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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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　この９月から呼吸器内科医として入職しました、石井　尚と申します。私は神奈川県出

身で、初期研修を同県で行いました。後期研修は、東京慈恵会医大の糖尿病代謝内分泌内

科で行い、その際１年間ほど西埼玉中央病院で診療を行ったことがあります。この度、診

療科を変え、呼吸器内科医としてこの病院で働くことになりました。当院呼吸器科では呼

吸器疾患全般、喘息・COPDから、肺がん治療に至るまで積極的に診療に取り組んでいます。

更には全国規模の臨床研究にも多く携わっており、日々学ぶことがとても多い診療科です。

以前勤務していたことより、所沢という土地にも縁を感じ、とても気に入っています。首

都圏から近いものの，広大な航空記念公園や，ホタルの舞う小川があり、となりのトトロ

の舞台となった八国山緑地や武甲山のそびえる秩父が近く、四季折々の自然に大変恵まれ

た場所だと思います。自宅には４歳の柴犬がおりますが、愛犬の散歩する場所にも困りま

せん。その他には趣味で海水魚の飼育、スポーツでは夏は登山とカヌー、冬はスノーボー

ドをしています。この地域の皆様に必要とされる呼吸器科診療を出来るよう、心がけて仕

事していきます。至らぬことも多いと思いますが、皆様どうぞ宜しくおねがいします。

　この度、10月１日付で西埼玉中央病院に着任いたしました、奥井　一成と申します。

　異動前は約１年間、東京慈恵会医科大学附属第三病院で勤務しておりました。第三病院

は大学病院の側面をもちつつも、地域のクリニックの先生方との連携を大事にしていた病

院でした。西埼玉中央病院では、より地域に根差した医療が重要になってくると思います

ので、埼玉県の地域医療に携わりそして、貢献できれば幸いです。また、NICUなどの領域

に関しても基礎からしっかりと学びたいと考えております。

　千葉県出身のため、埼玉県に関しては知らないことも多く、いろいろと教えて頂ければ

嬉しいです。また、学生時代はハンドボール部に所属しておりました。部活で培った体力

をもとに、これまで以上に切磋琢磨し、仕事に邁進していく所存でございます。

新しい職場に慣れるまでは何かとご迷惑をおかけしますが、ご指導ご鞭撻のほど、何卒宜

しくお願い申し上げます。

呼吸器内科
石井　　尚

小児科
奥井　一成

新 任 医 師 紹 介
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病院正面の看板をリニューアルしました。

通院治療センター移転について

　４月に耐震工事が完了し、新しくなった正面玄関に病院の看板表示（左）を行い 新たにロータリーにタワ
ーサイン（右）を設置しました。

　今年10月１日(月)より眼科、隣にリニューアルオープンいたしました。
　今までの部屋よりも広くなり、明るい部屋となりました。ベッドのほかに、チェアベッドが２台加わりま
した。ぜひご利用ください。
　利用していただく皆様が、安心して治療が受けられるように看護ケアの提供を行っていきます。
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2F　NICU（新生児集中治療室）
 ２階病棟　看護師長　阿部　聖世

NICUってどんなところ？
　NICUとは、Neonatal　Intensive　Care　Unitの略で「新生児集中治療室」のことをいいます。
　生まれた時の体重が2500ｇ未満であったり、37週未満に生まれてしまい、呼吸状態が整っていない赤ちゃんや病気をもっ
て生まれた赤ちゃんなどが入院するところです。
　当院のNICUは、在胎週数34週以降、出生体重1800ｇ以上の赤ちゃんを受け入れています。

　お母さんのお腹の中で大切に育ててもらった命…赤ちゃんが一日も早く、ご両親のもとで過ごせるように、私たちはたっぷ
りの愛情を注ぎながら、治療と看護をさせていただいています。
　また、一人一人の赤ちゃんに合わせた成長発達が促進されるように、専門知識をもったスタッフが、誠心誠意看護にあたり
ます。

２階病棟　産婦人科
　2F　NICUは、2階病棟の産婦人科病棟の中にあります。
　家族みんなで赤ちゃんの誕生を喜びあえるお産をサポートさせていただいております。
　分娩件数は、現在30～40件/月ですが、今後は増やしていく予定ですので、ぜひ当院
をご利用ください。
　助産師28名と新生児の専門知識をもった看護師で皆さんをお待ちしております。
　また、お母さんの育児技術習得や育児疲れ
のサポートケアとして、産後入院も行ってお
ります。産後入院は、当院出産の人に限らず、
他院でご出産された方もご利用できます。
所沢市・入間市・狭山市在住の方は、市から
の補助制度があります。各保健所にお問い合
わせください。

　オプションでアロマトリートメントも行っております。
　ぜひ、全身リラックスをお試しください。

▲︎この様なお部屋でお産もできます
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子育てＨＵＧ（ハグ）フェス（9月8日）に参加しました。
 経営企画室長　山本　邦夫
子育てＨＵＧフェスとは
　「こどもたちを育む・パパママを育む・こどもとハグする」プレママと子育て中の家族を応援するイベン
トで毎年を行われています。

