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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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「古刹の春」『 千年杉の後光に照らされる満開の桜に幸運を祈る。』
撮影者：秋山峻太郎（ボランティア）  
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新 任 幹 部 職 員 紹 介

　平成27年４月１日付けで副院長を拝命致しました小村（おむら）と申します。今後ともどうぞよろしくお願
い申し上げます。わたくしは西埼玉中央病院に昨年７月に赴任して参りましたが、それまで東京慈恵会医科大
学附属病院外科に25年以上務めておりました。大学で学んだ経験を活かし、当院の診療目標を‘大学病院と同
等レベルの医療の提供’と‘自己完結型医療の実施’とすることに致しました。全国規模の学会に積極的に参
加し、最先端の医療を常に把握することを心掛け、治療に積極的に活用していきたいと思います。幸い当院は、
東京慈恵会医科大学の支援病院に指定されており、多くの優秀な先生方を派遣して頂いております。患者さん
にご満足頂けるよう、心を込めた診療を提供致します。またその一方で、医師、看護師はもちろんのこと、診
療に携わる様々なスタッフ自身が幸せにならなければ、患者さんに良質かつ優しい医療を提供することはでき
ません。西埼玉中央病院に勤務しているスタッフの皆さんに対し、働きやすく、やりがいのある職場環境を整
えることが、副院長としての責務と考えています。スタッフの幸福度と患者さんの満足度の向上を目指し、そ
の職責に当たる所存です。ご支援のほど、重ねてよろしくお願い申し上げます。

副院長
小村　伸朗

　４月に新着任いたしまして総合診療内科部長を仰せつかりました。昭和60年防衛医大卒業以来、循環器科の
他にも自称手広く携わるように努めて30年近くが過ぎました。それらを通じて掲げるようになったモットーは
「いつでも・どこでも・誰でも・何でも」。興味が持てなかったことが案外に面白くて驚いた、できないと思っ
ていたものがシツコクやっているうちに案外できるようになった、自分から選んではいけない、諦めてはいけ
ない、一度はやってみようかなど、あまり躊躇せず自らいろいろ試みてみたほうが得が多い、という考え方を
するようになった気がします。専門医分化指向が見直される中で、内科一般の初期対処力が強まるほどに、ど
んな患者さんでも、まずは一度受け入れようとする姿勢が育ってくるのではないか、そうすれば病院全体の活
動度が増すことにつながりはしまいかと、微力ながらも大きな夢を持って本院の発展に少しでもお役に立ちた
いと考えております。加えまして、医師は各関連職種の方々のパワーの協働に支えて頂く立場ですので、どう
ぞ皆様よろしくお願い申し上げます。総合診療内科部長

木村　一生

　この度、４月１日付けで災害医療センターより昇任で異動してまいりました事務部長の雨宮伸治と申します。
出生地でもある埼玉県北部の寄居町に住んでおり、また東久留米市に一時住んでいたこともあることから、近
郊にあるドームになる前の西武球場にはよく足を運んできておりましたので、西埼玉中央病院は今までも身近
に感じておりました。
　さて、当院にあっては、「病む人に心の通う質の高い医療を目指します」との基本理念を実践するため、また、
地域の皆様の医療ニーズに応えるために多くの諸先輩の方々が、信頼される安全・安心な医療、患者サービス
の向上に努めてこられました。
　これらを継続・発展させるためにも、もとより微力ではございますが患者さんの目線に立った、患者さんのニー
ズに少しでもお応えできる病院の健全な経営に誠心誠意取り組んでいきたいと思っております。
　病院職員の皆様、地域の医療機関の先生方の皆様のお力添えを戴きたいと思っておりますので、何卒よろし
くお願いいたします。

　４月１日付けで災害医療センターより配置換えで参りました、原沢正美と申します。
　前任地で４年勤務し、副看護部長として２施設目となります。満開の桜に迎えられ、新たな気持ちでスター
トいたしました。
　当院は地域医療支援病院として、地域の皆様に安全・安心していただける医療の提供を行うことが重要な役
割であり、看護部は、「心のこもったあたたかい看護の提供をめざします」を理念としております。心のこもっ
た看護を提供するためには、看護職員自身が心も身体も健康でなければならないと考えます。看護職員が働き
やすい環境づくりのために、できることからコツコツと努力していく所存です。
　皆様に助けていただくことも多いと思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。

