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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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『青白く輝いていた富士が夜明けとともエネルギーを発散しようとしている。』－当院７階病棟より－ 
撮影者：秋山峻太郎  
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　2016年11月に西埼玉中央病院　呼吸器科医師として着任いたしました井部達也と申します。東京医
科歯科大学を卒業し、国立病院機構災害医療センター、東京医科歯科大学付属病院、武蔵野赤十字病院な
どで呼吸器科として勤務して参りました。
　これまでも肺癌、間質性肺炎などの疾患をメインに呼吸器一般を幅広く診療に当たらせていただいてお
りました。今後はこれらの経験を西埼玉中央病院周辺の地域の方々にも還元できるよう一層の研鑽を積み
たいと考えております。呼吸器疾患でお困りのことがあればお気軽に相談していただければと思いますの
で今後ともよろしくお願いいたします。

　2017年１月より西埼玉中央病院整形外科で勤務させていただいております、小川三千代と申します。
私は東京慈恵会医科大学を卒業し、東京慈恵会医科大学附属病院で２年間の初期研修を行い、その後は同
大学附属柏病院、富士市立中央病院、神奈川リハビリテーション病院で後期研修に励んでおります。
　まだ不慣れな部分も多々あり、病院スタッフの方々にはご迷惑をおかけいたしているかと思いますが、
皆さん優しく接していただき、とても働きやすい環境だと実感しております。今後とも精進して参ります
ので、よろしくお願い致します。

　平成29年１月から、西埼玉中央病院整形外科で勤務させていただくことになりました閨
ねやたに

谷太希と申し
ます。私は平成26年に慈恵医大を卒業し、分院である慈恵医大第三病院にて２年間の初期臨床研修を行
いました。
　整形外科医としてスタートを切ったばかりでわからないことも多く、ご迷惑をおかけすることと思いま
すが、少しでも地域医療に貢献でき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。

新 任 医 師 紹 介

呼吸器科医師
井部　達也

整形外科医師
小川三千代

整形外科医師
閨谷　太希

新年のごあいさつ
　今年は酉年です。酉のつく年は事業の繁栄に結びつくと考えられています。酉は、“取り込む”につながることから、
運気も来訪者も“取り込める”というわけです。また酉の由来に、“果実が極限まで熟した状態”というものがあり
ます。そこから“物事が頂点まで極まった状態”が酉年であるというわけです。
　私が院長職を拝命してから３年半を過ぎましたが、職員各位が努力していただいた結果、医師の確保・経営の改善
が少しずつ進み、看護体制の７対１の維持、年間の１日平均入院患者数200人の突破と、ようやく復興から再生の
段階に入りました。まさに、当院も酉にあやかって、外来・入院患者さんが病院にあふれた活気のある病院になるよ
うになることを願っています。さらにこれまでの職員各位の努力の成果がはっきりとした形で得られることを信じて
疑いません。
　武田信玄の、“人は石垣、人は城”という言葉がありますが、これは、“石垣や城は人の努
力によりできているものであるから、なにより人々を大事にせよ”という意味です。家族の
ように、職員を大切にし、働きやすい職場、やりがいのある職場を目指してゆきたいと思い
ます。
　“ブラジルで蝶が羽ばたくと、テキサスで大竜巻が起きる”、これはエドワード・ローレ
ンツ という気象学者によって明らかにされた「バタフライ効果」です。微細な出来事も、
甚大な 結果に結びついています。ひとりひとりの職員の力は小さくても、それが合わさると、
“量質転化”で大きな力となります。本年は職員一団となって、力を合わせ、西埼玉中央病
院の再生に取り組んで行く所存です。

