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ぐんれい

「群麗」
『当院の池には水を得た錦鯉が患者さん達に「憩い」を与えてくれている。
地域のボランティアの方々のお世話を受けて20年今が盛春！』
撮影者：秋山峻太郎（ボランティア）
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“病む人に心の通う
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質の高い医療をめざします”

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。

にしさいたまちゅうおう
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新任幹部職員紹介

看護部長

岡田

悦子

薬剤科長

伊藤

博之

この度、４月１日付で看護部長に昇任し、国立がん研究センター中央病院より参りました岡
田悦子と申します。出身は群馬県で、国立高崎病院附属看護学校を卒業後、高崎病院で勤務し
た後、十数年前に看護師長として４年間埼玉病院で勤務いたしました。その後、東京医療センター
で約８年務め、ナショナルセンターが、独立行政法人化になる前の年に前施設へ異動し、約５
年間副看護部長として務めて参りました。
中間管理者としての第一歩が埼玉県であった為、今回の赴任は、第２の故郷に帰ったような
思いで、大変嬉しく思っております。
地域医療支援病院の承認を受けている当院においては、健全な経営のもとに、地域の皆様に
信頼され安全安心な医療の提供、看護部は理念であります「心のこもったあたたかい看護の提供」
が実践できる環境づくりに、皆様のお力をお借りしながら努力して参りたいと思います。どう
ぞよろしくお願い致します。
このたび、４月１日付けで国立療養所多磨全生園から転勤してきました薬剤科長の伊藤博之
と申します。
今回で９回目の異動となりますが、西埼玉中央病院では、平成２年４月１日から平成９年12
月31日までの約８年間を過ごさせていただきました。
17年ぶりの病院は病棟、看護学校が新しく綺麗になりましたが、薬剤科は未だ手書き処方箋
での調剤が昔と変わっていません。今後はオーダリング・電子カルテ導入も大きな課題となっ
ていくでしょう。
仕事では「薬剤科が病院に貢献できることは何か」を念頭におき、患者サービス、病院内外
の医療連携を充実させて、医薬品の適正使用と安全性の確保、有効域や使用条件、副作用も合
わせて、正確で迅速な情報を提供していきたいと思っています。
何卒宜しくお願い致します。
４月１日付で、水戸医療センター附属桜の郷看護学校から配置換えで参りました、福田優子
と申します。埼玉病院附属看護学校で教育のスタートを切り、こちらで４校目になります。４
月９日の入学式で36名の新入生を迎え、学生総数122名でスタートいたしました。
国家試験合格率および国立病院機構への就職率向上はもちろん、卒業後に出会う様々なケー
スに柔軟に対応できる能力を持った専門職業人育成に向け、教職員一丸となって学生を支援し
て参ります。講義・実習において皆様のご協力をよろしくお願いいたします。

教育主事

福田

優子

成育部長

小穴
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慎二

このたび４月１日付で独立行政法人国立成育医療研究センターから異動しました小穴慎二で
す。西埼玉中央病院には、昨年10月より週１回小児科外来で働かせていただいておりましたが、
今回常勤小児科医として赴任しました。
小児科医になって30年近くになりますが、常勤医二人でのスタートに戸惑いを覚えています。
今まで千葉夷隅の国保病院で小児科常勤医一人で６ヵ月、千葉県立病院で医長と二人で１年間
勤務したことがありますが、その頃は若さがあったと思います。「６人で始めるから・・・」と
いう院長先生のお言葉で、今回の異動をお引き受けしたのですが、蓋を開けてみると常勤医は
たった２人、あまりの約束の違いに愕然としています。しかし、田村先生、滝沢先生をはじめ
当院小児科スタッフの頑張りに感銘を受け、赴任の決心をしました。多くの友人、成育の総長、
院長、事務長、医長などの元同僚たちからは「決して無理をしないように！医師は無理しすぎ
るから。身体を壊すなよ」と言われております。まずは、頑張って一日、一カ月、三カ月、そ
して一年！できれば、一緒に働いてくれる仲間を増やしたいなと思っています。自分のすべて
を尽くして頑張るつもりですが、力が及ばず倒れたら、すみません。スーパードクターではあ
りませんし、少人数でできることには、限界があると思っています。非力で申し訳ありませんが、
どうかよろしくお願いいたします。

