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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 任 幹 部 職 員 紹 介

　附属看護学校の教育主事として、東埼玉病院から参りました佐藤陽子と申します。看護学校
勤務は２年ぶりとなります。不慣れな故、何かとご不便をおかけいたしますが、どうぞよろし
くお願いします。
　私は群馬県高崎市の出身です。看護学校も就職先も高崎でしたが、実は併願で西埼玉中央病
院附属看護学校を受験していました。受験に訪れた学校は建て替え前の校舎でしたのですっか
り変わっていますが、病院周辺の木々の感じや病院の正面、バス停の辺りは当時の私の記憶の
ままです。何か不思議な縁も感じつつ、勤務が始まりました。
　さて、看護教育を取り巻く環境は、毎年大きく変化しています。しかし、世の中がどんなに
大きく変化しても看護学校の使命は「社会に求められるプロとしての看護実践者を育成する」
であるということに変わりはないと考えます。有難いことに当校には経験豊かな教員が揃って
います。先生たちと力を合わせ、この使命を果たすために一生懸命頑張りたいと思います。
　また、教育には生きた現場の雰囲気を肌で感じたり、話を聞いたりすることがとても重要だ
と考えています。病院からは少し離れておりますが、是非皆様に気軽に足を運んでいただき、
臨地実習以外の場面でも交流できたら嬉しく思います。
　これから皆様には様々な面でお世話になります。どうぞよろしくお願いします。

　このたび、４月１日付けで村山医療センターより配置換えで参りました薬剤部長の宮下久徳
と申します。西埼玉中央病院には２回目の勤務になります。前回は、２年間という短期間の勤
務でしたが、その後４年間村山医療で勤務し、出戻って参りました。施設は７施設を異動し、
途中８年間病院を離れておりましたが、病院に戻って14年目になります。西埼玉中央病院には、
前回御一緒した方々も多くいらっしゃり、微力な私には心強く思っております。
　薬剤部は、若い職員が多く、まだまだ成長過程ですが、安全文化の熟成を心がけながら、安
心安全で信頼される質の高い医療の提供に部員一同努めて参ります。また、職域を超えた協働
意識の構築に努め、様々な方々と関わっていくなかで西埼玉中央病院チームとして
活動してまいります。
　微力ながら、病院職員の皆様に御支援、御協力をいただき、よりよい病院となるよう努めた
いと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

　この度、４月１日付けで松江医療センターより異動してまいりました松本良一と申します。
　通勤バスの車窓から今なお残る武蔵野の森の風景を眺めていると、なぜか懐かしく、心穏や
かな気分になってきます。
　さて、これまで、西埼玉中央病院は埼玉県西部地区の二次保健医療圏の中核病院として、地
域の皆様に信頼され、かつ良質で安全・安心な医療の提供にご努力されてきたと聞いております。
したがいまして、私としましてはこれまでその培ったものを引き継ぐとともに、そして発展さ
せるために何が必要かを自問しながら、患者さんのニーズにお応えしつつ、そして病院の機能
に応じて地域から求められる医療を提供できる病院づくりの一翼を担っていきたいと思います
ので、どうぞよろしくお願いします。

附属看護学校
教育主事
佐藤　陽子

薬剤部長
宮下　久徳

事務部長
松本　良一
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　この度４月より赴任して参りました循環器内科の小山達也と申します。
　これまで様々な病院で研鑽を積ませていただきましたが、埼玉の病院で仕事するのはこれで２回目で
す。１回目は医者４年目のレジデント時代に１年間和光市の国立埼玉病院で働いておりました。今回も
埼玉の国立病院機構で医療を行う機会を与えられたことは、何かの御縁と感じずにはいられません。
　私の出身地でもある埼玉県は人口当たり医師数が少ないと言われており、必要とされる医療を提供す
るにはまだまだ課題が多く残されております。
　その中でこの西埼玉中央病院は地域の基幹病院として大きな役割を担っております。今後もこの地域
の方々の生活習慣病を基礎とした心疾患の治療及び生活指導を行い、健康的な生活をおくって頂く手助
けができたら良いと考えております。
　超高齢化社会を迎え、循環器領域では心不全パンデミックの時代が訪れるといわれております。虚血
性心疾患、弁膜症、心筋症などを基礎にした高齢者心不全の加療には、様々な問題が挙げられます。高
齢者は循環器以外の疾患を多く持ち、担癌である割合も増えてきます。さらに、日常生活ではFrailな
状態を呈する割合も増加してくることから、適切な治療介入により寝たきりにさせないように、加療し
ていくことが重要になってまいります。また、この地域では緊急カテーテルを行う病院が競合しており
ますが、総合病院の特色を生かし、心疾患の加療のみならず合併症を抱える患者さんの全人的な加療が
できればと考えます。何卒よろしくお願い申し上げます。

