くほぐし、ハンドミキサーで白くもったりするまで４～５分しっかりと泡立て、ラカントを
　加えて混ぜる。　＊ラカント：植物由来のカロリー０の甘味料

４．「３」の半量を「２」に加え、生地が完全になじむ様に混ぜる。残りの半量を加えて泡をつぶさない様にさっくりと混ぜる。
５．型に「４」を流し入れ、軽くトントンと型を落として中の空気を抜く。
６．１８０℃のオーブンで３５～４０分焼く。

行事食の提供

ガトーショコラ

写真は１人分８０kcalです

２０１２年元旦（朝食） 【おしながき】
米飯
清汁（紅白しんじょ・みつば）
御祝膳

（紅白かまぼこ、栗きんとん、
はぜ甘露煮、だて巻、湯葉巻）

ブロッコリー浸し、減塩醤油、牛乳

１月２日 （朝食）【おしながき】
米飯
味噌汁（大根葉付）
御祝膳

（こはだ粟漬、昆布巻、数の子醤油漬、

かに重ね蒸）

青梗菜炒め煮

白菜漬、牛乳

１月３日 （朝食）【おしながき】
米飯
味噌汁（玉葱・麩）

御祝膳
（厚焼卵、鶏肉八幡巻、かまぼこ、

いくら、田作り）

人参金平、うぐいす煮豆、牛乳



　こんにちは、手術室ハンドベルシスターズです。今回は３５Ｗ食
堂と外来棟廊下においてハンドベルのケータリングサービスを行
いました。
　一昨年のクリスマスコンサートでの反省を基に、今回は新しい
ハンドベルを購入し、レパートリーを増やして、演奏することが出
来ました。曲目は「アメージンググレイス」「JOY TO ＴＨＥ　ＷＯＲ
ＬＤ」「ジングルベル」の3曲です。練習は全員が集まらないとでき
ない為、手術が終わってから、コツコツ放課後練習を行ってきま
した。
　今回の演奏は色々な方から「癒された」「良かった」とお褒めの
言葉を頂き、次回はさらに難易度の高い曲を目指して頑張りた
いと思っています。
　普段の業務において手術室はチームワークが大事なのです
が、ハンドベル演奏もやはりそうで、クリスマスを終えて、ますます
チームワークが良くなったように実感しています。今年もどうそ宜
しくお願い致します。

国府台クリスマスコンサート実行委員
　心療内科医師　田 村  奈 穂（クラリネット）

　それよりなによりも、一番はコンサートに来て下さったお客さんの暖かい心で実現できたコンサートだっ
たと感謝しております。コンサートに関わったすべての方々、当日来て下さったすべてのお客さんに感
謝したいと思います。本当にありがとうございました。
　今回残念ながら聞き逃してしまった方々、是非今年の冬のクリスマスコンサートを忘れずチェックしてい
ただきたいです。
　みんなの力でつくる心暖まる国府台クリスマスコンサート、参加してみんなで楽しみましょう！

看護部手術室
副看護師長　植 松  雅 子

　リハビリの方のための何気ない訓練室が、全く違った形の大勢の方々の素晴らしいエネルギーと暖か
さに包まれる日が年に1回だけあるのをご存知でしょうか。そうです、国府台クリスマスコンサートです。も
う始まって何回目を迎えるのでしょうか。ご存知の方は毎年楽しみにされている方もいらっしゃると思いま
す。昨年は12月23日（金）祝日に行われました。少し振り返ってみようと思います。

　いつもはただ寒いだけのリハ室への廊下「通称：シ
ベリア街道」をこころなしか軽い足取りで、リハ室にた
どり着くと明るく飾り付けがされている逆光のステージ
が待っていました。演奏会はあっという間に過ぎ去っ
ていきました。楽しい事はすぐ過ぎ去ってしまうものな
のでしょうか。思い出されるのは可愛いサンタクロース
の格好をしたリハビリの先生方の笑顔、アンサンブル
国府台の最高参加人数記録更新中の一生懸命な演
奏、２匹のトナカイの着ぐるみ、歌詞カードを見ながら
声を出してみんなで歌っているお客さんたちの暖か
さ、カルメン（フラメンコダンス）の目を奪われる華やか
さと気迫、flemingの歌に合わせてみなの体が動いてリ
ズムをとるリハ室全体の一体感。