にしさいたまちゅうおう

新任医師紹介
平成26年４月より西埼玉中央病院で勤務させて頂くことになりました池本智と申します。私
は東京慈恵会医科大学を卒業し、初期研修の後に同大学の小児科学講座に入局致しました。入
局後は様々な病院で小児科の一般臨床に従事して参りました。また、昨年に小児科学会専門医
の資格を習得致しました。
西埼玉中央病院に働き始めてまだ間もないですが、当院は病院全体の雰囲気が良いと思いま

小児科医師

池本

智

消化器科医師

菅原

一朗

した。赴任前はすこし不安な気持ちもありましたが、安心して診療にあたれる環境であると感
じております。まだまだ未熟者で初めは不慣れなことも多く、皆様にご迷惑をお掛けすること
もあるかと存じますが、病に苦しむお子様やそのご家族のお力になれるよう精一杯努力して診
療に打ち込みたいと考えております。今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。
2014年４月より国立病院機構西埼玉中央病院消化器内科に勤務しております、菅原一朗と
申します。
消化器内科医として外来診療や病棟業務を始め、胃カメラ、大腸カメラや肝臓腫瘍に対する
血管内治療を担当させていただいております。
消化器内科スタッフは二上先生をはじめ、非常に優しくご指導していただける先生方がいらっ
しゃり、これからも日々成長していけたらと思っております。
医師になって５年目でまだまだ至らない面は数多くあると思いますが、患者様から学び少し
でも目の前の患者様に還元する事ができたらと思い日々勤務させていただいております。宜し
くお願いいたします。
2014年４月より西埼玉中央病院に勤務させて頂くことになりました宮崎亮佑です。私は昭
和大学医学部を卒業後、東京慈恵会医科大学附属病院にて初期研修を行い、東京慈恵会医科大学・
消化器肝臓内科の所属となりました。
当院への赴任前は不安なこともありましたが、患者さんやスタッフの皆さんの温かさに支え

消化器科医師

宮崎

亮佑

られ、日々感謝しながら診療にあたっております。今後自身の診療能力を高めるべく努力し、
スタッフの方と協調してチーム医療を行っていきたいと考えております。
主に内科外来、内視鏡検査、病棟での診療を担当させて頂きますが、専門にこだわらずに幅
広く患者さんの役に立てるよう、
“一期一会”の機会を大切に、皆様と貴重な時間を過ごしてい
きたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。
平成26年４月より西埼玉中央病院にて勤務させていただくことになりました下山雄也と申し
ます。東京慈恵会医科大学を卒業後、慈恵医大第三病院にて初期研修をした後、慈恵医大外科
学講座に入局致しました。現在外科レジデント１年目（医師３年目）です。外科レジデントと
して諸先生方の教えのもと、温かいスタッフの方々に支えられながら、日々診療に勤しんでお
ります。

外科医師

下山

雄也

今までの研修医時代とは違い、４月からは医師として徐々に独り立ちの機会を与えられ、今
まで以上に責任を感じ、身の引き締まる思いでいっぱいであります。当院の経験豊富な先生方、
看護師さん方、コメディカルの方々とともに患者さんにとって最高の医療を提供していきたい
と考えております。
まだまだ未熟な私ですが、日々勉強に精進し、医療に真摯に向き合い、患者さんのお役に立
てられればと強く思っております。外科医として向上心を忘れず、精一杯頑張りますので、今
後ともどうぞ宜しくお願い致します。

にしさいたまちゅうおう
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よろしくお願いします。～新任職員紹介～
この度４月１日付をもちまして、千葉医療
センターより配置換で企画課業務班長として
着任いたしました 南島聖司（みなみじま
せいじ）と申します。
職員・関係者の皆様、どうぞよろしくお願
いいたします。
生まれは長野県です。湖上花火大会などで
紹介されます諏訪湖の周辺であり、７年ごと
業務班長
に開催される奇祭、御柱（おんばしら）祭の
南島 聖司
土地柄でもあります岡谷市です。病院へ就職
後、本日までに経過した日々は、故郷で暮らした日々を超えてい
ます。その間、様々な地域で勉強させて頂いております。
埼玉県での着任は初めてですが、清瀬の看護大学校に勤務経験
があり、西武線沿線は懐かしき場所でもあります。
平成26年度は診療報酬改定がありますが、職員一丸となり乗
り切りながら、西埼玉中央病院は地域医療の中核病院として邁進
していくものと察します。
私は、職員・関係者の皆様のご助言を頂きながら、一日でも早
く西埼玉中央病院になじみ、微力ながら何かの役に立つことがで
きるよう、努めて参ります。不慣れなことからご面倒をおかけす
るかもしれませんが、どうぞよろしくお願いいたします。