院長　成宮　　学
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所沢の呼吸器診療

　2016年７月より呼吸器科医長として赴任した
濵元　陽一郎と申します。以前は、同じ国立病院
機構の災害医療センターにて12年間勤務してお
りました。この度、御縁があり西埼玉中央病院で
診療させていただくこととなりました。11月か
らは、後輩医師である井部達也先生も加わり２名
の体制で呼吸器診療を行っております。所沢市周
辺の呼吸器診療は、潜在的に発展を大きく期待で
きる地域であり、心強いパートナーが加わり、更
に皆様に呼吸器診療を提供できればと考えていま
す。
　呼吸器疾患の領域は多岐にわたります。悪性疾患として肺癌、びまん性肺疾患ではCOPDや間質性肺炎、
またアレルギー疾患の気管支喘息、感染症では肺炎や肺結核症など守備範囲が広い診療科です。我々は、今
まで領域にとらわれず呼吸器専門医としての教育を受けてきており、偏りのない呼吸器診療の実現を目指し
て日々診療を行って参ります。
　肺癌領域では、数年前までは分子標的治療薬が注目される薬剤でした。しかし現在では、新規治療薬とし
て免疫療法（オプジーボ）が注目を集めています。2016年９月には、早々に当院でも免疫療法の使用を始
めました。より良い医療を提供する目的で、医師・薬剤師・看護師含め、がん研有明病院の勉強会へ定期的
に参加することで、最新の情報共有を行っています。他施設の臨床試験へも多く参加し、日々のモチベーショ
ンを維持できる診療を心掛けています。
　埼玉県は日本全国でも高齢化の進んでいる地域です。呼吸器疾患を罹患される患者さんも、高齢者である
ことが多いかと思います。現状では、県を超えてもしくは遠方へ呼吸器診療を依頼されている開業医の先生
方も多いのではないでしょうか？近くの病院へ受診できれば高齢の患者さんに限らず、メリットが大きいか
と思われます。埼玉県・所沢市近隣の呼吸器疾患を疑う場合、遠方まで紹介の前に、所沢市の西埼玉中央病
院　呼吸器科へ先ずはご相談ください。
　赴任後半年が経過し徐々にではありますが、呼吸器疾患の相談が増え始めて参りました。健康診断や日々
の臨床上、胸部異常陰影の疑いがある場合は、僅かな陰影でもご相談いただければ、適切に検査診療しお答
え致します。
　所沢市近隣の呼吸器診療を更に充実させる為には、開業医の先生方に紹介して頂く患者さんが大切となり
ます。地域の先生方に紹介して頂くことで我々も組織として成長していくと信じております。皆様に育てて
頂けるような呼吸器科を目指して日々診療をしていきたいと思います。今後とも何卒よろしくお願いいたし
ます。

　西埼玉中央病院呼吸器科では、独自にホームページを立ち上げ情報発信を行なっています。また、タイムリー
にはブログを使用して情報を公開中です。
　　NHO西埼玉中央病院呼吸器科ホームページ：	 https://www.westsaitamaresp.org
　　NHO西埼玉中央病院呼吸器科ブログ：	 https://westsaitamaresp.blogspot.jp
　　西埼玉中央病院呼吸器科への問い合わせメアド：	westsaitama.resp@gmail.com
　　　　※個人情報に関してのご質問はご遠慮ください。一両日中に返信いたします。

呼吸器科医長　濵元陽一郎

５階病棟にて
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メリークリスマス2016
〜Bリーグ＆コンサート〜
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　所沢西高校吹奏楽部は、１年生15人２年生19人の合計34人で顧問の梅木先生のご指導のもと、緑の豊か

な自然に囲まれた中で日々活動しています。昨年に引き続き、今年もクリスマスコンサートにお招きいただ

きありがとうございました。病院の机や壁には装飾が飾られており、可愛らしく綺麗で、私たちも楽しく演

奏することができました。

　私たちは、多くの方に楽しんで頂けるようこの日のために練習してきました。今年の演奏は演歌メドレー

やクリスマスメドレー、ハンドベルでは、きよしこの夜、アンサンブルでは、サザエさんなど、クリスマス

定番の曲から皆さんにお馴染みの曲まで、沢山発表させていただきました。演奏中に、手拍子や口ずさんで

くださったりして頂き、とても嬉しかったです。この演奏会で学んだことは、色々な方々に音楽で感動を与

えるということです。そのためには１人１人の伝えたい気持ちを表現することが重要だと思いました。

　演奏が終わったあとにアンコールも頂きとても嬉しく、また、演奏して良かったと思いました。普段は夏

のコンクールや３月に開催される定期演奏会に向けて、クラシックやポップス、ジャズなど沢山のジャンル

を練習していますが、今回の病院でのコンサートで学んだことを活かし、これからも日々練習に励んでいこ

うと思います。貴重な機会を頂き、本当にありがとうございました。これからも所沢西高校吹奏楽部をよろ

しくお願い致します。

クリスマスコンサートを終えて
埼玉県立所沢西高等学校　吹奏楽部部長　伊藤かなえ
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NHO⻄埼⽟中央病院 2017年1⽉ Vol.6No.3 