　今回は、特に出演者の「（大震災があったり）こ
んな世の中だけれどもこのコンサートの時間だけ
は少しでも楽しんでもらいたい」という気持ちがさ
らなるコンサートへのアツい思いにつながってい
たのではないかと強く感じました。国府台病院の
メンバー（出演者、リハビリのスタッフの方々、事
務部の方々、看護部の方々など多くの人々、特
に岡田仁先生（団長）と曲のアレンジをしてくだ
さった足立洋希先生）の力をお借りして実現し、
そのチームワークの素晴らしさ・底力に敬服して
います。

クリスマス行事 ハンドベル

クリスマス行事 クリスマスコンサート



濱 谷  洋 子
～児童精神科病棟のもちつき大会～

　12月2日（金）に中学3年生の高校合格祈願と日本の伝統
文化に親しみ、協力と思いやりを深める目的で行なわれま
した。
　参加人数は入院児童約40名他、分校通級生20名と職員
の合計70名程でした。
　餅つきは、事前の準備が大事になります。臼、杵係は分校
の倉庫から運び出し、せいろと蒸し器は市立第一中学校か
ら借用しました。
　買い出し係は前日に通級生の1～2年生7人で、あんこ、き
な粉等を分校の先生とともに買い出しに行きました。米洗い
係は前日6人で準備し、米3升を大きなボールに入れ一晩
水に浸して置きしました。

　当日は9時過ぎから調理を開始し、雨天のために病棟のホールにブルーシートとマットを敷き、その上に臼
を載せ会場を準備しました。雑煮は3年生女子が中心になり、分校の調理室で野菜と鶏肉を切り煮込みまし
た。栄養部の手助けで一気に大量のお米を蒸かしてもらい、時間短縮が出来ました。
　いよいよ本番の臼と杵を使っての餅つきです。順番に並び一人10回位づつ餅をつきました。つきたてのおも
ちは、ボールに入れ熱いうちに、「あんこ」「きな粉」「醤油」「雑煮」に取り分け、紙皿に3種類を載せ一人分を
人数分作りました。
　やや柔らかめでしたが皆美味しいと言い合って食べていました。昼休みをしてから、後片付けを準備と同様
に子供達全員で行ないました。

放射線診療部
撮影透視主任  伊勢谷  昌 士

　私がBLS研修に参加した動機は、放射線診療部で新たに心臓カテーテルの検査を始めるにあたり、これか
らは一次救命の場面が増えると感じたからです。
　BLSの研修は、以前の施設でも参加しておりましたが2010年にアメリカ心臓協会のガイドラインが、変更に
なったと聞いていましたので一から学ぶつもりで参加しました。
　研修当日は、さわやかに晴れた土曜日で時間より少し早めに会場のリハ室に行きました。すでに多数の職
員の方が集まっており、みんなの熱意を感じました。研修中は、常時フレンドリーな雰囲気でリラックスして受
講することができました。研修内容は実技が中心で、現実に起こりそうな状況設定で行われましたので気持ち
はかなり本気モードになり真剣に研修できたと思います。他の職員の方も同じ気持ちだったとみえて、会場は
真剣な熱気につつまれていました。これなら院内でも街中でも少しは救命の役に立てるのではないのかと感
じました。
　この技術を忘れない為にも、今後も定期的にBLS研修会に参加していきたいと思います。まだ受講されてい
ない方は是非参加してみて下さい。大変役立つと思います。
　最後に講師の方々に感謝の言葉で締めくくりたいと思います。
　BLS研究会の講師の皆様本当に有難うございました。今後とも研修の継続を宜しくお願いいたします。

