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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。
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院長就任挨拶

独立行政法人国立病院機構
西埼玉中央病院

院長

小

村

伸

朗

2018年４月１日付けをもちまして、独立行政法人国立病院機構西埼玉中央病院第10代の院長を拝命しました小
村伸朗（おむらのぶお）です。どうぞよろしくお願い申し上げます。わたしが当院に赴任したのは2014年７月１日
のことで、統括診療部長として参りました。わたしの専門は外科、とくに消化器外科であり、“大学病院と同等の医
療提供”と“自己完結型医療”を大きな目標として掲げました。当院に赴任前、東京慈恵会医科大学附属病院（新橋）
消化管外科診療部長の職にあり、食道・胃・小腸・大腸・肛門などに関するさまざまな疾患に対し、最先端の医療を
提供して参りました。特に腹腔鏡下手術はもっとも得意とするアプローチ法であり、低侵襲医療を実施してきました。
この所沢の地におきましても、大学と同等の医療を提供したい、そして他施設に極力紹介することなく、この病院に
かかられた患者さんの治療は当院にて完結することがわたしの目標であり願いです。幸い優れた医療技術を持つス
タッフに恵まれ、また大学医局も全面的に支援をしてくれた結果、当院として初めて施行する術式をいくつも導入す
ることができましたし、術後成績も満足行くレベルまで向上し、外科医療の底上げに貢献できたものと考えておりま
す。
この度、院長職に就くにあたり、外科のみならずすべての診療科に目を配り、地域の皆様方に満足して頂ける医療
を提供していくことがわたしの責務と考えており、その職務の重さを痛感しています。２０１２年７月からは埼玉県
より地域医療支援病院として認可を頂いており、医療連携機関としてご登録頂いた病院・クリニックは２００施設を
超えております。近隣の先生方よりご紹介を頂いた患者さんに対し、的確な診断と適切な治療を遂行し、そして地域
の先生方へ逆紹介していくスタイルが当院としての理想の形態です。患者さんに満足して頂けるような医療、心のこ
もった医療を提供していくことは当然の努力義務であり、その目標に向かって職員が一丸となって知恵をしぼり、精
進していく必要があります。患者さんを幸せにしていくことがわれわれの願いでありますが、わたしを含めた職員も
同じ一人間であり、様々なストレス環境下で生活しております。“職員の幸せなくして患者の幸せなし。”患者さんに
良い医療を提供するためには、職員の幸福度を確実にアップさせていくことがきわめて重要と考えています。患者さ
んやご家族に笑顔になって頂くには、職員が笑顔で接することのできる職場環境そして家庭環境が必要です。このこ
とは院長として心に留めておく必要があります。いろいろな意味合いでの働き方改革が求められることになります。
‘人を動かす’ということは非常に難しいことです。しかし、このマネジメントなしに良い病院運営はできません。
患者さんが当院で治療を受けて頂き、
“この病院にかかって良かった”と感じて頂けるのであれば、医師として院
長として望外の喜びであります。
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新任医師紹介
この度、4月に副院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。
平成23年４月に西埼玉中央病院に赴任し、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
ました。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、小村

新院長と共に、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

副院長

橋本

伸朗

浩一

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。

こんにちは。4月1日付けで特命副院長（経営、医療安全担当）を拝命しました石井です。当院には
2004年10月より産婦人科医として勤務しており、かなりの古株になります。これまでの勤務では分
娩の一時休止など苦しい時期もありましたが、好きな臨床を継続できたのは病院スタッフの皆様や信頼
して通院して頂いた地域の皆様のお陰だと心より感謝申し上げます。微力ながら愛着のある当院の発展
に少しでも貢献できればと考えています。元々当院は大学病院などの大病院と比較すると、診療科間や
特命副院長

石井

賢治

職種間のセクショナリズムがなく、お互いに顔の見える連携ができる病院で、働きやすい職場環境であ
ると感じています。職場の風通しの良さは医療安全に直結しますし、ひいては経営改善にも繋がるもの
と思います。忙しいことやきついことがあっても、意見を出し合いながら活気のある職場で楽しく仕事
をしましょう。よろしくお願いします。

統括診療部長拝任に際し、一言御挨拶申し上げます。
私は、当院整形外科診療部長に平成２１年に着任し、以来９年間、本地域の診療に従事して参りまし
た。この間、地域の皆様の御支援・御協力を賜り、特に大きな問題も生じず、大学医局からの派遣医師
と共に、大学病院とほぼ同等の高度医療サービスの提供に努めてきました、その結果、地域医療への貢
献度は年々大きくなっており、責任の重さをひしひしと感じております。
統括診療部長

