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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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埼玉県救急医療功労者等表彰について埼玉県救急医療功労者等表彰について

今回贈呈された表彰状は「細川紙」
という埼玉県小川町及び東秩父村
周辺で作られる和紙で、ユネスコ
無形文化遺産に認定されています。

院長の代理として表彰式に出席した石井特命副院長（左）　　大野埼玉県知事（右）

　９月４日知事公館にて、9月9日の「救急の日」を前に昨年度までに県の救急医療の充実に貢献した団体や
医療機関に贈られる「救急医療功労者等表彰」に当院が選ばれ、大野埼玉県知事より表彰状を頂きました。
　表彰式では、初めに知事より「この10年間で、少子高齢化に伴い65歳以上の救急搬送の人数が、1．7倍
に増加し、日々厳しい環境の中で、多くの県民の意思に応え強い責任感を発揮されている。引き続き、県民
に安心・安全を届けて欲しい」とご挨拶がありました。
　当院は、令和元年度2,258件の救急搬送を受け入れております。また、救急車の応需率が令和元年度と平
成30年度を比較し、4.7ポイント改善したことにより、知事より表彰されております。
　今後とも、地域医療支援病院として、その責務を果たして参りますので、どうぞ、よろしくお願い申し上
げます。
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産 婦 人 科 の 紹 介産 婦 人 科 の 紹 介
　新型コロナによる厳しい社会状況下にありますが、皆さまは健やかにお過ごしでしょうか？　産婦人科は妊娠、
出産のみならず、胎生期の先天異常の発見に始まり、小児期、思春期のホルモン異常や更年期障害、老年期の子宮
脱など、女性の一生を長くサポートする診療科です。実際に同じご家族の三世代を同時に拝見することもあります。
女性の味方、フェミニストを自負する当院産婦人科の診療内容についてご紹介させて頂きます。
　産科診療では妊娠期間中の女性を全人的にサポートする必要があり、他科の先生やスタッフ、事務の協力が不可
欠です。例えば妊婦の新型コロナ感染症対策においては内科をはじめとした他科の先生やICT（感染制御チーム）よ
り適切な援助やアドバイスをもらい、その予防には万全を期しています。当院は埼玉県西部医療圏（所沢市、狭山市、
入間市、飯能市、日高市）の地域周産期母子医療センターに指定されています。小児科、新生児科の協力もあり、
圏内の産科医療機関からの搬送要請には24時間体制で対応しています。切迫早産や合併症妊娠、双胎妊娠などのハ
イリスク妊娠を中心に対応しており、2019年の分娩数は385件でした。ハイリスク妊娠が多い割に帝王切開率は
25.7％と比較的低率で維持できているものと考えています。今後も質の高い医療を提供し、信頼される地域周産期
母子医療センターとして機能すべく努力して参ります。
　婦人科診療では悪性腫瘍の診断、治療をはじめ良性腫瘍や感染症、骨盤臓器脱（子宮脱）など幅広く対応してい
ます。2019年の院内がん登録件数は56件（子宮頚癌 28件、子宮体癌 19件、卵巣癌 8件、卵管癌 1件）でした。
また、近隣の医療機関では実施することの少ない腟式手術や鏡視下手術（腹腔鏡、子宮鏡）など、低侵襲の手術も
積極的に取り入れています。難易度の高い手術においては外科や泌尿器科と連携をとりつつ、安全な周術期管理に
取り組んでいます。また、放射線科や病理検査科とも連携し、緊急の画像診断や迅速病理検査などにも対応してい
ます。手術室の協力もあり、緊急の手術もほぼ24時間可能な状況です。婦人科救急につきましてもできる限り対応し、
地域医療に貢献したいと考えています。
【スタッフ】
　石井賢治（特命副院長）、片岡良孝（産婦人科部長）、斉藤恵子（産婦人
科副部長）、吉野明博、中司匡哉の常勤5名の他、非常勤医師5名の体制で
す。全員が産婦人科専門医を取得しています。また、不定期ですが、防衛
医大より産婦人科後期研修医が研修に来ています。
【診療実績】
　2019年 （2018年、2017年）の外来患者数は58.5 （58.5、59.8）名/日、初診患者数は年間1226  （1169、
1070）名、紹介患者数は年間811 （770、737）名、紹介率は70.4 （68.2、68.9）%でした。入院患者数は
20.5 （17.8、17.0）名/日でした。少しずつ、近隣の医療機関からの紹介が増えているものと思われます。2019
年 （2018年、2017年）の手術実績につきましては下記にまとめました。