事務部長
雨宮　伸治

副看護部長
原沢　正美

　平成23年４月より西埼玉中央病院に赴任し、この度、４月に統括診療部長を拝命いたしました。橋本　浩一
と申します。今はその責任の重さに改めて身の引き締まる思いでおります。
　私は、平成４年に東京慈恵会医科大学を卒業、大学附属病院で研修した後、循環器内科へ入局しました。以後、
大学附属病院、埼玉県立循環器呼吸病センターや厚木市立病院で臨床医として経験を積んで参りました。
　当院ではこれまで循環器内科を中心に内科診療に従事し、特に狭心症や心筋梗塞といった冠動脈疾患や心不
全など救急の患者さんの積極的な受け入れを進めてきております。
　西埼玉中央病院は、地域の中核病院としての重要な役割を担っておりますので、成宮　学 院長、小村　伸
朗 新副院長のご指導の下、統括診療部長として、各診療科の先生方やコメディカルの方々と協力し合い、病院
の基本理念である”病む人に心の通う質の高い医療をめざします”ということを常に考えながら、地域の皆様
の医療に貢献させて頂きたいと存じます。それらに十分にお応えするために精 一杯努力していきたいと思いま
すので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

統括診療部長
橋本　浩一
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　平成27年４月１日付で埼玉病院から配置換えで参りました、研究検査科長の島田哲也と申します。入間市で
育ち、平成８年徳島大学を卒業し、埼玉医科大学（毛呂山）の病理学教室で９年ほど研鑽をつみ、埼玉病院（和
光市）で10年間病理医（臨床検査科長）として働いてまいりました。本年度が医師として20年目になります。
　多数の症例を効率よく診ていくことも意義はありますが、一例一例をじっくり診ていきたいと懇願し移らせ
ていただきました。信頼性があり、なおかつ迅速な病理診断を提供していきたいと考えています。院内のみな
さまには、病理診断に関する疑問・質問・要望などございましたら、気軽に声をかけていただきたいと思います。
地域の皆様も、病理診断に疑問があれば、主治医を通してお申し付けください。他院で疑問をもった診断を当
院でも診る（標本を持参）ことも、当院で疑問をもった診断を他院でも診てもらう（標本貸出）ことも可能です。
どうぞよろしくお願いします。研究検査科長

島田　哲也

　2015年４月より西埼玉中央病院消化器科に勤務しております、沼田友希と申します。
　私は東京慈恵会医科大学を卒業後、慈恵医大附属病院で初期研修を行い、その後慈恵医大消化器内科の所属
となりました。現在後期研修３年目（医師５年目）です。
　消化器科医として外来診療や病棟業務、内視鏡検査を担当させて頂いております。
　西埼玉中央病院で働き始めてまだ間もないですが、二上先生を始めとする諸先生方のご指導の下、温かいス
タッフの皆さんに支えられながら、日々診療に励んでおります。
　まだまだ未熟ですが、より良い医療を提供し少しでもこの地域の医療に貢献できるよう精進して参りますの
で、どうぞ宜しくお願い致します。

消化器科医師
沼田　友希

　2015年４月より西埼玉中央病院消化器科に勤務させていただくことになりました、蜂谷眞未です。
　当院への赴任前は不安なこともありましたが、働き始めてすぐに当院の雰囲気の良さに気付きました。今で
はスタッフの皆様の温かさに支えられ、安心して診療にあたっております。また、消化器科スタッフの先生方
は非常に指導熱心であり、先生方のご指導のもと日々成長していけるよう努力していきたいと思います。
　まだまだ未熟者ですが、幅広い知識、検査技術を身につけ、患者さんのお力になれるよう精一杯努力して診
療にあた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。

