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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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　昨年は新型コロナ感染症一色の年でありました。地域医療支援病院としての立場、国立病院機構の一員とし
ての役割を鑑みて、いち早く帰国者・接触者外来を立ち上げさせて頂きました。
　4月には、一病棟を新型コロナ感染症専用病棟として運営し始めました。ほぼ同時期に毎朝、新型コロナ感
染症対策会議を開始致しました。また入院待ち、或いは経過観察処置となった感染者の方々はホテルへの一時
待機の処置がとられましたが、その管理や運営のお手伝いもさせて頂きました。未知の感染症に立ち向かって
頂いた職員の方々に心より御礼申し上げるとともに、敬服致します。埼玉県内で、いくつかのクラスターが発
生していた折、細心の注意を払っていたつもりでしたが、11月に当院でクラスターが発生してしまいました。
このことは患者さんや地域の皆様方に大変ご心配とご迷惑をおかけしました。この場を借りまして、改めて心
よりお詫び申し上げます。幸い、院内感染症対策チームの初動が優れていたため、クラスター発生の当該病棟
の入退院を一時的に停止することのみで、一般外来、当該病棟を除く入院、救急、手術などを継続することが

できました。ご支援頂きました狭山保健所の皆様方、国立病院機構本部の方々に厚く御礼申し上げます。そして狭山保健所様ならびに
防衛医科大学校感染対策チームの方々に検証して頂いた結果、12月10日、無事収束宣言を出すことができました。新型コロナ感染症
に罹患する可能性は誰もがありますが、病院診療に携わる者として、より気持ちを引き締めていきたいと考えております。新型コロナ
感染症の収束はまだまだ先が見えておりません。ワクチン接種が今春にも始まると報道されておりますが、その工程表は明らかではあ
りません。
　当院としましては、発熱外来と新型コロナ感染症病棟の運営を継続し、地域住民の皆様方が安心してお暮し頂けますよう努力してい
きたいと思います。しかしながらマスコミ等で報道されておりますように、診療に関わっている医療スタッフはゴールが見えないこと
も相まって疲弊してきております。彼女、彼らは最早、医療職としての‘責任感’のみでその職責を果たしてくれているように感じます。
皆様方も医療現場の職員を是非とも温かい目で見守って頂きたいと思います。病院長としてのお願いとなります。どうぞよろしくお願
い申し上げます。
　さて、昨年は種々の会議がweb会議システムを利用して行われました。ZoomやTeamsなどのアプリを初めて使用した方々も多かっ
たのではないでしょうか。わたしもその一人です。わたしはいまだに多くの医学会活動をしておりますが、これまでは対面方式の会議
がすべてでした。不慣れなこともあり、対面会議のような熱い討論はなかなか難しいのも事実ですが、web会議で多くのことは代用で
き非常に便利なツールです。今後、新しい生活様式への適応が求められる中、利便性の追求、コスト削減、あるいは労働時間短縮といっ
た働き方改革などの観点からアフターコロナの時代となっても益々活用されていくのではないでしょうか。またリモートワーク、テレ
ワークがどんどん推奨されました。軽井沢や北海道などで避暑を楽しみながら仕事をするワーケーションという造語もできました。そ
の風景をテレビで幾度となく目の当たりにしました。患者さんを‘診る’、あるいは‘看る’という行為は人間の五感すべてが活用され
るものです。世の中がいろいろと便利になっていく中で、ある意味われわれは旧態依然とした手法が医療には必要だと思います。患者
さんの立場をよく理解し、寄り添った医療を行うよう今後も職員一同、努力していきたいと思います。ご支援のほど、何卒よろしくお
願い申し上げます。

病院長  小村　伸朗

令和 3年　ご　挨　拶
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団体・個人の表彰について団体・個人の表彰について
　　当院は、既報（にしさたまちゅうおう10月号）のとおり、9月4日に救急医療功労団体として大野埼玉県
知事より表彰されておりますが、11月12日に、一般社団法人埼玉県医師会長からも表彰を受け、あわせて
記念品が贈呈されました。当院としましては、地域医療における役割を自覚し、引き続き、地域支援病院と
しての責務を果たしてまいりたいと考えておりますのでよろしくお願いします。

＜県医師会表彰状＞

　また、昨年11月5日から7日までの3日間、第28回日本消化器関連
学会週間（JDDW 2020 KOBE）が神戸コンベンションセンターで開
催されました。こちらは、ほぼすべての消化器病領域を網羅しており、
内科医、外科医のみならず、放射線科医、病理医、看護師など、多科の
医師や医療従事者が参加し、一つの学会への参加で多領域の疾患に対す
る最新の診断・治療・予後を幅広く勉強できる学会となっております。
同学会において当院の小村院長が、
ポスター優秀演題賞を受賞しました。
当院の理念の一つに「職員は常に研
鑽に励み、安全で、より良い医療（高
度な医療）の提供に努めます」があ
ります。このように、院長を先頭に、
職員一人一人が日々たゆまぬ研鑽に
努めています。
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新 任 医 師 紹 介新 任 医 師 紹 介