この度、４月１日付けで国立病院機構箱根
病院より、当院ﾘﾊビﾘﾃｰｼｮﾝ科理学療
法士長として異動して参りました齋藤克美で
す。
箱根病院では、ALSやパーキンソン病など
の神経難病や、筋ジストロフィー症患者のリ
ハビリを行ってきました。人工呼吸器装着患
者の理学療法や電動車いすの患者に対して、
理学療法士長
なるべく病気の進行を防止し、残存機能の維
斎藤 克美
持を目的としたリハビリを行ってきました。
西埼玉中央病院では、整形外科を中心としたリハビリを行って
います。対象となる疾患も異なりますが、急性期から介入し少し
でもお役に立てればと思います。医師、看護師などの他職種の方
と連携し、患者一人一人に心の通う質の高い医療を目指していき
たいと思います。
先日、病院から富士山がよく見えました。今まで赴任してきた
所では、富士山が見えていたので、見えた時はとてもうれしかっ
たです。
現在、マイホームを建築中で遠距離通勤しております。完成が
待ち遠しい今日この頃です。今後ともどうぞよろしくお願い致し
ます。

宇都宮病院専門職より西埼玉中央病院庶務
班長を拝命いたしました長永と申します。
地元は小平市で、小学生の頃は友達と自転
車に乗って、よく多摩湖へ遊びに行きました。
車が好きでドライブというよりは、レーシ
ングスーツを着てヘルメットを被り、たまに
走行会で富士や筑波のサーキットに走りに
行ったりしています（下手ですが）。また、
庶務班長
見るのも好きなので、妻とサーキットや車の
長永 智裕
イベント会場へよく出かけています。
このような私ですが、病院運営に貢献できるよう頑張っていき
ますので、よろしくお願いいたします。

此の度、４月１日付けで埼玉病院より参り
ました、林恵子と申します。出身地は島根県
です。いつの間にか、島根で過ごした年月よ
りも関東での生活の方が長くなりました。
外来診療においては、診断・治療・在宅状
況の確認など、限られた時間の中で多職種が
協働して患者とその家族を支えています。ま
た近年、在宅医療・在宅療養の推進が重要視
看護師長
され、ますます外来の役割も増していると言
林
恵子
えます。地域の患者さんとその家族に必要な
ことは何か、時期を逃さず多職種が連携するにはどうすればよい
か、スタッフ一人一人の気づきを大切に取り組んでいこうと考え
ております。
こちらに異動と同時にアパートも引っ越し、心機一転。笑顔を
忘れず頑張っていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願い
いたします。

この度、４月１日付けで千葉県の国立病院
機構下志津病院から参りました、栄養管理室
長の村田祥子と申します。どうぞよろしくお
願いいたします。前任地に赴任した際はちょ
うどスカイツリーの建設中で、通勤風景はこ
の塔の成長とともに過ごしてきました。当院
に着任し通勤を始めて驚いたのは、朝夕と散
歩やジョギングをしている方を多くお見かけ
栄養管理室長
したことです。健康への気配りが大きいこと
村田 祥子
を感じました。健康といえば運動と結びつき
ますが、食生活や食事内容も欠かすことはできません。入院患者
さまには、食事を楽しみにしていただける様、栄養管理室一同と
ともに努力をしていきたいと思います。また、外来患者さまや近
隣地域の皆様方には、健やかな生活を営むために食を通しての相
談やお手伝いができればと考えております。私を見かけたら、声
をかけていただければ嬉しいです。早く病院の雰囲気に慣れて、
患者さま、病院業務に貢献できますよう精一杯頑張って参ります
ので、よろしくご指導のほどお願い申し上げます。

4

この度、４月１日付けで国立精神・神経医
療研究センター病院よりまいりました平 義
光（たいら よしみつ）と申します。国立療
養所東京病院付属看護学校を卒業し国立埼玉
病院で循環器病棟と手術室、
その後国立精神・
神経医療研究センター病院では重心病棟と精
神科病棟の経験を経て昇任で６階病棟の看護
師長として着任しました。初めての当院とな
看護師長
り緊張と不安の中で勤務しています。幸い埼
平
義光
玉病院勤務時にご一緒した看護師長さん方々
がいらっしゃるので心強く感じています。分からない事ばかりあ
りますが一つ一つ覚えて1日も早く当院の一員として微力ながら
患者様のために力なれればと思っています。何卒よろしくお願い
します。

にしさいたまちゅうおう

にしさいたまちゅうおう
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斉藤室長の健康ワンポイント講座
＜本当に今しか食べられない？限定お菓子の誘惑＞

