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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。

1にしさいたまちゅうおう

CO
NT

EN
TS

■新任医師紹介  …………………… 2

■２019年度地域医療従事者研修会予定表  …………………… 2

■消化器内科の紹介 消化器内科部長　二上　敏樹 …………………… 3

■子宮脱のおはなし 産婦人科　石井　賢治 …………………… 4

■看護専門外来のご案内  …………………… 5

■看護の日イベントを開催して 教育担当看護師長　佐々木　美紀 …………………… 6

4階病棟看護師長　久保田　麻由子

■認定看護師・専門看護師便り vol.9 No.2  …………………… 7

■各種検査の予約  …………………… 8

■ご案内（案内図）　病院診療時間等  …………………… 8

●●●●●●●



にしさいたまちゅうおう2

　2019年７月に当院に着任いたしました石川弥生と申します。これまで総合病院、単科精神

病院や小児病院などで精神科診療に携わってきました。以前よりリエゾン精神医学や精神腫瘍

学に関心があり、今回縁あって西埼玉中央病院に勤めさせていただ＜こととなりました。精神

科は一人体制で病棟を持たないということもあり、院内患者さんの診療が中心となりますが、

少しでも地域医療に貢献できますよう精一杯努めさせていただきますので、どうぞ宜しくお願

い申し上げます。精神科
石川　弥生

　2019年７月付で赴任となりました、小寺啓太と申します。

　宮城県仙台市出身です。現在、東京慈恵会医科大学外科医局に所属しており、消化器・呼吸器・

乳腺疾患の診療に携わっております。地域医療に貢献できるよう、日々努力していきたいと思っ

ております。

　趣味は、スポーツ全般で、自分でするのも、観戦するのも好きです。学生時代はバスケットー

ボールをしておりました。スポーツイベントがありましたら是非お声掛けいただけると幸いです。

　皆様と一緒に働けることをとても嬉しく思っております。西埼玉中央病院を少しでも盛り上

げていけたらと考えております。至らぬところも多くございますがどうぞよろしくお願いいた

します。

　７月から外科スタッフとして、西埼玉中央病院で働かせていただくことになります甲斐　亘

と申します。プロフィールと致しましては、熊本出身、熊本大学医学部卒業後、総合東京病院

での初期臨床研修を経て、今年度４月から慈恵会医科大学病院外科に入局し、現在、後期臨床

研修医として日々研鑽を積まさせていただいております。当院の「病む人に心の通う質の高い

医療」の基本方針のもと、外科領域での手術を中心に、良性疾患から悪性疾患まで幅広い疾患

に対して、常に患者様に寄り添い、より良い人生を送っていただけるように他職種とも連携を

図り、外科チームとして日々の診療に勤めていこうと思っております。医療制度の変遷、日々

進歩する今日の医療の中で微力ながら地域に根ざした医療を行っていきたいと思いますので宜

しくお願い致します。

外科
小寺　啓太

外科
甲斐　　亘

新 任 医 師 紹 介
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消化器内科の紹介

　消化器内科では、食道・胃・十二指腸・大腸などの消化管疾患、肝臓疾患、胆道系（胆嚢や胆管）および膵臓疾患、

といった消化器疾患を中心に、近隣医療機関に連携をお願いしながら、内科診療を行っています。

　月曜日から金曜日まで、初診ならびに再診外来担当医に消化器内科医師が入っており、平日は毎日、外来診療の可

能な体制です。

　消化器科のメイン入院病棟は６階病棟です。看護師ほかメディカルスタッフとの情報交換、治療方針の確認を日々

行いながら診療にあたっています。毎週１回、医師・病棟看護師・薬剤師・栄養士で集まってミーティングを開き、

入院患者さんの病状や治療法、退院に向けての取り組みについて検討しています。

　内視鏡検査/治療に関してご説明します。通常の上部・下部消化管内視鏡検査は月・火・木・金曜日に行っていま

す（上部は午前、下部は午後）。食道静脈瘤の内視鏡的結紮術（EVL）や早期胃癌に対する胃粘膜下層切開剥離術（ESD）、

大腸ポリペクトミー／粘膜切除術（EMR）などの治療は入院して頂いたうえで決まった曜日に施行しています。胆

