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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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「雨上がり」　秋の長雨が一息ついた午後「自然の美しさ」という花言葉の　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
キバナコスモスが路肩を彩っていました。―小手指ヶ原― 

撮影者：秋山峻太郎  
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新 任 医 師 紹 介

新 任 職 員 紹 介

　平成28年10月より防衛省から国立病院機構へご縁をいただきました。実は、私は

所沢に20年ほど住んでいますが、所沢周辺には大学病院とクリニックをつなぐような

耳鼻咽喉科の２次医療機関が長い間ありませんでした。このたび、入院・手術的治療

が可能な施設として当院耳鼻咽喉科の立ち上げに関わることができ、大変光栄に存じ

ます。所沢・入間・狭山をはじめとした周辺地域の皆様に、防衛医科大学校病院耳鼻

咽喉科と連携して、安全で質の高い医療を提供できるよう努力してまいりたいと思い

ます。どうぞよろしくお願い申し上げます。

　平成28年10月１日付で国立研究開発法人国立がん研究センター中央病院より昇任
で参りました小関 燈と申します。
　平成２年３月に国立療養所中野病院入職以来、国際医療センター、国立王子病院、
災害医療センター、国立がん研究センターの５施設を異動して参りました。
　前任地におきましては、臨床検査室の国際規格であるISO15189取得のもと、主
に検体検査部門の品質向上に力を注いで参りましたので、その経験を活かし、さらに
チーム医療の一員として積極的にかかわりを持つ事で、臨床検査の信頼性や品質向上
に結びつけていきたいと考えております。微力ではありますが、私も西埼玉中央病院
の一員として当院における研究検査科の役割を考え、チーム医療、病院の発展に貢献
していけたらと思います。どうぞよろしくお願いします。

　平成28年10月より、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
た梅田千里と申します。平成23年に東京慈恵会医科大学を卒業し、同大学附属第三病
院にて初期研修を行いました。その後は、母校の附属病院である葛飾医療センター、
第三病院、本院、関連病院の一つである神奈川県立汐見台病院にて後期研修を行って
まいりました。
　埼玉県の病院に赴任するのは今回が初めてですが、地域の子供たちの医療に少しで
も貢献できればと思っております。また、子供たちだけではなく、そのご家族の方々
の不安にも耳を傾け、力になれるような医師でありたいと思っております。いろいろ
とご迷惑をおかけしてしまうこともあるかと思いますが、精一杯がんばりますので、
これからどうぞよろしくお願い致します。

耳鼻咽喉科医長
溝上　大輔

副臨床検査技師長
小関　　燈

小児科医師
梅田　千里
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地域医療連携室
地域医療連携係長・退院調整看護師　岩井　文子

　当院は平成24年７月に地域医療支援病院として埼玉県の承認を受けました。主に埼玉県の西部保健医療圏
(所沢市、入間市、狭山市、飯能市、日高市)の第一線で地域医療を担う『かかりつけ医』等を支援し、地域
連携の中核的医療機関として、患者さんに切れ目のない医療を提供できるように日々努めています。

【地域医療連携ってどんなこと？】
　それぞれの医療機関の有する機能を有効かつ迅速に活用するために、病院と診療所、あるいは病院同士が
連携し、患者さんに効率的で適切な医療を提供しています。地域医療連携のメリットは、一部の医療機関に
患者さんが集中することを避けられ、待ち時間も解消されます。また、かかりつけ医を持つことで、身近な
医師に日ごろから相談に応じてもらえます。
　かかりつけ医は患者さんやご家族一人ひとりの日
常的な予防と治療、健康管理のアドバイスをしてく
ださる身近なお医者さんです。常日頃から患者さん
の状況をくわしく把握しているので、いざという時
適切に対応し、より精密な検査や高度な治療が必要
と判断される場合には病状に合った専門医を紹介し
てくださいます。こうしたかかりつけ医との連携に
より、患者さんの病状に応じ、適切な医療機関で継
続性のある的確な医療が受けられるようお手伝いを
させていただきます。急性期治療が終わって症状が
安定したら、かかりつけ医、またはお近くの病院・
診療所をご紹介します。

【退院支援・医療相談をしています】
　メディカルソーシャルワーカーと退院支援看護師により転院や
在宅療養へ向けてのサポート、医療費に関する相談等を行ってい
ます。治療は終了したが身体機能が低下し、ご自宅での生活が困
難な場合等、地域のケアマネージャーや訪問看護師等と連携し、
患者さん一人ひとりに合わせた退院後の療養および生活の場の調
整・支援を行っています。

☆地域医療連携室では、病院の窓口として地域の医療機関等との
　連携を深め、地域の皆様が安心して適切な療養・生活ができる
　地域作りを目指しております。どうぞお気軽にご相談ください。

患者さん 
西埼玉中央病院

「かかりつけ医」
（お近くのクリニック・診療所） 

○健康相談
○初期の治療

○専門的治療の依頼
○入院・手術の依頼

○安定後の
　　　診療情報の提供

○入院・手術
○専門的な治療

地域医療連携室
　電話：04-2948-1138(直通)
　FAX：04-2948-2118
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子育てＨＵＧ(ハグ)フェスに参加しました

