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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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新 年 の ご 挨 拶

　みなさま、明けましておめでとうございます。初春のお慶びを謹んで申し上

げます。

　今年は平成最後の年です。2019年という大きな区切りとなる新しい一年が

いよいよスタート致しました。

　毎年、師走の季節になりますと、その一年を振り返るということがどこでも

行われると思います。会社であったり、学級であったり、個人であったりとそ

の規模はさまざまですが、その一年を顧みて、称賛したり、あるいは反省した

り、そして来年の目標をたてるという作業がなされると思います。皆さんもご存じだと思いますが『今

年の漢字』が毎年12月中旬に発表されます。財団法人日本漢字能力検定協会が、その年をイメージす

る漢字を一般より公募し、もっとも応募数が多かった漢字を清水寺で森清範貫主が披露するものです。

2018年の漢字は『災』でありました。地震、豪雨、台風、猛暑といった自然の脅威を卑近なものと

して感じさせられました。2018年、西埼玉中央病院を表す漢字は『再』であったと思います。わた

し個人としましては、４月より第10代院長を拝命し、西埼玉中央病院の一勤務医としても再スタート

をきった年となりました。病院としては７月１日、ついに念願の新生児集中治療室（NICU）を約６

年振りに再稼働することができました。また耐震改修整備工事に併せて病院正面玄関のリニューアル

作業をしてまいりましたが、病院看板表示を新たに掲示し、ロータリーにもタワーサインを設置致し

ました。病院の顔である玄関がさわやかになった気がします。さらに手狭であった通院治療センター

も移転・再編成し、少しでも患者さんが快適空間のもと治療を受けて頂くよう配慮しました。

　新たなる元号は将来への希望へとつながるものになって欲しい

と思います。そして2019年の漢字は是非とも明るい話題となる

ものが選ばれて欲しいと願っております。当院としての課題は、

NICUの運営を軌道にのせること、麻酔科診療の再構築、地域の

ニーズとして求められている泌尿器科、耳鼻科、整形外科などの

医療体制の充実など山積しておりますが、わたしたち西埼玉中央

病院の職員は一丸となり、患者さんが笑顔になって頂けるよう努

力していく所存です。本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

院長　小村　伸朗
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　１月１日より医療経営部長、化学療法部長を拝命いたしました河原 秀次郎（かわ

はら　ひでじろう）です。私は東京慈恵会医科大学を卒業後、消化管外科医として特

に下部消化管を専門として大学附属病院に勤務して参りました。この間、大腸癌の治

療だけでなく炎症性腸疾患や慢性便秘症（大腸運動機能障害）に対する治療を熱心に

行って参りました。

　大腸癌に対する治療の進歩はめざましく、初回手術は、ほぼほぼ腹腔鏡で行われる

ようになりました。切除不能・再発大腸癌に対しては、有効な化学療法が開発され、

以前と比較して驚くほどの延命効果が得られる時代になりました。日常よく遭遇する

疾患である慢性便秘症は、高齢者にとっては腸管穿孔の原因となる疾患であり決して

侮れることはできません。昨年、慢性便秘症治療ガイドラインが発刊されましたが、

私はその作成委員の1人です。

　西埼玉中央病院でも大学附属病院と変わらない医療が還元できるよう努力して参り

ますので、どうぞよろしくお願いいたします。

　2019年１月より西埼玉中央病院に着任しました松本 倫と申します。専門は消化

器外科です。当院で手術を中心に内視鏡検査なども行います。手術に関しては疾患ご

とに適応を十分に考え、積極的に鏡視下手術を施行したいと思います。合併症の少な

い安全な治療をこころがけたいと思います。消化器疾患で御相談がありました、御紹

介いただければと思います。西埼玉中央病院、近隣の先生がたに御協力いただき、患

者さんの治療に真摯にあたりたいと思います。よろしくお願い致します。

新 任 医 師 紹 介

医療経営部長
化学療法部長
河原秀次郎

外　科
松本　　倫
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　今年は産科病棟副看護師長として３年目になります。昨年までより少し気持ちに余裕

