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『春爛漫』〜旧鎌倉街道の歴史に残る合戦地・小手指古戦場跡地の一角に当院は在る。〜
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基本理念
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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
この度、４月１日付けで国立循環器病研究センターより異動してまいりました事務部長の
外村（ほかむら）正美と申します。
国立病院機構の病院で勤務するのは初めてで、今はその責任の重さに改めて身の引き締まる
思いです。
西埼玉中央病院は地域医療支援病院として、多くの諸先輩の方々が、地域の皆様に信頼され
る安全・安心な医療の提供、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ニーズに少しでもお応えできる病

事務部長

外村

院の健全な経営に取り組んでいきたいと思います。

正美

病院職員の皆様、地域の医療機関の皆様のお力添えを戴きたいと思っておりますのでどうぞ
よろしくお願いします。

この度、４月１日付で関東信越グループより異動して参りました管理課長の竹森友治と申し
ます。これまで、関東信越グループに勤務してきて、各病院の支援という形で携わらせていた
だきましたが、病院の勤務は大変久々となります。
満開の桜に囲まれ、また職員の皆さんから気軽くお声をかけていただき、大変嬉しく思って
います。微力ではありますが病院が発展できるよう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。
管理課長

竹森

友治

『健康フェスタ』開催のご案内
内容：西埼玉中央病院の医師や看護師等による各種医療相談や骨密度等の測定など

５月12日（金）11：00～15：00

日時：

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。

※西埼玉中央病院は「子育てＨＵＧフェス」に参加します
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新任医師紹介

新生児科医長

藤永

英志

今年度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。これまで、市立岸和田市民病院、
京都大学医学部附属病院、日本赤十字社和歌山医療センター、国立成育医療研究センターにて小児医療・
新生児医療に従事して参りました。また、肺血管形成の面から肺の発達・発育についての医学研究も行っ
てきました。
少子化が進む世の中では、子供こそが家族だけでなく社会にとっての宝です。この地における地域小
児医療へ貢献できる機会をいただいたことに感謝するとともに、その重大な責任を果たすべく精進する
所存です。
西埼玉中央病院のNICU（新生児集中治療室）は現在閉鎖中ですが、分娩数は増加傾向ですので、周
産期医療のさらなる充実にも貢献できるよう努めていきたいと思います。よろしくお願いいたします。
2017年４月より西埼玉中央病院に赴任となりました、小児科の飯倉克人と申します。
アレルギーの診療を東京慈恵会医科大学本院にて約２年、国立病院機構相模原病院の小児科にて約４
年間勉強してきました。当院でのアレルギー診療の進展に力添えできたらと考えております。また、一
般小児科診療にも力を入れてゆく所存であります。よろしくお願いします。

小児科医師

飯倉

克人

小児科医師

権守千寿瑠

今年度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権守（ごんもり）千寿瑠と
申します。慈恵医大を卒業後、初期研修も慈恵柏病院でしておりました。小児科１年目であり、また、
初めて外病院に出るということで、大変恐縮しておりますが、小児科医を志した初心を忘れずに皆様の
ご指導の下、精一杯頑張っていきたいと思います。まだ数日しかたっておりませんが、皆様のたくさん
の温かいお言葉に感謝しております。
未熟な部分が多くご迷惑をお掛けしてしまうこともあるかと思いますが、自分にできることを少しで
も多く見つけ、子ども達が元気になれるよう精進致しますので、今後ともどうぞよろしくお願い申し上
げます。
2017年４月より西埼玉中央病院で勤務させて頂くこととなりました、後期研修医２年目の西山翔子
と申します。私は生まれも育ちも福岡県で、大学から上京して参りました。東京慈恵会医科大学を卒業
後、初期研修を同大学の附属病院で行い、現在は糖尿病・代謝・内分泌内科に所属しています。
先生方をはじめ、多くのスタッフの皆様のお力添えのもと、
「患者さんやご家族にとって心温まる医
療を」をモットーに、一日一日を大切にして日々精進して参りたいと存じます。内科医としても専門分
野でもまだまだ未熟ではございますが、謙虚に楽しく頑張りますのでどうぞ宜しくお願いします。