吉田

衛

近年、医療を取り巻く環境は大変厳しく、多くの課題があります。適正な医療サービスの提供はもち
ろんのこと、医療安全、コンプライアンス遵守、さらに最近は、医療従事者の働き方改革などがありま
す。これらの課題をクリアするためには、経済的な因子も重要であり、健全な病院経営が必須でありま
す。このように、これからの時代の医療には、医学、経済学、倫理学、法律学などの幅広い見識と、情
報分析などを駆使した統括的なマネージメントが必要であります。
今後も様々な課題が生じることと思いますが、臨機応変に柔軟に対応できるよう、日々準備を怠らず、
万全の態勢で臨めるよう努力精進していきたいと考えております。健全な病院運営におきまして、引き
続き、地域住民の皆様の御協力、御理解を賜われれば幸いです。

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

土渕

真紀子

この度、
4月1日付けで下総精神医療センターから配置換えで参りました看護部長の土渕真紀子です。
今年は、春の訪れが早く桜も満開の時期が過ぎ、代わりにピンクの花水木が迎えてくれました。看護部
長として2施設目になります。国立病院医療センター（現国立国際医療研究センター）附属看護学校を
卒業して、同センターに就職して18年勤務後国立がんセンター中央病院（現国立がん研究センター中
央病院）に看護師長で昇任し、NHOに異動し神奈川県、千葉県と当院で7施設目になりますが埼玉で
勤務するのは初めてです。出身は山形ですが、3月の引継ぎ時に4階のレストランハイビスカス&さく
ら亭の店長さんと偶然出身高校が同じであることがわかり、緊張感がほぐれました。西新宿の自宅から
通勤しておりますが、木々に囲まれた自然豊かで閑静な当院の環境が癒やしになっており、パワーにも
なります。きっと患者さんにも療養環境に満足していただけるのではないでしょうか。看護部は、「心
のこもったあたたかい看護の提供を目指します」という理念のもと、患者さんに安全・安心な適切な看
護サービスができるように日々研讃し努力して参ります。専門職として信頼されるケアを提供し継続し
ていけるような看護職を育成し、心も身体も健全で、看護力を発揮することができ、生き生きと働ける
職場環境に整えて行きたいと思います。また、地域医療支援病院の承認を受けている当院の役割を発揮
して、地域の医療関係者や住民の方々にも信頼され、この病院を選んで良かったと思っていただけるよ
うに貢献出来るよう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。
平成26年１月より外科部長職にて赴任し、この度平成30年４月１日付けで外来診療部長職を拝命し
ました平林剛と申します。東京慈恵会医科大学外科学講座に所属しており、外科診療を中心に従事して
おります。これからは自分の役目の一つとして、レジデント、スタッフに対しては患者様に対する責任
感と医師としての判断力および決断力、技術の向上を目指して指導して参ります。また院内診療科との
連携をより一層深め、垣根のない医療ができる環境を整えていき働きやすい環境の下、患者様にも満足
感のある良質の医療を提供できる様に目指して参ります。病院基本理念、また新院長小村先生の方針を

外来診療部長

踏まえつつ、病院スタッフの協力を得ながら一人ひとりの患者様の希望に沿った最善かつ安全な医療の

剛

提供に努め、近隣病院と連携して地域医療に貢献して参りますので、どうぞよろしくお願いいたします。

経営企画室長

平成30年4月1日付けで国立病院機構東京病院より異動して参りました経営企画室長の山本邦夫と
申します。これまでの勤務地は北関東の施設が多く（栃木、霞ヶ浦、宇都宮）埼玉の地は初めてとなり
ます。諸先輩方から当院の経営状況は平成24年度以降、厳しい状況が続いておりますが改善の方向に
向かっていると聞いております。今年度は診療報酬改定により医療を取り巻く環境は益々厳しくなって
おります。
重症度、医療、看護必要度の評価等、対処すべき課題はたくさんあります。施設基準を維持し経営の
安定化を図り、地域の患者さまからの信頼はもとより、地域に貢献できる病院として頑張っていきたい
と思っておりますので、よろしくお願いいたします。

平林

山本

邦夫

市民公開講座のお知らせ
日付

曜日

時間

H30.5.25

金

14:00～15:00

場

所

研修棟研修室

テーマ
さらに
健康寿命をのばそう

担
３階病棟看護師
濱田 勇気・松本

当
佳奈恵・藤田

※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（経営企画係長 ０４－２９４８－５９５１）までご照会ください。
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美優

事例検討会

NHO西埼玉中央病院 2018年4月 Vol.8 No.1

認定看護師/専門看護師による事例検討会をはじめて、今年で6年目に
なりました。今年度も月に1回開催しますので、是非ご参加ください！
17時30分より1時間程度を予定しています。当日参加の方はご一報く
ださい。

＜今後の予定＞
日時

領域

担当

5月11日（金）

小児救急看護

鈴木CN

6月1日（金）

感染症看護

坂木CN/CNS

6月29日（金）

プレゼンの極意

坂木CN/CNS

☆7月・12月にｸﾘﾆｶﾙｲﾝｼﾞｹﾞｰﾀｰ ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ会も開催予定です。
MRSA発生率や病棟別尿道カテーテル関連感染発生率、褥瘡発生率、
研修参加率などを伝達します。