を持ち、病棟全体で同じ目標に向かっていけるよう、病棟師長・スタッフとよく話をし

て働きやすい病棟を目指していきたいと思っています。プライベートでは、料理嫌いを

少しでも治すために、台所に立つ機会を増やす努力をしたいと思います（毎年思っては

いるのですが…）また、学生の頃からずっとバレーボールをしていますが、平均年齢20

歳の強豪チームに勝てず、昨年はすべての大会で２位に終わりました…。今年こそ優勝

カップを手にできるように、そして、だんだん衰えを感じる体力・筋力を何とか維持で

きるように頑張りたいと思います！！今年もよろしくお願い致します。

　新年明けましておめでとうございます。

　年女(亥年)ということで皆様を代表して新年の抱負を述べさせていただきます。

　平成30年４月に入社し９ヶ月が経過いたしました。社会人として、これまでとは環境

も一変し、自分の知らない知識・新しいものの考え方を学ことができました。今年は、

仕事を１つずつスキルアップしさらに人間的にも成長していけるよう努力していきます。

目標に向かって「猪突猛進」一直線に突き進みたいと思います。

　諸先輩方にはご迷惑をかけることが多々あると思いますが、戦力になれるよう努力し

てきますのでご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。

　「今年の抱負」は「自分を変える」です。

　西埼玉中央病院に着任し４年が経とうとしています。昨年は内部での配置換を経験し

ました。３年間給与係長を経験し、当院のことを多少なりとも理解しているつもりでし

たが、まだまだ知識・経験が不足しており、他部署の方々にご迷惑をおかけしました。

　しかし、もう36歳。若手と言える年代ではありません。目の前の課題に立ち向かい解

決する知識と術を身につけなければいけません。また健康にも気をつけなければいけま

せん。

　まず具体的に取り組みたいことは「一人酒をやめる」です。これまでは一人で夜な夜

なアルコールに手を伸ばし、ストレスを発散していました。これからは他部署の方々と

積極的に交流を持ち、意見交換を行うことで自分自身の知識を増やしていきたいと思い

ます。さらに家で一人でいる時は休肝日とし、肝臓を休めたいと思います。

　この取り組みにより、結果として増加した体重が戻り、将来の伴侶が見つかれば言うこ

とはありません。

今 年 の 抱 負

副看護師長
菅田　由似

契約係
和田　綾女

契約係長
杉山　亮平
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第17回西埼玉中央病院地域医療連携交換会を開催しました
 経営企画室長　山本　邦夫
　平成30年11月14 日（水）に地域の医療機関との医療連携の
推進を目的とした地域医療連携交換会を開催しました。交流会と
しては今年で17回目の開催となり、地域の医療機関の先生方及び
医療スタッフの皆様方にご参加いただき、当院の職員など総勢
104人にご出席いただきました。
　小村院長の開会挨拶にはじまり、今回の交換会は各コメディカ
ル（看護部、薬剤部、診療放射線部）より「手指衛生と手荒れの
深イイ話」について坂木感染症看護専門看護師に「地域医療にお
ける病院薬剤師の役割」について吉田薬剤部長、「当院の放射線検査における被ばく線量低減の試み」について跡田
副診療放射線技師長について講演いただきました。各テーマについては知見を含めたいへん興味深くまた分かりやす
くお話いただきました。交換会の最後には各診療科（総合診療科、呼吸器内科、消化器内科、循環器内科、内分泌、
外科、整形外科、耳鼻咽喉科、産婦人科、小児科、新生児科、泌尿器科）の診療科長より診療科の紹介及び診療体制
についてお話しさせていただき、最後に古川地域医療連携支援部長による挨拶で閉会しました。　
　交換会終了後は研修棟に隣接している附属看護学校体育館に場所を移して懇親会を開催し、一般社団法人巨樹の会 
明生リハビリテーション病院の柳田院長から乾杯のご発声をいただき、地域の先生方をはじめ多数の多職種の医療ス
タッフの方々にご参加いただき、短い時間ではありましたが親睦を深めることができました。今後も地域の医療機関
との連携強化に努め、顔の見える地域医療連携をめざし、地域医療支援病院としての責務を果たしていきたいと考え
ております。　また、次回の第18回地域医療連携交換会は2019年10月に開催を予定しておりますので、次回も
多数のご参加お待ちしております。

2018年12月21日（金）
　埼玉県立所沢西高等学校　吹奏楽部（49名）による「クリスマスコンサート」を開催しました。
　この会は、平成16年から始まっており、今年で15回目となります。
　入院中の患者さんやその家族などおよそ
100人が集まり、吹奏楽部のメンバーが「赤
鼻のトナカイ」などのクリスマスソングに
加えて懐かしい演歌の曲目を演奏していた
だき、聞いている人たちはリズムに乗った
り口ずさんだりして楽しんでいました。
　またＮＨＫ所沢支局にも来ていただき、
当日の20時45分からのＴＶでも放送され
ました。
　所沢西高校　吹奏楽部のみなさん、素敵
な演奏をありがとうございました。

クリスマスコンサートを開催しました !!
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　2019年のゴールデンウィーク（４月27日～５月６日）中の診療日及び休診日について、下記のとおりお

知らせします。

　皆様には大変ご迷惑をお掛け致しますが、ご理解の程宜しくお願い致します。

　診療日

　　４月30日（火）、５月２日（木）の２日間は通常診療を行います。

　　但し耳鼻咽喉科、眼科は休診となります。

　　整形外科※は救急患者のみの対応となります。

2019年

４月27日（土） 休診　土曜日

４月28日（日） 休診　日曜日

４月29日（月） 休診　昭和の日

４月30日（火） 通常診療　（但し、整形外科※、泌尿器科、耳鼻咽喉科、眼科は休診）

５月  1日（水） 休診　【新天皇即位に伴う休日】

５月  2日（木） 通常診療　（但し、整形外科※、耳鼻咽喉科、眼科は休診）

５月  3日（金） 休診　憲法記念日

５月  4日（土） 休診　みどりの日

５月  5日（日） 休診　こどもの日

５月  6日（月） 休診　振替休日

※５月７日（火）から平常どおりの診療となります

2019 年ゴールデンウィーク(10連休 )期間中の外来診療について
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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。