　2015年４月より西埼玉中央病院代謝内科に勤務させて頂くことになりました，永峯翔太と申します。私は
聖マリアンナ医科大学を卒業後、東京慈恵会医科大学附属病院にて初期研修を行い、現在は糖尿病・代謝・内
分泌内科に所属しております。
　昨年度までは内科ローテーションで様々な科の患者さんの診療を行っていましたが、今年度より糖尿病、内
分泌疾患を中心に診療を行っていくこととなりました。代謝内科医としてはまだまだ未熟ではありますが、い
ろいろな疾患を診療した経験をこの病院で活かせるよう努力していきたいと考えております。また、優しく指
導してくださる代謝内科の先生方や病院のスタッフの方々に支えられ、西埼玉中央病院での勤務を通して私自
身が医師として成長できるであろうと確信しております。病院を受診する多くの患者さんのお役に立てるよう
診療に携わりたいと思っておりますので、今後とも宜しくお願い申し上げます。

消化器科医師
蜂谷　眞未

内科医師
永峰　翔太

　2015年４月より西埼玉中央病院循環器科に勤務しております、大木理次と申します。循環器内科として外
来診療や病棟業務を始め、心臓カテーテル検査を担当させていただいております。
　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循環器内科講座に入局致しました。入局後は慈
恵医大葛飾医療センターで一般臨床に従事して参りました。また、昨年に循環器学会専門医の資格を習得致し
ました。循環器内科スタッフとして、病院を盛り上げられるように頑張りたいと思います。
　まだまだ未熟者で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、どうぞよろ
しくお願いします。

循環器科医師
大木　理次

新 任 医 師 紹 介
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お知らせ

帝王切開を含め分娩を再開しています
ハイリスク妊産婦さんも受け入れています。
皆さんのご予約をお待ちしています。 詳しくは産婦人科外来へ

　2015年４月１日より西埼玉中央病院小児科で勤務させていただくことになりました小澤綾子と申します。
小児科医として、外来診療および入院業務を担当させて頂いております。宮崎大学卒業後、国立病院機構災害
医療センターでの初期研修を経て、慈恵医大小児科医局に入局、専門としては小児内分泌を埼玉小児医療セン
ターにて研修させて頂きました。
　西埼玉中央病院での勤務は始まったばかりですが、優しいスタッフに囲まれ、とても働きやすい病院だと感
じております。医師として９年目に入りますが、まだまだ未熟な面も多く、また、病院のシステムに不慣れで
皆様にご迷惑をかけることも多いと思います。患者さんとそのご家族のお力に少しでもなれる様、日々精進し
ていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。

小児科医師
小澤　綾子

　2015年４月より国立病院機構西埼玉中央病院に小児科医として赴任しました。本多隆也と申します。よろ
しくお願いします。私は東京慈恵会医科大学を卒業後、初期研修を経て、同大学、小児科学講座へ入局いたし
ました。小児科専門医資格習得に向けて経験を積んでいる途中の身です。医師としての経験はまだまだ浅いで
すが日々勉強し、精進していくこころづもりであります。当院では、病棟管理を主に担当させていただきます。
当院に赴任してからまだ日が浅いですが、優秀な病院のスタッフの方々と協力しながらチーム医療で地域の皆
様に貢献できたらと考えております。
　当院の小児科は昨年と比べ医師の人数も増えたのでより濃厚な医療が提供できるのではないかと思っており
ます。
　埼玉の子供達とその御家族が安心して生活できるように、病気になったら西埼玉中央病院に行けば大丈夫と
言っていただけるように日々の診療を精一杯頑張っていきますのでよろしくお願いいたします。小児科医師

本多　隆也

　平成27年４月１日より、西埼玉中央病院で勤務させて頂くことになりました坂下裕紀です。
　私は福井大学を卒業後、東京慈恵会医科大学附属病院にて初期研修を終え、外科に入局致しました。外科医
として初めての勤務地がこの西埼玉中央病院であり、まだまだわからないこともたくさんありますが、経験豊
かな外科の先生方や温かい医療スタッフの方々に恵まれ、日々の診療に励んでおります。
　私は現在、医師三年目で毎日が新しいことの連続であり、ひとつでも多くのことを学び吸収し、患者さんへ
より良い医療を行えるようにと努めております。外科医として主に手術や入院病棟、外科外来、内視鏡検査な
どに従事しております。患者さんのお力になれるよう、精一杯頑張りますので今後とも宜しく御願い致します。