Part.20

前・栄養管理室長

斉藤

由理

「にしさいたまちゅうおう」をご覧の皆様、こんにちは！
今回は、誰もが関心のあるテーマ「お菓子」です。
栄養指導で食事記録を拝見しますが、
年明けからバレンタインデーまでは、
チョコレー
トを召し上がる傾向にある事は想像できるでしょう。しかし、
その後、
ゴールデンウィー
ク頃まで間食は和菓子に代わっていきます。サクラをテーマにした「春限定商品」と聞
くと、今しか食べられないとの購買意欲から、つい手を出してしまいがちです。桃の節
句、彼岸、端午の桃の節句とこの時期の行事に和菓子は食文化として根づいています。
又、よもぎの収穫時期が和菓子のトップシーズンでもあり、店頭に並ぶ様々な色彩豊か
な可愛らしい和菓子は、皆さんの「食べてみたい」気持ちにグイグイ働きかけることで
しょう。しかし、和菓子はたいがい１つで買うことがありません。買っておけば、誰かが食べるだろうと期
待し、偶数個買われます。中には、仏壇へのお供えに購入するなんて方も。しかし、誰も食べなかったら…？
結局、誰かが責任をもって食べることになります。ちなみに、製菓材料としてのサクラやよもぎですが、新
物流通する前のかなり早い時期から販売を開始しています。つまり、前年収穫の冷凍材料から皆さんは食べ
ているわけです。昨今、激化するスーパーの先取り販売戦略で、季節感が崩壊しつつあることを心配します。
最近は、和菓子以外にも様々な創作デザートが次々に登場します。新しいものを見つけると、味見してみた
くなりますが、よく考えると「今だけ限定」に飛びつく必要もないような気がしてきます。今、アナタやご
家族にとって、どんな食べ物が必要か？４月からの増税で更に厳しい家計の中、菓子類を減らすだけでかな
り経済的な暮らしが望めるお宅が多いと感じますが、
いかがでしょう？是非、
お菓子代の節約をご検討下さい。
さて、本号を最後に私の連載は終了します。地域の回覧などを通じ、これまで多くの市民の皆様にご愛読
頂き、心より感謝申し上げます。
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くすりになるおはなし
（18）
薬剤師

瀬川

誠

「オブラート」とは・・・・・・
「オブラート」は、デンプンから作られた薄い膜です。デンプンは、水に溶けませんが、温度が上
がると溶ける性質があります。
この「オブラート」を使うことで「おくすり」を飲むのが苦手な人が飲みやすくなることもありま
す。形は、「丸形」
、
「袋型」などがあります。
「オブラート」は当院の売店にもおいてあります。
似ているもので「服薬補助ゼリー」も「おくすり」を飲みやすくします。

どんな時に「オブラート」を使うのか
・「おくすり」の味が苦手
・「こなぐすり」が口の中に広がって飲みづらい
・「錠剤」「カプセル剤」がのどにつかえて飲みづらい
・高齢者で飲み込む力が衰えてしまった場合

「オブラート」の上手な使い方（以下は一例です）
・「オブラート」の真ん中に適量の「おくすり」をのせます。多いときは何回かに分けてみましょ
う。
・「おくすり」がこぼれないように軽くねじって包みます。余分な部分は切り取るとよいでしょ
う。
・「おくすり」を包んだ「オブラート」を水の張ったお皿などに浮かべ、十分に水分を含ませてゼ
リー状にして、スプーンなどですくってゆっくり吸い込むように飲み込みます。

「オブラート」を使うときの注意
「オブラート」は乾いたままの状態で口の中に入れてしまうと、口の中に張り付いてしまいます。
水で湿らせてから使うようにしましょう。

にしさいたまちゅうおう
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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

■お申し込み方法

・放射線
CT
MRI
RI

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。

MRI、MR アンギオ、MRCP
骨、腫瘍、甲状腺、レノグラム、脳 SPECT、
心臓 SPECT（負荷なし）

骨密度測定
・内視鏡検査（上部消化管）
・脈波伝搬速度
・頸動脈エコー

【放射線科受付】
放射線科予約 電

話 04-2948-1111（内線 522）

ＦＡＸ 04-2948-2118
上部内視鏡検査【地域医療連携室】
脈波伝搬速度 電 話 04-2948-1138（連携室直通）
その他の検査 ＦＡＸ 04-2948-2118

／
／

小手指駅南口 : 早稲田大学･宮寺西･箱根ケ崎駅(病院経由）
バス10分(西埼玉中央病院下車）

ところバス右回り７分（同上）

で
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