道系や膵臓の疾患については、内視鏡的逆行性胆管膵管造影（ERCP）による診断、ならびに胆管ドレナージ術・乳

頭括約筋切開術（EST）などの治療を積極的に行っています。また、胃・十二指腸・大腸といった消化管からの出

血や、胆道の閉塞による黄疸(閉塞性黄疸)ほか、緊急内視鏡処置の必要な病状についても対応しています。

　炎症性腸疾患（潰瘍性大腸炎やクローン病）に関する診断、5-ASA製剤・ステロイド剤・免疫調整薬・血球成分

除去療法・生物学的製剤（例：インフリキシマブ）などによる内科的治療も行っています。

　Ｂ型慢性肝炎に対しては、核酸アナログ製剤を主体に治療を行い、Ｃ型慢性肝炎については、内服薬による抗ウイ

ルス療法を施行しています。また、原発性胆汁性胆管炎（PBC）や自己免疫性肝炎（AIH）、非アルコール性脂肪肝

炎（NASH）といった肝疾患についての診療も積極的に行っています。肝癌に関しては、癌の存在部位や大きさ、

個数に応じて、適切な治療を検討するようにしています。

　胃癌・大腸癌・膵癌・胆道癌で、外科手術の対象にあてはまらない場合は、当科で化学療法の対応が可能です。

　微力ではございますが、地域の皆様のお役に少しでも立てますよう、スタッフ一同努力していきたいと考えており

ます。今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

消化器内科部長　二上　敏樹



にしさいたまちゅうおう

子宮脱のおはなし

　子宮脱と言われてもあまりピンとこない方が多いのではないでしょうか？　子宮脱とは、出産や加齢により、骨盤

底を支える筋肉などの組織が脆くなるため、子宮が本来の位置よりも下がり、一部または全部が腟の外に出てしまう

病気です。子宮とともに、周辺の膀胱、尿道、小腸、直腸などの臓器も一緒に下がってしまうことが多く、総称して

骨盤臓器脱もしくは性器脱と呼ぶこともあります。程度の差はあれ、出産を経験した人の４割前後の人に発症すると

されており、女性にとって極めてありふれた病気です。

症状は軽度の子宮脱では、重いものを持った時、トイレでしゃがんだ時、入浴時などに子宮下垂感や外陰部違和感、

痛みを生じ、腟粘膜や子宮を腫瘤状に触れるようになります。子宮脱の程度が進行すると常に腟粘膜や子宮を触れる

ようになります。腟口から突出した子宮部分が下着などで擦れることで、おりものの増加や性器出血、子宮内感染な

どを生じる場合があります。また、子宮とともに膀胱や直腸が下がった場合には、排尿困難、夜間の頻尿、尿意切迫

感、排便困難などの症状がみられる場合があります。

　根本的な治療は手術療法となりますが、手術を望まない場合や高齢である場合、あるいは合併症などにより手術が

できない場合に腟内にペッサリーと呼ばれるドーナツ状のリングを挿入し、子宮や膀胱、直腸などの下降した臓器を

押し上げ支えます（保存的治療）。ペッサリーにはさまざまなサイズがありますが、サイズが合わないとペッサリー

が抜けたり痛みを生じたりすることがあります。長期的に使用すると、リングが腟壁に当たることで出血したり、感

染によりおりものが増加したりすることがあるため、子宮脱の状態評価と合わせて定期的なリングの交換が必要です。

手術療法にはさまざまな方法がありますが、大きく分けると人工物であるポリプロピレンメッシュを使用して補強

する方法（Mesh法）と自身の靭帯や結合織を使用して補強する方法（Native Tissue Repair；NTR法）がありま

す。腟式Mesh法は異物であるメッシュそのものによる合併症が多く、最近では腹式Mesh法が主流となりつつあり

ます。一方、NTR法は腟式に実施でき、異物を使用しないという利点はありますが、再発が10-25%と高率である

という欠点があります。当科では主として腟式のNTR法を採用していますが、つり上げ方を工夫することにより、

治療を要するような再発は2.3%とかなり低率であります。図は腟式NTR法による手術前後のMRI画像で、骨盤を横

から見た画像です。腟口より外に脱出し

ていた膀胱、子宮、小腸が骨盤内に修復

され、腟の最深部も比較的高い位置に固

定されています。これらはすべて腟から

のアプローチで実施しており、腹部に傷

は残りません。

　子宮脱はありふれた病気です。気にな

る症状がおありの際は恥ずかしがらずに

気軽にご相談下さい。

産婦人科　石井　賢治

4
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専門的な知識や技術を持った看護師が、患者さんやご家族