外科医師
坂下　裕紀

　この度2015年４月より西埼玉中央病院で勤務させていただくことになりました、森下愛と申します。私は、
現在、北陸新幹線開通で盛り上がりをみせている石川県金沢市の出身ですが、大学より上京し昭和大学医学部
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、同大学の小児科学講座へ入局致しました。
　まだ働き始めて間もないですが、ここへ来てまず気が付いたのは、この病院内ではどこで誰とすれ違っても
明るい挨拶が存在することです。毎朝多くの方が元気よく声をかけてくださり、清々しい一日のスタートを切
ることができています。そして地域の患者様のために、スタッフ全員が力を合わせて日々の診療に取り組んで
いることを実感致します。
　そんな温かみのある環境の中の一員として、子供達が元気で健やかに過ごせるよう精一杯診療させていただ
きたいと思います。まだまだ未熟者で、皆様には御迷惑をおかけすることも多々あると思いますが、日々精進
して参りますのでよろしくお願いいたします。小児科医師

森下　　愛

日時：５月12日（火）11：00～15：00　　内容：各種医療相談や骨密度等の測定など
場所：マミーマート　所沢山口店２階広場（所沢市小手指台23－１）
� ※ご予約不要・参加費は無料です。

『健康フェスタ』開催のご案内
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　人間の耳の可聴域（個人差はありますが20～20000Hzと言われています）より周波数の高い音、つま
り人間の耳で聴くことができない高い音を超音波と言います。超音波検査では体内に超音波を当てて、体内
のあらゆる組織や臓器に反射して返ってくる超音波を画像として表示する検査です。ちなみに検査で使用す
る超音波は一般的に２～10MHz（200万～1000万Hz）です。リアルタイムで対象となる組織や臓器を観
察することができ、無侵襲で必要なとき繰り返し検査することが可能です。検査する部位によっては前処置（食
止めなど）が必要になりますが、これから紹介する心臓超音波検査に関しては前処置が必要ありません。心
臓超音波検査は、リアルタイムで動いている心臓を見ることができる唯一の検査と言えるでしょう。

♪心臓超音波検査でわかること♪

①心室壁（主に左室壁の動きや厚さ）の状態
　心筋梗塞や狭心症などにより、心臓の栄養血管である冠動脈が閉塞や狭窄を起こすとその血管が養ってい
る左室壁の動きが悪く見えます。また心不全の状態であると全体的な左室壁の動きが悪く見えることがあり
ます。
　長い間高血圧状態が続くと左室壁が全体的に厚くなる（左室肥大）や局所的に左室壁が厚くなる肥大型心
筋症なども超音波検査でわかります。
②器質的心疾患の有無
　心臓は左右それぞれの心房・心室で計４つの部屋に分かれています。
　心房と心室の間、または心室からの出口には弁というドアような組織があります。
　それらの弁の閉じが悪く血液が逆流する（閉鎖不全）、あるいは弁がしっかり開かない（狭窄）そのような
疾患を弁膜症といいます。

　また左右の心房・心室をわける壁を中隔と言います。その中隔に穴が開いて、血液が漏れてしまう疾患を
中隔欠損症といいます。このような疾患も超音波検査でわかります。
③心房・心室の大きさのバランス
　心室や心房が拡大していないかどうか？左室と比較し、右室が大きくなっていないかどうか？
などを見ます。弁膜症により左室や左右の心房が拡大することもあります。またはっきりとした弁膜症がな
くても、心房細動という不整脈の方は左右の心房が拡大することが多いです。

にしさいたまちゅうおう6

検査のおはなし
　　　♪心臓超音波検査について♪

研究検査科　主任臨床検査技師　髙野　美樹

☆右の写真は左室と大動脈の間にある大動脈弁です。
　赤丸で囲った三角形に見える部分が弁で、三つの弁がしっ

かり開いています。弁を通して全身に血液が送られてい
る状態です。また青丸で囲った部分は弁が閉じた状態で
す。このとき左室内部にはこれから全身に送り出す血液
が充満しています。このように弁の開閉を繰り返して、
左室から大動脈を伝って全身に血液が送られています。
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薬剤科　岩橋　香奈

くすりになるおはなし（22）

～副作用について～
体に入った多くの薬はほぼ全身に広がりますが、目標とした部位以外にも運ばれるため治療目的とは
異なる働きもします。その好ましくない働きを“副作用”と呼びます。薬を使っているすべての方に
起こるわけではありませんが、中には生死に関わるものもあります。副作用についてきちんと理解し
て、薬と正しく付き合いましょう。