悪性腫瘍関連　計 53　(55、40)件

 子宮頚部腫瘍 広汎・準広汎子宮全摘術 8  (3、3)

  円錐切除術 21  (25、9)

 子宮体部腫瘍 腹式単純子宮全摘/リンパ節郭清術 10  (8、12)

  子宮内膜試験掻爬術 2  (2、2)

 卵巣卵管腫瘍 腹式単純子宮全摘/付属器切除/リンパ節郭清術

   5  (8、9)

  再発・腹膜腫瘍摘出術等 1  (3、2)

 絨毛性疾患　　 子宮内容除去術、子宮全摘術 6  (7、3)

良性疾患　　計188　(208、208)件

 子宮腫瘍等 腹式単純子宮全摘/付属器切除術 62 (90、76)

  腹腔鏡下子宮全摘術 5 (2、2)

  筋腫核出、捻除術(子宮鏡下23例含む) 35 (37、26)

 卵巣腫瘍茎捻転等 付属器切除、核出術(腹腔鏡下32例含む) 56 (51、58)

 骨盤臓器脱等 骨盤臓器脱根治術/尿失禁手術 26 (24、23)

 外陰・腟奇形等 中隔切除術等 0 (3、1)

 PID・腹膜炎等 膿瘍除去、ドレナージ等 4 (1、2)

妊娠関連　　計121　(112、132)件

 帝王切開術 選択的帝王切開/卵管結紮術 59 (54、64)   

  緊急帝王切開術 40 (36、30)

 流産/胎盤遺残 子宮内容除去術 12 (14、26)

  人工妊娠中絶術 3  (3、4)

 子宮外妊娠 卵管切除術(腹腔鏡下2例含む)  3  (2、3)

 頸管縫縮術 シロッカー手術等 4  (3、3)

 外陰血腫 血腫除去術 0  (0、1)
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新 任 医 師 紹 介新 任 医 師 紹 介

　2020年10月1日より西埼玉中央病院小児科で勤務させていただいております、多村
公晃（たむら まさあき）と申します。
　もともと子供が好きで、将来に無限の可能性を秘める子供たちの人生に携わりたいと
思い、小児科医を志しました。地域に根差した病院として、子供たちの笑顔と元気のサポー
トができるように全力で診療に臨んでいきたいと思います。
　まだまだ勉強途中ではありますが、少しでも皆さんのお
力になれるよう努力してまいりますので、なにとぞよろし
くお願いいたします。

　令和2年10月より西埼玉中央病院で勤務させていただく
ことになりました、小児科レジデントの野中絵美と申します。中学生の時にたまたま
NICUを見学する機会があり、保育器の中の小さな赤ちゃんをみて少しでも力になれれば
と思い、医師の道に進みました。
　まだまだ未熟であり、自分の勉強不足を痛感する日々ですが、少しでも地域のこども
たちやご家族の力になれるよう、日々精進して参ります。学生時代は埼玉で生活をして
いたので、久しぶりの埼玉で地域の医療に携われることを嬉しく思います。ご迷惑をお
かけすることも多々あると思いますが、ご指導ご鞭撻の程宜しくお願い致します。

　令和2年10月1日より西埼玉中央病院に勤務させていただくこととなりました整形外
科の鈴木隆介と申します。平成23年に東京慈恵会医科大学を卒業し、東京慈恵会医科大
学整形外科に所属しております。令和2年9月まで、熊本において老
化物質と骨の関係についての研究を4年間従事し、当院に着任させ
ていただくこととなりました。久しぶりの臨床となり、ご迷惑をお
かけするかと思いますが、埼玉県の地域住民の皆様のお役に立てる
ように精一杯頑張りますので、ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い
申し上げます。

小児科

多村　公晃

小児科

野中　絵美

整形外科

鈴木　隆介

　この度2020年10月より外科に着任しました竹内秀之と申します。
出身は神奈川県で、以前は別の職業に就いておりましたが、その時の経
験を経て、医学をもっと学びたいという強い思いから大分大学医学部に
編入学いたしました。卒後は大分医師会立アルメイダ病院で研修後、東
京慈恵会医科大学外科学講座に入局し、現在に至ります。
　病める患者さんに寄り添い、患者さんが笑顔で過ごせるような診療を
心がけております。少しでも早く地域貢献できるように頑張りますので
何卒宜しくお願い致します。