３６病棟　看護師児童精神科病棟の行事

BLS Brush up研修に参加して

もちつきを楽しむ子供たち



日 時 ： 平成２４年３月１０日（土曜日） １４：００～１６：００

場 所 ： 国立国際医療研究センター 国府台病院・大会議室（２階）
◇正面玄関から入り、２階となります◇

参加費：無料
プログラム： 司会 村田一素 肝炎・免疫研究センター・肝疾患先端治療室長

○ 「血液検査値の読み方とその臨床的意義（肝疾患を中心に）」
青木孝彦 消化器科医師

○ 「慢性Ｃ型肝炎に対する新規治療薬・プロテアーゼ阻害剤とは？」
村田一素 肝炎・免疫研究センター・肝疾患先端治療室長

※ 終了後に個別相談（肝炎、肝硬変、肝癌を中心に）も行います。
※ ご相談のある方は血液検査・ＣＴなどの資料をお持ちいただくと、

状態に応じた詳しい説明をお受けになれます。

お問い合わせ先：〒２７２－８５１６ 千葉県市川市国府台1-7-1
国立国際医療研究センター国府台病院

肝炎・免疫研究センター 村田一素 TEL: 047-375-4757

肝臓病教室のご案内（第５回）

※このカンファランスは、近隣で地域医療に貢献されている先生方と当院の医師が交流を深めながら、

医学技術の向上を図るため、当院で企画しているものです。

日 時 ： 平成２４年３月１５日（木曜日） １９：００～２１：００
場 所 ： 国立国際医療研究センター 国府台病院・大会議室（２階）

①症例検討

1）「乳幼児期より施設で育ち、暴力がおさまらない少女の入院経過」（児童精神科：勝見千晶）

2）「初発てんかん発作にカテコラミン心筋症を併発した高齢者うつ病の一例」（精神科：佐藤護）

3）「分子標的治療薬が奏功した進行胃癌の一例」（消化器科：尾上淑子）

4）「当院の前立腺生検におけるＰＳＡ検診群・非検診群の比較検討」（泌尿器科：足立康久）

②トピックス

1）『睡眠障害の臨床：睡眠時無呼吸症候群、レム睡眠行動障害、不眠症などについて』

（精神科：早川達郎）

2）『脳卒中の外科治療』（脳神経外科：西野晶子）

お問い合わせ先 〒２７２－８５１６ 千葉県市川市国府台1-7-1
国立国際医療研究センター国府台病院
地域医療連携室 TEL: (直)047-375-4744

TEL: (代)047-372-3501  

オープンカンファランスのご案内 （地域連携医様向けのご案内です）

エコキャップ回収運動
当院では発展途上国の子どものワクチン接種運動に協力するため、キャップの回収運動を行っています。
平成２３年１月末に設置してからの累計個数は、５０，０００個となりました。ご協力ありがとうございました。



☆常勤の看護師を募集しています。

　♪ 復帰支援プログラムも充実しています

　♭ まずは病院見学はいかがでしょう。

管理栄養士＆野菜ソムリエ
　　　近 藤  純 子

　働きませんか。

　　急募　看護師
“　新病棟オープンに向けて看護師を増員するため、募集を継続しています。”

★☆　今が旬の野菜！　ニラ　　★☆

　♯ 随時受け付けております。

☆チームワークの良い職場で

●簡単おいしい知恵袋
　　〈 ニラとモヤシの酢醤油和え 〉
（４人分）
①  モヤシ１袋を平らな皿に広げてラップをし、
電子レンジで１～２分程度加熱します．
②  ５センチ程度に切ったニラ１束をモヤシの上
にのせて更に１～２分加熱します．
③  軽く水気を切って酢、醤油を各大さじ１杯と
適量のかつお節と一緒に混ぜ合わせます．
④  かつお節の代わりにお好みで「ごま油」や
「しょうが」でも美味しく仕上がります．

【香りも大事】
　俳句では春の季語である「ニラ」は今が旬の野菜
です。香りが強い野菜のひとつですが、それにも働
きがあるのです。この香りの成分はニンニクやネギに
も含まれる硫化アリル（アリシン）といい殺菌作用や
消化吸収を助ける効果があると言われています。血
液中の脂肪を減らす効果があるとされるため、動脈
硬化予防の研究がされています。他にも糖やたんぱ
く質の代謝に関わるビタミンB1の吸収を助ける働き
があります。
　餃子やニラレバ炒めなど中華料理に使われるイ
メージがありますが、鍋物や汁物、和え物にといろい
ろな料理に使うことができます。香りの成分は水に溶
けやすいため手早く洗い、加熱もサッとすることで栄
養を損なわず濃い緑色を活かしたきれいな仕上がり
になります。
　葉が黄色く、葉先がしんなりしているものは鮮度が
落ちていますので、緑色のつやがあり葉先がピンと
上に伸びたものを選びましょう。なるべく早く使い切
る方が好ましいのですが保存する場合は新聞紙に
包み、野菜室など涼しいところに立てるように置きま
しょう。