からの療養生活上の相談をお受けするための外来です

フットケア外来 糖尿病 

生活指導外来 

呼吸器疾患 

看護外来 

リンパ浮腫外来 ストーマ外来 

開設 

日時 

月（毎週） 

9:00～12:00 

月（毎週） 

13:00～16:00 

火（毎週） 

9:00～12:00 

水（毎週） 

9:00～16:30 

木（毎週） 

9:00～12:00 

料金 保険診療 保険診療 保険診療 自費（３０００円） 保険診療 

フットケア外来

（糖尿病指導療法士が行います）

足病変を起こさないよう予防的 

フットケアのアドバイスを行います 

ご利用を希望される方で、現在通院中の方は主治医にご相談ください。

初めての受診を希望される方は、当院内科外来にお問い合わせください。 

糖尿病生活指導外来

（糖尿病指導療法士が行います）

糖尿病が悪化しないで療養生活が 

送れるようサポートします 

呼吸器疾患看護外来

（慢性呼吸器疾患看護認定看護師が

行います）

酸素療法、吸入や痰の出し方などの 

呼吸リハビリに関する療養支援を 

行います

リンパ浮腫外来（リンパドレナージ研修

修了者が行います）

リンパドレナージの実施、むくみ予防

装具の選択、リンパ浮腫に対するセルフ

ケア方法をお伝えします 

ストーマ外来

（皮膚・排泄ケア認定看護師が

行います）

ストーマを持つ患者さんの日常生活を

支援します 

7月より
開始

しています看護専門外来のご案内
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白衣体験 

～看護の日イベントを開催して～

　５月12日は、ナイチンゲール生誕の日で、世界で看護の日と言われています。
　看護の日のイベントは、例年大型スーパー等で実施していましたが、令和元年の看護の日は、西埼玉中央
病院の場所や雰囲気などを、地域の方々に知っていただくために院内での開催となりました。「安心・安全
のあたたかい看護を提供する」ために日々の看護活動や健康増進のためのイベントを行いました。人気のイ
ベント内容は、骨密度測定・血管硬度測定であり、「ホームペー
ジをみて楽しみにしてきた」「以前入院の際にお世話になっ
た看護師さんに合えてよかった。」など嬉しい声をいただき
ました。
　測定後に医療相談・栄養相談などに参加する方が多く、皆
さんと一緒に楽しく有意義な時間を過ごすことができました。
　癒し空間として、産科病棟で希望される患者さんに実際に
提供している、アロマハンドマッサージを行いました。人気
で行列ができ、お待たせしてしまったこともあり、次年度は、
さらに工夫し皆様に喜んでいただくよう企画していきたいと
思います。お子様の白衣体験では、記念撮影をし、「白衣を
脱ぐのが嫌だー！」とナース姿に満足する可愛い笑顔にも触
れました。微笑ましい光景に、子供たちの命や健康を守る小
児医療に携わる看護師の使命に胸が熱くなりました。救急医
療コーナーでは、AED体験を行い、二次救急医療を担う当
院のアピールにも繋がりました。
　短い時間でしたが、延べ185名の方が参加してください
ました。ありがとうございました。
　今後の地域の皆さんに、安心・安全のあたたかい看護を提
供できるよう努めてまいります。

教育担当看護師長　佐々木　美紀
4階病棟看護師長　久保田　麻由子

骨密度測定・血管測定

アロマハンドマッサージ
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認定看護師・専門看護師便り

EBNを実践するナースのための寺子屋は、研究を「身近で、楽し
くて、役にたてられるものにするためのプロジェクト」です。

5月に第1回「何が研究で何が研究でないのか」6月に第2回「効果
を検証するための代表的デザイン」について坂木晴世感染管理認定
看護師/感染症看護専門看護師が講義を実施しました。

NHO西埼玉中央病院では、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。
https://nishisaitamachuo.hosp.go.jp/byouin_shoukai.html

NHO西埼玉中央病院 2019年7月 Vol.9 No.2 

クリニカルインジゲ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。手指衛生遵守率、末梢ライン関連血流感染発生率、中心ラ
イン関連血流感染発生率、がん薬物療法血管外漏出率などを伝達します。

7月5日開催 ｸﾘﾆｶﾙｲﾝｼﾞｹｰﾀｰ ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ会

活動紹介

がん薬物療法ナーシングマニュアルが完成

始めました

「がん薬物療法ナーシングマニュアル」がついに完成し各部署に配置
されました。院内で有効に活用されることを期待しています。不明な
点などあれば、二神智子がん化学療法看護認定看護師まで。

第3回は
「誰も教えてくれなかった

倫理審査の受け方」
7月29日17:30～です



にしさいたまちゅうおう8

《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