○副作用とは？
例えば、アレルギー性鼻炎の薬で食欲が出たり、眠くなることがあります。この場合、鼻炎の治療以
外の作用はすべて副作用になります。副作用はいつも起こる訳ではなく、個人差もあります。副作用
と疑われる症状が出た場合、薬を飲み続けるか中止するかは自分で判断せずに必ず医師、薬剤師にご
相談ください。

○副作用を防ぐには？
　　⇒■用法・用量をきちんと守る　　■薬の貸し借りは絶対にやらない
　　　■体に合わなかった薬は医師、薬剤師に伝える
薬は、一人一人の年齢、体重なども考慮されて処方されています。薬の量、服用（使用）期間、飲み
方（用法・用量）を守りましょう。たとえ、家族でも薬の貸し借りは絶対にしないでください。薬局
で処方せんなしで買える市販薬（大衆薬）でも、使用上の注意をよく読んで、用法・用量を守ること
は処方された薬と同じです。
どんなに優れた薬でも体にとっては異物であることにかわりはありません。ごくまれに過敏反応（蕁
麻疹など）を起こす方がいます。体に合わない薬を２回、３回と繰り返して使用すると、たとえ少量
でも過敏反応を起こし、起こるたびに症状が悪くなっていきます。医療機関で適切な治療を受け、体
に合わない薬の名前はお薬手帳などを利用して控えておいてください。

○危険な過敏反応が疑われる場合は？
　　⇒すぐに救急車を呼んで一刻も早く適切な処置を受けてください
副作用の中で特に注意したいのが“アナフィラキシー・ショック”です。発現頻度は低いですが急激
で、非常に強い症状が出ることがあります。処置が遅れれば死に至る緊急事態です。適切な処置をす
ぐに行えば、ほどんどの場合症状は残りません。落ち着いて対応することが重要です。
アナフィラキシー・ショックとは：発現と進行が極めて早く、多くが20～30分のうちに「唇、舌、手足が
痺れる、顔が赤く熱くなる、冷や汗、蕁麻疹、皮膚がかゆい、気分が悪い、ふらふら感、心臓がドキドキする、
くしゃみ・咳が出る、喉がつまる、息苦しい」などの初期症状が現れ、続いて意識障害、呼吸困難などの激
しい症状が短時間のうちに起こり、時には生命にかかわることがあります

○医薬品副作用被害救済制度について
医薬品を正しく使用したにもかかわらず副作用による被害を受け、入院を必要とする程度以上になっ
た方に、医療費、医療手当、障害年金、遺族年金などの救済給付が行われる法律に基づいた公的な制
度があります。（詳しいことは・・・医薬品医療機器総合機構にお問い合わせください。相談窓口：
0120-149-931）
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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
・放射線

CT
MRI MRI、MR アンギオ、MRCP
RI

骨密度測定

骨、腫瘍、甲状腺、レノグラム、脳 SPECT、
心臓 SPECT（負荷なし）

・内視鏡検査（上部消化管）
・脈波伝搬速度
・頸動脈エコー

■お申し込み方法
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。

放射線科予約
【放射線科受付】
電　話 04-2948-1111（内線 2522）
ＦＡＸ 04-2948-2118

上部内視鏡検査
脈波伝搬速度
その他の検査

【地域医療連携室】
電　話 04-2948-1138（連携室直通）
ＦＡＸ 04-2948-2118

／

／
(1)池袋駅より西武池袋線　急行で35分、小手指駅又は
　狭山ケ丘駅下車徒歩20分
(2)小手指駅南口より西埼玉中央病院行、または西埼玉
　中央病院・所沢ロイヤル病院前経由宮寺西行
　バス７分(西埼玉中央病院下車）
(3)狭山ケ丘駅西口より小手指駅南口行バス７分(西埼
　玉中央病院下車)
　ところバス右回り７分(西埼玉中央病院下車)

ファミリーマート

スーパーバック
工場

〒

ガソリンスタンド

イエロー
ハット

ガスト
セブンイレブン

看
板
あ
り