循環器内科
小山　達也

　平成31年４月１日より西埼玉中央病院に着任いたしました、神谷　裕孝と申します。
　千葉県柏市にて幼少期を過ごし、東海大学医学部を卒業後、神奈川県にある厚木市病院にて初期研修
を行いました。その後は消化器内科医として東京慈恵会医科大学附属病院および第三病院にて勤務をし
ておりました。今回初めて所沢での勤務となりますが、地域の皆様に微力ながらも貢献できるように精
進していきたいと考えております。まだまだ若輩者で至らぬ点も多々ありますが、まずは皆さまに良医
と言っていただけるような医師を目指していきたいです。また着任して日が浅いため、所沢含め周囲の
市街をもっと知っていきたいと思っているので、いろいろなことを皆様から教えていただければ幸いで
す。院内で見かけた際にはどんな些細なことでも構わないので、気軽に声をかけていただければ嬉しく
思います。簡単な挨拶となってしまいましたが、これからどうぞよろしくお願いいたします。

主題：糖尿病医療チームの実践
　初めまして。2019年４月より西埼玉中央病院に勤務させて頂くことになりました糖尿病・代謝・内
分泌内科の鈴木博史と申します。
　2003年に東京慈恵会医科大学を卒業し、同大学附属第三病院で２年間の卒後臨床研修を終えまし
た。その後、同大学の内科系後期ローテションを２年、静岡県の富士市立中央病院内科に２年間勤務し、
東京慈恵会医科大学糖尿病・代謝・内分泌内科に入局致しました。2010年４月から、東京慈恵会医科
大学の大学院博士課程に進学（糖尿病・内分泌内科学　専門：糖尿病性心筋症）し、学位を取得致しま
した。そして、2014年４月から同大学附属第三病院に5年間勤務し、2019年４月より当院に勤務さ
せて頂くこととなりました。
　第三病院では、医長として外来や病棟、兼科業務などを行っておりました。その間に多くの糖尿病や
内分泌患者を診療致しました。特に糖尿病患者の診療には看護師、管理栄養士、薬剤師との連携を通し
て、チーム医療の重要性も勉強させて頂きました。
　私は、糖尿病と内分泌疾患を専門としておりますが、関連病院にて一般内科診療も経験があります。
非力ではありますが、今後も、より良いチーム医療を目指し少しでもこの地域の患者様のお役に立てれ
ばと思いますので、何卒よろしくお願い致します。

消化器内科
神谷　裕孝

糖尿病・代謝・
内分泌内科
鈴木　博史

新 任 医 師 紹 介
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新 任 医 師 紹 介

研 修 医 紹 介
　はじめまして。平成31年度４月より初期臨床研修医として着任致しました、中村紗佑里です。私は埼玉
県出身なので、生まれ育った地域で医師としてのスタートをきることができてとても嬉しいです。中学生
の頃から医師に憧れようやく夢が叶うことになりますが、まだまだ未熟であり、ここからが全ての始まり
だと考えています。
　西埼玉中央病院では今年度より、臨床研修医制度の大きな見直しが行われました。大学病院にも劣らな
い魅力的な研修制度と医療体制のもと、思う存分医療を学ぶことができます。また、入職してから日は浅
いですが、職員の方々の暖かい雰囲気を感じ、安心して新社会人としての一歩を踏み出すことができました。
これ以上ない環境の中で、大きく成長できるよう努力していきたいです。
　私の初期臨床研修における目標は、診療科に捉われない柔軟な対応を身に着け、正しい選択ができるよ
うになるということです。様々な診療科を経験することができる貴重な２年間を通して、まずは自分の力
で考えてみるという訓練をしていきたいです。日々の業務をこなすことで精一杯になり、目標を見失うと
いうことがないように努めます。
　これからの全ての出会いを大切にし、常に感謝の気持ちをもって診療に携わっていきたいと思います。
よろしくお願いいたします。