ｸﾘﾆｶﾙｲﾝｼﾞｹﾞｰﾀｰ
とは？

臨床指標のことで、医療の質を
定量的に評価する指標のことを
言います。結果から課題や改善
点を見つけ出し、質の向上を目
的とするものです。

学会発表
2月に東京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2つのシン
ポジウムでシンポジストとして講演し、
教育講演、スイーツセミナーでの講演
を行いました。
また、武田感染管理認定看護師/感
染症看護専門看護師が「看護師の感染
予防行動定着に向けた取り組み」につ
いて発表しました。（写真）
♬NHO西埼玉中央病院には、現在7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

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
（34）
薬剤師

大越

千紘

今年も花粉症の季節がやってきました。花粉症の患者数は増加の一途をたどり、
スギ花粉症だけで1500万人以上、日本の花粉症総人口は2000万人以上、5人に1人は花粉症と
もいわれ、今後も増加することが予想されています。
そこで、今回は花粉症についてのお話です。
☆花粉症とは…
花粉症は、スギなどの花粉（抗原）が原因となって起こるアレルギー疾患の一つです。
特にスギ花粉症は冬の終わりから春にかけて、くしゃみ・鼻みず・鼻づまりなどの症状で多くの人
を悩ませています。日本では、スギのほかにもヒノキ、イネ、ブタクサ、ヨモギなど約50種類の植
物が花粉症を引き起こすとされています。
☆花粉症の治療法
①対症療法（症状を和らげる治療法）
；薬物療法
花粉が飛びはじめる前、
もしくは症状が軽いうちから治療を始めると、症状が出るのを遅らせたり、
軽くしたりできる可能性があるため、早めの対策が大切です。
抗ヒスタミン薬
花粉症の治療薬として主に使われる薬で、経口薬、点鼻薬、点眼薬があります。くしゃみ、鼻水、
目のかゆみなどを引き起こすヒスタミンの作用をブロックします。大きく分けると、第1世代と第2
世代の2種類があり、最近では眠気や口の渇きなどの副作用が軽減された第2世代抗ヒスタミン薬が
よく用いられます。
化学伝達物質（ケミカルメディエーター）遊離抑制薬
花粉が体内に入ったとき、アレルギー症状を引き起こす体内物質（ヒスタミンやメディエーター）
が出るのを抑える薬で、経口薬、点鼻薬、点眼薬があります。
抗ロイコトリエン薬
鼻づまりの原因となる鼻粘膜の腫れを引き起こすロイコトリエンが、免疫細胞から放出されるのを
抑制する薬です。鼻づまりを改善する効果が期待できます。
その他
鼻づまりが強い時に点鼻用血管収縮薬、症状がひどい時にはステロイド薬も使用されます。
②根治療法（根本から治すことを目指した治療法）
症状の重い方には、アレルゲン免疫療法（減感作療法）が行われることもあります。
花粉エキスを少量から投与して、体を花粉に慣らし、アレルギー症状を和らげる方法です。投与法
により、皮下免疫療法（皮下に注射）と舌下免疫療法（舌下に投与）があります。治療中にアレルギ
ー反応が起こる可能性があり、副作用に対する適切な対応ができる医師のもとで行われます。
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正 面玄関のリ ニューアル報告
昨年9月より、実施しておりました耐
震改修整備工事が終了し、併せて病院の
正面玄関がリニューアルいたしました。
工事期間中は皆様にはご不便をおかけい
たしまして大変申し訳ありませんでし
た。ご理解ご協力をいただいたおかげで
ようやく工事が終了しました。ここに患
者さんをお迎えするために改修された新
たな正面玄関を一部ご紹介いたします。
もっとも大きいのは風除室を広くしク
ランク状にしたことです。これまでは病
院内にもかかわらず落ち葉とともに寒風が外来を吹き抜け寒い思いをさせていたことと思います。今回の
改修で吹き込む風を減らし、エアカーテンを設置することで待合いの患者さんに快適にお待ちいただける
ことと思います。また、池から正面玄関までの通路をバリアフリー化することで患者さんがお車で来院し
た際や車いすをご利用の方がより快適で安全に病院にお越しいただけるようになりました。その他にも外
来ホールのLED化により明るく快適なホール待合い、地域の医療連携施設の紹介案内板を設置し、より患
者さんにわかりやすい地域連携の強化を行っています。
より安全性の高い耐震改修を行うため、病院の顔である正面玄関を工事せざるを得ない状況となり、ど
のようにするべきか混乱もありまし
た。そんな中でも逆境を好機ととら
え、よりよい環境となるよう多くの
検討の結果、患者さんの利便性、快
適性を重視した新たな正面玄関に生
まれ変わりました。新しくなった正
面玄関を是非、ご確認ください。

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