内科医師

西山

翔子

2017年４月より内科に着任いたしました、森武美帆と申します。私は東京理科大学薬学部を卒業し
て薬剤師免許を取得し、大学院で２年間基礎研究に従事しました。その後研究の課題でもあった予防医
学を志し大分大学医学部に学士編入学しました。医師免許取得後は出身地の東京に戻り、東京慈恵会医
科大学附属病院にて初期研修を行いました。初期研修中、予防医学の実践に重要な領域であると感じた
糖尿病・代謝・内分泌内科に入局しました。糖尿病・代謝・内分泌内科医としては今年度で４年目とな
ります。地域の皆さまの健康寿命を長らえるために少しでも貢献できるよう精進いたしますのでよろし
内科医師

森武

くお願いいたします。

美帆

にしさいたまちゅうおう
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新任医師紹介
2017年４月より西埼玉中央病院に勤務させていただくことになりました呼吸器科の児玉裕章と申
します。私は群馬大学を卒業後、東京都立川市の災害医療センターにて初期研修を行い、今年度より呼
吸器内科医としての第一歩を踏み出しました。
呼吸器疾患は罹患率が多い一方で医師数は循環器・消化器などと比較して少ないと聞いております。
当院でも昨年から呼吸器科が新設されたとあって、その需要の大きさ、責務の大きさに身が引きしまる
思いです。
呼吸器内科はおろか医師としても未熟ではありますが、少しでも早く独り立ちし病院の先生方、
スタッ
呼吸器科医師

児玉

裕章

フの方々、地域の先生方と共によりよい医療を提供できるよう日々精進してまいります。どうぞよろし
くお願いいたします。
東京慈恵会医科大学附属病院より異動してまいりました、消化器内科の出口雅彦と申します。今年度
より消化器科で勤務させて頂くことになりました。私は岩手医科大学を卒業後、初期研修を国保松戸市
立病院で行い、後期研修より２年間慈恵医大消化器内科で研修させて頂きました。出身は茨城県で、将
来は地元で医療に従事することも考えております。そんな私にとって、西埼玉中央病院のように地域に
根付いた病院で勤務させて頂けるのは、とても貴重な経験になると考えております。不慣れな点も多々
あり、御迷惑をかけることもあるかと思いますが、皆様の力を借りながら日々、より良い診療を提供す
るため努力していく所存でございます。どうぞ宜しくお願い致します。

消化器科医師

出口

雅彦

2017年４月より西埼玉中央病院消化器肝臓内科で勤務させていただくことになりました杉山 悦郎
と申します。私は聖マリアンナ医科大学を卒業後、慈恵会医科大学附属病院にて初期・後期研修医を行
い、その後消化器内科に入局しました。私は東京都国立市出身であり、ここ西埼玉中央病院も同じ多摩
地区の病院ということで、地元に恩返しができると考えています。まだまだかけだしではございますが、
多くのことを吸収し成長できるように日々精進いたします。これからも患者さんのお力になれるように
精一杯頑張っていきますのでよろしくお願いします。
消化器科医師

杉山

悦郎

市民公開講座のお知らせ
日付

曜日

時間

場

所

テーマ

担

当

H29.5.26

金

14:00～15:00

研修棟研修室

H29.6.23

金

14:00～15:00

研修棟研修室 薬と痛みのお話

薬剤師

H29.7.28

金

14:00～15:00

研修棟研修室 地域医療連携について（仮）

看護部（地域医療連携室）

女性のための腰痛予防・骨盤体操（女性限定・年齢不問） ２階病棟助産師
～いつまでも若く、美しく！！～
安部 有華 関
大熊

玲子

※講演日程、時間、テーマ、講師は変更となる場合があります。
※定員になり次第受付終了とさせていただきます。
※詳細は担当（経営企画室 たむら 04－2948－5951）までご照会ください。
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活動紹介