外　科

竹内　秀之
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幹 部 職 員 紹 介幹 部 職 員 紹 介
　令和2年10月1日付けで栄養管理室長を拝命いたしました坂井里恵と申します。こち
らに来る前は国立精神・神経医療研究センターで副栄養管理室長として2年半勤務してお
りました。10月という年度途中での異動、さらに栄養管理室長という大役を仰せつかり、
内示をいただいたときは頭が真っ白になったのを覚えています。
　いざ着任すると、久しぶりの急性期、伝票運用、直営給食と不慣れなこともあり、毎
日があっと言う間に過ぎております。一日も早く順応し、西埼玉中央病院の一員として
患者さま、地域のみなさまに貢献してきたいと思っております。
　栄養管理室では、管理栄養士、調理師、事務職員、委託職員が力を合わせて、おいし
く安全な食事の提供と栄養相談等を通じた患者さまのより良い栄養管理ができるよう職
務にあたっております。近年は自然災害や異常気象の影響を受け、食材料費の高騰や特
定の食材の納品が困難になることもあり献立作成に難渋するこ
とが少なくないのが現状です。そのような状況下でも患者さま
に喜んでいただけるお食事を提供できるよう努めて参ります。
　管理栄養士としても管理職としても未熟者ではありますが、
精進して参りますのでご指導・ご鞭撻のほどよろしくお願い
いたします。

　当院でご出産された患者さんを対象に、「産科食」をご用意しております。産後に必要な栄養量を補う目的
とお祝いの気持ちを込めて、特別メニューで提供させていただきます。
　またささやかではございますが、「お祝い膳」もご用意しております。是非お楽しみください。

栄養管理室長

坂井　里恵

　〇産科食サービス

[お祝い膳の一例]　

牛ロースソテー、えびピラフ、コーンスープ、サラダ、
季節の果物．．．etc

デザート（フレーバーティ、ベリーケーキ）
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認定看護師・専門看護師便り

院内感染対策で活躍
感染症看護エキスパートたちとの協働～

 2020年度はCOVID-19感染拡大により、日々対応に追われてい
ます。当院には、感染症看護専門看護師/感染管理認定看護師
2名と感染管理認定看護師1名がおり、日々感染症看護のエキス
パートとしてリーダーシップをとっています。院内の啓発活動や
相談・指導等様々な活動のもと、職員が一丸となって感染予防
に取り組んでいます。

 発熱等の症状で当院に受診希望の場合は、ご連絡をいただいて
から対応をさせていただいております。
詳細は当院HPをご参照下さい。

西埼玉中央病院

院内啓発ポスター

当院の玄関には「非接触自動検温器」
が設置してありますので、来院時、
検温にご協力をお願いします。
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外来診療当番表外来診療当番表
月 火 水 木 金

鈴木　博史 紹介・交替制
13:00～15:00受付 13:00～15:00受付

濵元　陽一郎(第1･3･5週　午前)

林　俊成(第2･4週　午前)

范 (午後･予約 第1･3･5週) 成宮　学 范　揚文(午前)

五條(午後･予約 第2･4週) 鈴木　博史(午後) 松井　牧子(午後)

石井　尚（午前） 濵元　陽一郎(第1・3・5週)

濵元　陽一郎（午後） 林　俊成(第2･4週　午前)

仙石　錬平(神経内科) 成宮　学
(午前 紹介・予約制) (第2・4週肥満症)

(小児外科)第2･4週予約・紹介

小川　三千代 後期研修医
般一般一

吉田　衛 笹　哲彰(予約) 衛　田吉郎哲　沢西
スポーツ、人工関節、関節(肩・膝) (午後は第１･３週のみ)骨粗鬆症 関節リウマチ、人工関節 スポーツ、人工関節、関節(肩・膝)

朗一精　里北)約予(彰哲　笹
）期定不・約予（節関膝症鬆粗骨

木村　文宏(1・3・5週)

髙橋　英二(2・4週)

吉野　明博

(午前)

石井　賢治

片岡　良孝

吉野　明博

(子宮脱・尿失禁外来　15時～)

交替制 若松　元気 交替制 交替制 溝上　大輔
(午前：一般・頭頸部腫瘍) (午前:一般) (午前：一般) (午前:一般) (午前:一般)