　初めまして。この度初期臨床研修医として西埼玉中央病院に赴任しました、和田悠佑と申します。元号
も令和に変わり、春の桜も満開を迎えました。多くの事が新しくなるこの時期に、ここで研修医としての
生活をスタートできる事に感謝の気持ちで一杯です。
　これまでは単なる勉学として医学を学んできましたが、これからは患者さんのために医学を学び、患者
さんの生活の質が少しでも向上するようその手助けに尽力してきたいと考えておりますのでよろしくお願
いします。まずは笑顔で挨拶をして、患者さんや地域に馴染めるように頑張りたいと思います。
　埼玉県は初めてですが、ここは気候が穏やかで、人が優しく、早速気に入っています。
　患者さんはお体に対する不安があるからこそ当院にご来院されるのだと思います。初期研修医として出
来ることは限られておりますが、検査や処置に加え、せめてその不安を少しでも和らげることが出来るよ
う励んで参ります。些細な会話の中でコミュニケーションを育んでいきたいと思いますので何でも気軽に
お声掛け頂けると嬉しい限りです。
　また、研修医と言えども医師として業務を行うことになります。その名に恥じぬよう努力を続けて参り
たいと思いますので、是非とも温かい目で見守っていただければ幸いです。
それでは皆様、今後ともよろしくお願い致します。

初期臨床研修医
中村　紗佑里

初期臨床研修医
和田　悠佑

日　時：５月17日（金）10：00～15：00
場　所：西埼玉中央病院外来ホール他

『看護の日』開催のご案内

　慈恵医大の糖尿病・代謝・内分泌内科より赴任いたしました菅沼由佳と申します。医師としては５年
目になり、現在内科レジデントの３年目で専攻は糖尿病・代謝・内分泌内科です。私は慈恵医大を卒業
後、これまで本院病院で初期臨床研修医として２年間働き、以降もレジデントとして、附属４病院の中
で働いてきました。ですので、西埼玉中央病院のようないわゆる市中病院に勤務させていただきますの
で初めてです。
　まだ勤務して数日しか経っておりませんが、西埼玉中央病院の印象としては、病院全体の温かい空気
感を感じております。日頃の診療で科を超えたかかわりをしていく中で比較的垣根が低く、また多職種
の方とも直接接することが多いように感じます。この雰囲気は、こちらの病院に勤めていらっしゃる全
ての方が、コミュニケーションを取り合い、お互いに協力して医療をされている賜物だと思います。私
もその一員になるべく、努力してまいりたいと思いますので、皆様何卒宜しくお願い申し上げます。

糖尿病・代謝・
内分泌内科
菅沼　由佳



にしさいたまちゅうおう 5

　慢性便秘症は、病院を受診しなくても薬局で内服薬や浣腸を手軽に購入でき、患者さん自身の判断で治療

が可能なため、これまであまり話題にならなかった疾患です。しかし、高齢者の大腸穿孔の最大の原因が宿

便であることは以前より指摘されています。また大腸穿孔による腹膜炎は敗血症に移行しやすく、死亡率が

高い疾患ですが、これまで慢性便秘症に対する十分な指導や治療は行われてきませんでした。そこで日本消

化器病学会が中心となり、2017年に“慢性便秘症診療ガイドライン”が発刊されました。私もその作成委

員の１人です。

　慢性便秘症診療ガイドラインでは、 “本来体外に排出すべき糞便を十分量かつ快適に排出できない状態” を

便秘の定義とし、その病態にあった適切な内科的あるいは外科的治療法が示されています。

　われわれは、慢性便秘症を“大腸運動機能障害”と考え、とくに結腸運動機能不全に対しては結腸全摘術

＋回腸直腸吻合術を行い良好な成績を報告しています。結腸運動機能不全とは、「結腸が不可逆的に拡張し、

腸内容の移送が著しく低下した病態」のことで、胸部単純X線検査で右横隔膜下に結腸のガス像がみられる、

いわゆるChilaiditi症候群を呈している場合が多く、腹部CT検査では常に拡張した結腸が観察されます。

　慢性便秘症でお困りの患者さんがおられましたならば、一度専門外来にご紹介頂けますようお願い申し上

げます。

慢性便秘症に対する外科治療
～大腸運動機能障害外来の開設～

化学療法部長　河原　秀次郎

胸部X線検査（矢印は右横隔膜下の結腸ガス像）

術中所見　（拡張した全結腸の体外への誘導）

腹部CT検査（全結腸が不可逆的に拡張）
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代謝・内分泌内科の紹介