看護師を随時募集中

勤務時間や給与等の処遇につきましては
遠慮なくご相談下さい。

※４月から夜間看護手当を増額します。

連絡をお待ちしております。
連絡先（代表） ℡ ０４７－３７２－３５０１

内線（PHS） ６３０１
担 当 副看護部長 高 橋

栄養一口メモ

精神科病棟ナースステーション

新病棟は来年春に完成予定



　

　国立国際医療研究センター国府台病院では、地域医療機関の先生方と更なる連携を図り、継続的
な医療を患者さんに提供する目的で、「連携医登録制度」を導入しております。

　　【連携医の特典】
　　　・連携医証を交付し、名札（希望者）を発行させていただきます。
　　　・当院のホームページ及びロビーで「連携医」としてご紹介させていただきます。
　　　・当院で開催される各科の臨床カンファレンスや研究会・講演会等をご案内させていただきます。
　　　・当院にご紹介いただいた入院患者さんの診療を当院の医師と共同して診ることができます。
　　　・患者さんが在宅で使用する器具等の使用方法などの説明を受けることができます。
　　　・当院に連携医として来院される場合は、駐車場料金は無料とさせていただきます。
　　　・「広報誌」、「外来医師担当表」を送付させていただきます。
　　【申込方法】
　　　① 「連携医登録申込書」をご記入いただき、ご返送願います。
　　　② 顔写真
　　　　　別紙見本のように連携医証カードに必要となりますので、メールで送って下さい。
　　　　　　（写真で送っていただいても結構ですが、その際は必ず写真の裏に医療機関名・氏名の記入を
　　　　　　　お願いします。）

　　　　　　　　　　　　　　　　《連絡先》

　　国立国際医療研究センター国府台病院
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　地域医療連携室
　　〒272-8516　千葉県市川市国府台1-7-1
　　　　　　　　　　　　電 話 047-375-4744（直通）
　　　　　　　　　　　　FAX 047-375-4746（連携室専用）
        　　　　　　　　e-mail：renkei@hospk.ncgm.go.jp

連携医登録のご案内



編 集 長

　“「国府台天満宮と辻切り（つじきり）」をご紹介します”

国府台天満宮

国府台病院

国府台天満宮への交通
住 所：市川市国府台３－１１－９

交 通：市川駅から松戸駅行きバス

国府台公民館前下車徒歩10分

【国府台天満宮】

国府台天満宮は里見公園に隣接してあります。
文明１１（１４７９）年に、大田道灌（おおたどうか

ん）が建立したと伝えられており、菅原道真を祭神とす
る神社です。元来この神社は市川市内最大規模の前方後
円墳（東京医科歯科大学教養学部構内）である「法皇塚
古墳」の墳頂部にありましたが、明治８年（1875年）の
大学校設立用地として周辺地域が買い上げられた際に農
家と共に現在の場所に移されたそうです。

国府台の辻切り行事は毎年1月17日に国府台天満宮境内

で行われています。

【辻切り（つじきり）】

辻切りとは、悪霊や悪疫の村への侵入を防ぐ為、

村の四隅の辻を霊力を持って遮断する民俗行事です。

辻を遮断するので、こう呼ばれています。
藁で2ｍ以上もある大蛇を4体作ります。目は昨年

取り外した大蛇を燃やした灰を半紙に包んで麻で結
び取り付け、墨で目玉を書きます。耳はびわの葉を
使います。首には葛飾八幡宮の護符を付け、お神酒
を飲ませて魂入れをして、町の東西南北の四隅にあ
る木の４～５ｍの高さに藁縄で結びつけます。大蛇
は翌年まで町内安全のため眼を光らせます。

辻切りは、全国的に行われていた習わしであった

ようですが、現在残っている地域は少ないようです。

市川市内でも昔は国府台や国分にかけた地域でさか

んに行われた行事でしたが、戦後は次第にすたれ、

ほぼ昔の姿を伝えているのは国府台の辻切りだけと

なっています。国府台地区の辻切りは室町時代から

始まったと言われ、約５００年経った現在でも国府

台辻切り保存会によって行事が継承されています。

辻切りは、市川市指定無形民俗文化財に指定（昭

和54年４月24日）されています。

保存会の方の説明を聞く地元の小学生

国府台天満宮

編集だより
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