水足　邦雄 交替制 田所　慎
(午後：耳･聴覚･補聴器) (午後:頭頸部腫瘍) (午後：一般)

来外マートス腫浮パンリ導指養療病尿糖
)前午()週3・1第(来外アケトッフ

診療受付　月曜日 ～ 金曜日　午前8時30分 ～ 午前11時00分まで
診療時間　月曜日 ～ 金曜日　午前9時00分 ～ 午後5時00分まで

内
　
科

初
　
診

総合診療内科 木村　一生 木村　一生 木村　一生(第1･2･3･5週) 木村　一生

山田　萌（第2・4週）
菊地 伊都香（第1・3・5週）

循環器 小山　達也 岩上　慎也 吉野　拓哉 検査日 橋本　浩一

交替制

代謝・内分泌 紹介・交替制 松井　牧子 大野　隆行

消化器 吉田　幸永 白壁　和彦 二上　敏樹 神谷　裕孝

呼吸器(紹介) 郎一陽　元濵也達　部井也達　部井尚　井石

再
　
診

代謝・内分泌 范　揚文

消化器 山田　萌

小山　達也(午後)

呼吸器 郎一陽　元濵也達　部井也達　部井

特殊

神谷　裕孝
根岸　道子(予約･紹介)

根岸　正史(1･2週)(予約･紹介)
白壁　和彦

吉田　幸永
菊地　伊都香

二上　敏樹

循環器 吉野　拓哉
橋本　浩一

小野寺　達之 検査日 橋本　浩一

小
　
児
　
科

初  診
・

再  診

飯倉　克人 瀧沢　裕司 藤永　英志 小穴　愼二 田村  喜久子

和氣 英一  飯倉　克人アレルギー 肥沼　淳一 齊藤　彩 瀧沢　裕司

午後
(予約)

健診･フォローアップ
(藤永)

健診(田村)
循環器(小穴)

健診(肥沼、当番制)
神経（瀧澤（第2週））

アレルギー(飯倉 (要紹介))

神経(瀧沢)
腎臓(田村)
予約外来

（肥沼（第1・3週））
健診

（藤永（第2・4週））

予防接種
(肥沼、交代制)

予約外来
庄司

腎臓(田村)
アレルギー(飯倉 (要紹介))
内分泌（和氣（第2・4週））

フォローアップ
（中村（第3週））

整形外科 初　診

吉田　衛（第1・3・5週）
一般、スポーツ

人工関節、関節(肩・膝)
髙橋　基　（第2・4週）

小嶋　孝昭 交替制
小川　三千代

一般

河原　秀次郎

三　診 江藤　誠一郎 松本　倫 瀧島　輝幸 松本　倫 江藤　誠一郎
外
　
科

一　診 甲斐　亘 平林　剛 小村　伸朗 平林　剛

午後
黒部 仁(第2・4週)

後期研修医
一般

再
診

一般 休診日(手術日) 水本　華乃子

特殊
髙橋　基

小嶋　孝昭 髙橋　基

若松　武志

泌尿器科

初診 饒村　静枝

休診日
(手術日)

中島　淳
新地　祐介（第1・3週）
早川　正道（第2・4週）

再診
木村　文宏

木村　文宏

脳外科 初診・再診 若松　武志 若松　武志
若松　武志
(初診のみ)

若松　武志

髙橋　英二
早川　正道（第2・4週）

新地　祐介
新地　祐介(尿道狭窄症)

（完全予約制）
新地　祐介(尿道狭窄症)

（完全予約制）

産
婦
人
科

初　診
中司　匡哉（第1・3・5週）

交代制（第2・4週）
石井　賢治 片岡　良孝 齊藤　恵子

石井　賢治
齊藤　恵子
中司　匡哉

片岡　良孝(午前)

特殊外来
(予約)

片岡　良孝
(腫瘍外来)

午後

吉野　明博（第1・3・5週）
笹　秀典（第2・4週）

午後

石井　賢治
(細胞診精査)

15:30～

吉野　明博

再
診

婦人科 石井　賢治
石井賢治

中司　匡哉
子恵　藤齊)後午(孝良　岡片

産科 片岡　良孝 吉野　明博(午前)

眼科 初診・再診 岡　奈々 岡　奈々 岡　奈々
(休診)

(手術日)
岡　奈々

耳鼻科 紹介・完全予約制

看　護　外　来

診療科 曜日

（スポーツ・
  人工関節
  センター）
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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