外来診療
　スタッフ全員が外来診療に当たり、再診は予約体制として出来るだけ患者さんの待
ち時間を少なくなるように努力しています。診療は主に糖尿病を中心にした代謝疾患
に加え肥満外来も開設しています。さらに甲状腺疾患をはじめとする内分泌疾患も担
当しています。
　また、当科は糖尿病患者の入院指導とともに病診連携にも力をいれ、４・１システ
ム方式とよび、当科を退院後は自宅近隣の診療所に通い検査と投薬を受け、当科には
４ヶ月に１回受診し専門的な検査運動・食事指導などの実施と治療法の検討を行い、
病院と診療所がそれぞれの持ち味を生かした有機的なつながりを目指しています。

入院診療
　糖尿病の入院指導に関しては、２週間の教育入院と１ヶ月前後の糖尿病治療入院の
二段構えで臨み、医師・看護婦・薬剤師・栄養士・検査技師の各スタッフがそれぞれ
の担当分野について直接指導を行うほか、眼科医・皮膚科医などの協力を得て、糖尿
病合併症についてのチェックを行うとともに良好な血糖コントロールが得られること
を目標としています。加えて、糖尿病壊疽・糖尿病性神経障害などの治療にも積極的
に取り組んでいます。また、５・２システム方式とよぶ５日 を病院で、週末２日を
外泊とし病院で学んだことを自宅の環境でいかに生かすかを体で学ぶようにするシス
テム方式を開発し、実践しています。

教育・研究
　当科は、糖尿病学会認定教育指導病院として、糖尿病専門医、糖尿病療法士の育成にもあたり、また国の糖尿病・
内分泌疾患の政策医療の推進施設でもあり、その成果は、毎年、糖尿病学会などの関連学会に多数発表されています。

その他
　外来・入院患者と家族を対象として「聴講自由」の形で毎月８回の糖尿病教室も行っています。また血糖自己測定
にコンピューターを用いた画像ソフトを取り入れ、IT導入により診療効果を高め、ペン型インスリン注射・インスリ
ンポンプによる強化インスリン療法も実施しています。

スタッフ
医師名 役　職 資　格

成
なり

宮
みや

　　 学
まなぶ

名誉院長

日本糖尿病学会糖尿病専門医・指導医・評議員
糖尿病教育資源共有機構理事、病態栄養学会評議員
産業医、認定NSTコーディネーター
日本内分泌学会代議員
日本内科学会認定内科医・指導医

范
はん

　　 揚
あき

文
ふみ （責任者）

代謝・内分泌内科部長
日本内科学会認定内科医、日本糖尿病学会糖尿病専門医

鈴
すず

木
き

　 博
ひろ

史
ふみ

代謝・内分泌内科副部長
総合内科専門医、日本内科学会認定内科医
日本糖尿病学会糖尿病専門医、日本内分泌代謝科指導医
日本内分泌代謝科専門医

菅
すが

沼
ぬま

　 由
ゆ

佳
か

医　師 日本内科学会認定内科医

光
みつ

吉
よし

　 悦
えつ

子
こ

非常勤医師 日本内科学会認定内科医

代謝・内分泌内科部長　范　　揚文
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NHO西埼玉中央病院には、現在7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

日 時： 4月12日（金）17：30～
テーマ：・入退院支援センターでの事例

・児童虐待対応マニュアルについて

事例検討会

活動紹介

★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

認定看護師・専門看護師便り

NHO西埼玉中央病院 2019年4月 Vol.9  No.1

慢性呼吸器疾患看護認定看護師 伊藤 幾代

5階病棟に勤務し、COPD（慢性閉塞性肺疾

患）や間質性肺炎など、慢性呼吸器疾患を抱え
る患者・家族へのケアに携わっています。

事例検討会では身近なケースを扱い、アセス
メント能力の向上を図っています。また、今年
度は呼吸ケアチームの立ち上げに取り組み、多
職種連携による質の高いケアの提供を目指して
いきます。

ミニ知識

COPD患者さんの息切れを改善
する呼吸方法に「口すぼめ呼吸」
があります。日常生活の中で取
り入れていきましょう。

（http://www.chuo-c.jp/visitors/rigaku.htmlより引用）

鈴木小児救急看護認定看護師による事例検討会が以下の通り行われました。
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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