今年もよろしくお願いいたします。
認定看護師・専門看護師一同

認定看護師・専⾨看護師便り

NHO⻄埼⽟中央病院には、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
ご参照下さい。 http://www.hosp.go.jp/~wsaitama/about/cnt0_000034.html 

活動紹介

沖縄で開催された第70回国⽴病院総合医学会にて、坂⽊
感染症看護専⾨看護師・感染管理認定看護師が「看護実
践の可視化と論理的思考の発展を⽬指した卒後4年⽬看護
師におけるケース・スタディの教育効果と課題」につい
て、ポスター発表を⾏いました。

当院開催の地域医療従事者研修会にて、⼆神がん化学療
法認定看護師が「がん化学療法における曝露対策につい
て」、岡⾕緩和ケア認定看護師が「家族へのエンド・オ
ブ・ライフケア」について、講演をしました。

当院開催の救急隊合同勉強会にて、鈴⽊⼩児救急看護認
定看護師が、⼩児救急患者搬送症例について講演をしま
した。
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薬剤師　益子　沙織

くすりになるおはなし（29）

　新年を迎え寒さも一段と厳しくなってきました。風邪の流行る季節です。
　今回は、風邪に用いられる代表的な漢方薬についてお話します。

☆漢方薬とは
　漢方薬とは生薬（自然界にある植物や鉱物など、長い経験の中で効きめがあるとされた物質を利用
しやすい形に加工したもの）を混合して使用する治療薬です。漢方薬の特徴は生薬の複合効果にあり
ます。
　最近では一般用医薬品（OTC医薬品）の漢方製剤も多く、薬局やドラッグストアでも気軽に購入
できるようになりました。

☆風邪と漢方医学
　風邪（正式には風邪症候群）とは主にウイルス感染による咳や鼻水、吐き気
や下痢、発熱等の急性症状をまとめたものです。基本的には一定期間が経てば
治る病気なので、まずは風邪の治療の基本処置（安静、保温、栄養、水分補給）
を行い、その上で辛い症状の緩和を目的とした対症療法が行われることが一般
的です。
　漢方医学では「風邪にかかったらまずは体を温めて治癒を早める」ことを目
的として、治療を進めます。風邪というのは、かかっている時期で症状が刻々
と変わっていくため、症状や体力に応じて薬を変えていくという方法がとられ
ます。

☆代表的な漢方薬について
◎葛根湯（構成生薬：桂枝、麻黄、生姜、葛根、芍薬、大棗、甘草）
　効能・効果＊比較的体力がある人の、風邪の引き初め、寒気、ひどい頭痛・肩こりに。
◎麻黄湯（構成生薬：麻黄、桂枝、杏仁、甘草）
　効能・効果＊体力が十分にある人の、高熱、強い寒気、体の節々の痛みに。
◎小青龍湯（構成生薬：麻黄、桂枝、細辛、半夏、五味子、芍薬、乾姜、甘草）
　効能・効果＊体力が中等度又はやや虚弱な人の、薄い水様の痰を伴う咳や鼻水に。
◎麦門冬湯（構成生薬：麦門冬、粳米、大棗、半夏、人参、甘草）
　効能・効果＊体力中等度以下の人の、痰が切れにくく、強いせきこみ又は喉の乾燥感に。

☆注意事項
　基本的には水または白湯と共に、食前または食間（食後２時間）に服用します。
　漢方薬にも西洋薬同様、多くの副作用報告があります。また、飲み合わせの悪
いお薬もありますので、服用中に症状が悪化したり、服用していても症状が改善
しない場合には、医師又は薬剤師にご相談ください。
 参考：ツムラ「Kampo view」(https://www.kampo-view.com/)
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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。