Hug=こどもたちを育む・パパママを育む・こどもと
　　　Hugする

子育ては、毎日笑顔が生まれ喜びがある。…と同時に
悩み、反省の連続。

みんな同じ。　ひとりじゃない。

地域とツナガル子育てを楽しみませんか？
 
　昨年に引き続き今年もHＵＧフェスに参加しました。今年の開催場所は西武狭山線西所沢駅に程近い、所
沢市立泉小学校に隣接した「SAVE AREA & C.V.C モール」（所沢市山口647－4）で行われ、当院からは
看護部、事務部の計4名が参加し、子供たちに楽しんでもらえるよう「釣りゲーム」と「ちびっこナース、
ちびっこドクターの白衣に着替えてみよう！！」の写真撮影会を実施、来場者へは産後入院パンフレット等
の資料を配布し、当院のPRに努めました。

  

　「釣りゲーム」は毎年、人気でビニールプールに入った景品を釣り上げるものですが、子供たちの中には、
景品よりも釣ることに夢中になっていた子供が何人もいました。「ちびっこナース、ドクターの白衣の撮影会」
では最近、よく耳にする「インスタ映え」することから子供よりもむしろ保護者の方々が積極的で数多くの
方が参加されました。主催者発表では約350世帯の来場者があり、保護者の中には「１人目は西埼玉中央病
院で産まれました。」「夜間の救急でお世話になりました。」等の言葉をかけられ地域に密着した病院であるこ
とを再認識し、たいへん盛況のうちにイベントは終了しました。
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西埼玉中央病院 年 月

西埼玉中央病院には、現在 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 をご参照くだ
さい。
http://www.hosp.go.jp/~wsaitama/about/cnt0_000034.html

事例検討会実施報告
9/7 「発熱性好中球減少症の患者」
がん化学療法看護認定看護師二神智子が担
当し19名の参加がありました。
10/5「誤嚥性肺炎患者のケア-禁食後に
食事を開始する時のケアのポイント-」
慢性呼吸器疾患看護認定看護師伊藤幾代
が担当し19名の参加がありました。

今後の活動
「地域医療連携交換会」
月日： 月 日（水） ： ～
テーマ：手指衛生と手荒れの

深イイ話
講師：坂木晴世感染症看護
専門看護師 感染管理認定看護師

神戸国際展示場・神戸国際会議場において第72回国立病院総合医学会
が開催されます。
日時：2018年11月9日(金）～10日（土）

以下の２題を発表します
▼患者対看護師比が新生児集中治療室の極低出生体重児の

メチシリン耐性黄色ブドウ球菌伝播に与える影響
坂木晴世感染症看護専門看護師/感染管理認定看護師

▼抗がん剤投与における暴露対策に関する教育・訓練
～抗がん剤投与場面の直接観察を実施して～

二神智子がん化学療法看護認定看護師

即、実践に活かせる内容です。
多数ご参加ください。
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薬剤師　加藤　由起子

くすりになるおはなし（36）

　うだるような暑さも落ち着いて過ごしやすい秋がやってきました。秋といえば、
スポーツの秋、芸術の秋、そして食欲の秋！ついつい食べ過ぎてしまい、胃薬の
お世話に……なんて方もいらっしゃるのではないでしょうか。今回は日常よくお
世話になるけれど、意外と知らない「胃薬」のお話です。

　一言で「胃薬」といってもその種類は様々で、症状に合った胃薬を選ぶことが大切です。
以下に主な胃薬をご紹介します。胃薬を処方された時やご自身で購入する時にはその薬がどんな作用
をもつ薬なのか気にかけてみてください。

☆出過ぎた胃酸を抑えるお薬・胃酸から胃を守るお薬
■H2ブロッカー、プロトンポンプ阻害薬
　胃は胃酸で傷付かないように胃粘膜で保護されていますが、胃酸の量が多くなると胃粘膜で防御し
きれなくなります。この薬は過剰な胃酸分泌を抑えることで、胃・十二指腸潰瘍や急性胃炎による胃
痛などを改善します。
■制酸薬
　出過ぎた胃酸を中和することにより、胃もたれ、むかつき、胸やけ
などを和らげます。
■胃粘膜保護薬
　胃粘膜を増加させ、防御機能を高める働きがあります。傷付いた胃粘膜を覆っ
て修復したり、胃の血流を増加させることにより胃粘膜の再生力を高めます。

☆胃の痙攣を抑えるお薬
■鎮痛鎮痙薬
　胃の運動をコントロールする副交感神経や平滑筋に作用し、過度な運動や緊張を抑えることで胃痛
などを改善します。

☆胃の働きを助けるお薬
■消化薬
　消化酵素を含むお薬で、消化を助ける働きがあります。食べ過ぎや飲み過ぎ、消化不良による胃も
たれなどを改善します。
■健胃薬
　胃の運動や胃液分泌などといった胃の機能を高める薬です。味やにおいによる
刺激で唾液や胃液の分泌を盛んにします。
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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)

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。
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※その他の日も救急随時受付ています。

平成30年度地域医療従事者研修会予定表

日付 曜日 テーマ 担　当 場　所

11月14日 水
コメディカル（看護部（感染管理）、

薬剤部、放射線科）
※地域医療連携交換会

講　演：19～20時
懇親会：20～21時