がん化学療法看護認定看護師 二神 智子
がん化学療法看護は、がん化学療法を
受ける患者と家族を支え、安全を守って
いくことを使命としています。
普段は7階に勤務しておりますが、水曜
日の活動時間を利用して、がん化学療法
が治療の選択肢となった時の説明場面に
同席したり、がん化学療法の副作用対策
についてご相談にのったりしています。

学会発表
平成29年2/24～2/25神戸で開催された
日本環境感染学会において、坂木感染管理認定
看護師/感染症看護専門看護師が「医療器具関連
サーベイランスのRuleとRole」について講演を行い
ました。
事例検討会

認定看護師/専門看護師による
事例検討会を月1回行っています

坂木感染管理認定看護師/感染症看護認定看護師
「症例報告のプレゼンをUPしよう」
鈴木小児救急看護認定看護師
「子どもの事故調査シートについて」

日々の看護に
活かしています！

二神がん化学療法看護認定看護師
「腎障害のある患者」
NHO西埼玉中央病院には、現在8名の（社）日本看護協会認定看護師/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/cn0_000034.html

にしさいたまちゅうおう
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くすりになるおはなし
（30）
薬剤師

藤田

詩織

新年度が始まり、健康診断の季節となりました。
健康診断の結果で特に気になるのが「血圧」だという方も多いのではないで
しょうか。今回は血圧についてのお話です。
☆血圧☆
血圧コントロールの目標は一般的に、病院での血圧：140/90mmHg未満、家庭での血圧：
135/85mmHg未満とされています。しかし、年齢や合併症の有無などにより、実際の目標値は様々
です。この機会にご自身の血圧と目標値を知っておくのも良いと思います。また高血圧にも種類があ
り、病院だけでなく自宅でも血圧を測定することが大切です。
▶仮面高血圧
家庭にある血圧計で、朝に血圧を測ったときは高くても、昼に病院で測ると正常な
値となっていることがあります。
「診察室で測ると血圧は正常なのに家庭で測る血圧
が高く、診察室の測定だけでは高血圧であると分からない状態」を、仮面をかぶった
ように本当の姿がかくされていることから「仮面高血圧」と呼びます。
▶白衣高血圧
仮面高血圧とは反対に、家庭で血圧を測ると正常なのに、病院で測ると家で測ると
きよりも高くなることがあります。
いろいろな要因はありますが、医師や看護師の白衣を見ると緊張して血圧が高くな
ることが多いことから「白衣高血圧」と呼びます。
☆血圧手帳☆
仮面高血圧や白衣高血圧を見逃さないため、
「血圧手帳」というものがあります。
家庭で測った血圧を記入した手帳を診察の際に持参していただきます。これにより、
日々皆さんの血圧がどのような状態なのかわかり、診察にとても役立ちます。薬局で
無料で配布しているので、ぜひ活用してみてください。
◆降圧薬（血圧を下げる薬）は飲み続けなければいけないの？
朝、家庭で測った血圧が低かった時でも、皆さんはお薬を飲んでいますか？これは薬の効果で血圧
が下がっている状況なので、血圧が低ければ薬を飲まなくていいというわけではないのです。医師は、
患者さん一人ひとり、血圧の状態を確認しながら薬の調節をしています。そのためご自身の判断で薬
を飲まなかったりすると、その後の調整が難しくなってしまうのです。薬についてはご自身で判断せ
ず、必ず医師に相談してください。
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埼玉西武ライオンズ

～西埼玉中央病院慰問～
３月31日（金）に埼玉西武ライオンズの山田遥楓
選手（背番号52）と藤田航生選手（背番号67）が来
院し、患者さんやそのご家族と握手をするなどお見舞
いをしていただきました。
当日は「埼玉新聞」の取材を受け４月３日（月）に
掲載されました。

NHO PRESS

～国立病院機構通信～について

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 2522）

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

ファミリーマート

ガソリンスタンド
イエロー
ハット

スーパーバック
工場

〒

看板あり
セブンイレブン

ガスト

／
／

※その他の日も救急随時受付ています。
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(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)

にしさいたまちゅうおう