　昨年に引き続き、９月25日（日）11：00～17：00　西武所沢店において開催さ

れたHUGフェスに看護職３名、事務職３名で参加しました。HUGフェスは前日から開

催されており、主催者曰く、前日はあいにくの空模様で、来場者数が伸びなかったと

のことでした。ところが当院の参加した日は、絶好のお出かけ日和もあって、多くの

来場者を迎えることができました。

　７階フロアには約20ブースがあり、当院のブースでは、子供たちに大いに楽しんでもらえるよう二つのゲー

ムを実施しました。《輪投げ》では、「やってみたい」と積極的に申し出る子、「やってもいい？」と保護者に

聞きながら恥ずかしそうに申し出る子など様々な様子でしたが、いざやってみると皆が真剣に的をねらい、

楽しそうに遊んでいました。ゲームの後、ご褒美として《景品すくい》をするのですが、『キラキラした景品』

を目の前にした子供たちの目は『キラッ!! キラッ』になっていました。もうひとつの《釣りゲーム》では、

ビニールプールに入った景品を釣り上げるのですが、大人の感覚では、この景品は人気がないだろうなぁと

思ったものが、意外に子供たちには人気があったりと良い結果となりました。

　約300世帯、900名程度の来場者があり、子供たちのゲーム中に保護者の方々へ、さりげなく『当院の紹

介（分娩予約など）が入ったクリアファイル』【P５参照】と『病院名入シャープペン』を差し上げ、アピー

ルなどをしつつ、色々なお話をさせていただきました。保護者からは「この子は西埼玉中央病院で産まれた

んですよ」、「小児科の○○先生にお世話になっているんですよ」といった声が聞かれ、地域の中で少しでも

お役に立てているという実感が湧きました。

　一方、「産科が再開していたことは知りませんでした」といった声も聞かれ、まだまだ地域医療への貢献が

必要だと感じました。最後に、主催者からは「西埼玉（の出し物）はいつも盛況ですね」というお言葉をい

ただき、「患者さんのためにがんばります」と言葉を残しつつ、会場を後にしました。

釣りゲームの様子 輪投げの様子

経営企画室長　佐藤　　暢
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認定看護師・専門看護師便り
NHO西埼玉中央病院 2016年10月 Vol.6 No.2 

看護体験セミナーを開催しました

♬NHO西埼玉中央病院には、現在8名の（社）日本看護協会認定 認定看護師/専門看護師が
活動しています。
「認定看護師・専門看護師便り」のバックナンバーも掲載しています。詳しくはURLをご参照く
ださい。 http://www.hosp.go.jp/~wsaitama/about/cnt0_000034.html 

心臓マッサージの体験

7月29日、小学校高学年から中学生を対象にした看護体験セミナーを
開催しました。14名の参加があり、心臓マッサージや赤ちゃんのケア、
妊婦体験などを看護師や看護学生とともに体験してもらいました。体験
のほかに看護師や看護学生と話をしたり、病院見学をして過ごしました。

当院での体験セミナーや職
員とのふれあいを通して、
医療・看護へ興味をもち、
将来のことを考えるきっか
けになれば嬉しいです。参
加いただいた皆様、暑い中
ありがとうございました。

妊婦体験

沐浴の体験

交流会

☆ピンクのユニフォーム
は看護学生。白衣のユニ
フォームは体験者です。
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薬剤師　田沼健太郎

くすりになるおはなし（28）

「いつも飲んでいるお薬はありますか？」と聞かれて思い出せなかった
事はありませんか？
そんな時はお薬手帳があれば便利ですよ♪

☆そもそもお薬手帳とは？
お薬手帳は、1993年に日本国内の別々の病院から、飲み合わせが
悪いお薬を処方され、重篤な副作用を起こした事がきっかけとして
導入されました。
いつ、どこで、どんなお薬を処方してもらい、どの様に服用しているのか、
お薬によるアレルギー歴などについて記録をしておく手帳の事です。お薬の
名前と飲み方が思い出せない状況でも皆さんのお薬の内容を容易に確認する
事が出来ます。我々、医療従事者は、お薬手帳から得られる情報をもとに安
全にお薬を選らぶ事が出来ます。

☆お薬手帳はどんな時に役に立つの？
　➤旅行や転居後など初めて行く医療機関を受診する時
　➤突然の体調不良で救急病院や夜間・休日診療所を受診する時
　➤災害にあった時
などお薬の情報が必要なのにお薬の名前が思い出せない場合にとても役に立ちます。
実際に東日本大震災や熊本地震でも救護所で行われる診療に活躍しており必要性が再認識されていま
す。
例えば、本来処方箋は医師の診断のもと発行されますが。しかし災害時には、後日医師から処方箋を
書いてもらうことを条件に、普段飲んでいる慢性疾患の治療薬なら、緊急対応として薬局で出しても
らうことも可能です。この時、普段飲んでいるお薬が確実に確認出来る情報源としてのお薬手帳がと
っても役に立つのですね♪

☆お薬手帳の管理について
　➤医療機関を受診する場合は、必ずお薬手帳を持参しましょう。
　➤複数の医療機関を受診している場合もお薬手帳は一冊に統一してくださいね。

☆自分に合ったお薬手帳を選びましょう。
従来は冊子タイプのお薬手帳が主流でしたが、
現在はスマートフォンのアプリが登場しています。
常に携帯しやすく扱いやすい物を選んで、管理をしていきましょう♪
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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
・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

※その他の日も救急随時受付ています。