環境美化の推進について環境美化の推進について

　令和３年１月１日付で西埼玉中央病院整形外科勤務となりました原慧一郎（はらけい
いちろう）と申します。
　西埼玉中央病院は地域の中核病院としての役割を担っており、地域の皆さまのお役に
立てるよう微力ながら懸命に頑張っていきたいと思っております。どうぞよろしくお願
いします。

整形外科

原　慧一郎

　所沢市は、自然豊かな狭山丘陵や先人達が育んできた武蔵野の雑木林、農地や屋敷林の織りなす風景に囲
まれた自然豊かなまちです。当院も、周囲を緑に囲まれた自然豊かな環境に立地しております。そのため、色々
な草花の成長を観察できる一方で、バランスのとれた美しい状態を保つため、適宜、手入れを行う必要があ
ります。
　今般、写真のとおり、大規模の剪定を行いました。

　今後も、来院される方々にとって癒しとなる景観を保つべく、環境美化の推進に努めていきます。
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脳 神 経 外 科 の 紹 介脳 神 経 外 科 の 紹 介
脳神経外科　若松　武志

　脳神経外科は月曜から金曜まで午前中外来診療を行っています。当科では頭痛、めまい、麻痺、言語障害、

頭部外傷等で受診される方が多いですが、最近増加している主訴として物忘れがあります。

　認知症にはアルツハイマー型認知症、レビー小体型認知症、脳血管性認知症、前頭側頭型認知症があります。

当科では物忘れを主訴とし受診される患者さんに長谷川式認知テスト、ＭＲＩ、脳血流シンチ等検査してお

ります。また、治る認知症として知られてきた正常圧水頭症の診断、治療を行っています。正常圧水頭症と

は頭蓋内圧は正常であるが、原因不明で脳脊髄液の吸収が悪くなり脳脊髄液が頭蓋内に貯留する病気です。

高齢者の１～３％程度で罹患している可能性があるようです。ＭＲＩにて特徴的所見として脳室拡大、前頭

葉と側頭葉の隙間の開大、頭頂葉の脳回の狭小化が認められます。症状としてはまず徐々に小刻み開脚すり

足歩行となり、物忘れ（認知症）、尿失禁が出てきます。パーキンソン病やアルツハイマー型認知症でも同様

の症状が出ますが、正常圧水頭症では髄液排除試験（30mlから50ml程度腰椎穿刺にて採取）を行い、髄液

排除前後で歩行してもらい歩行時間と歩数を測定し、1割以上改善した場合、正常圧水頭症と診断しています。

検査は５日程度入院して行います。治療は脳室-腹腔内シャント（V-Pシャント）か腰椎内-腹腔内シャント（L-P

シャント）を行っています。最近はL-Pシャントを主に行っており手術時間は１時間程度で術後10日程度で

退院可能です。

　また頸部頸動脈エコー検査や頸部ＭＲＡ検査にて頸動脈の狭窄が疑われる方が増えています。

　当科でも経皮的ステント拡張術を2019年より行っております。現在20数例行っており、治療後、後遺症

なく経過観察しています。当科では脳ドックも行っており、未破裂脳動脈瘤、正常圧水頭症、頸部頸動脈狭

窄症や脳梗塞の診断を行っています。また、採血や心電図検査も一緒に行っております。今後の安心の為に

も一度は検査しておいいた方が良いと思われます。
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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。

https://nishisaitamachuo.hosp.go.jp/about/cnt0_000034.html

西埼玉中央病院 年 月 西埼玉中央病院 年 月

認定看護師・専門看護師便り
西埼玉中央病院 年 月

認認認定定定看看看看看看看看護護護護護護護護師師師師師師師師師・・・・専専専専専専専専門門門門門門門門看看看看看看看看護護護護護護護護師師師師師師師師師便便便便便便便便便便便便便りりりりりりりり

本年もよろしくお願いいたします。
認定看護師・専門看護師一同

鈴木小児救急認定看護師が横浜医療センターへ転勤になりました

在任中は職員の皆様の多くの支えがあり小児
救急認定看護師として務めさせていただきました。
また、患者さんやご家族と接する中で様々な学び
をさせていただきました。この学びは今後への力
となっていくと思います。
現在大変な時期ではありますが医療者の底力を見
せる時だと思い、自分自身も頑張っていきたいと
思います。
皆様のご健康とご多幸をお祈り申し上げます。
本当にありがとうございました。

未だ衰えを見せない の
猛威に対峙している医療現場では、
様々な模索が求められています。
我々西埼玉中央病院の も、

感染管理を始めとして、それぞれの
分野で今何が出来何をすべきかを日々
自問しながら、活動を展開してきたい
と思います。
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入院患者様のご家族の方へ入院患者様のご家族の方へ
入院患者様のご家族の方へ

新型コロナウイルス等の院内感染防止のため、

月 日（月）より、当院では入退院の際の付

き添いや、手術等の説明の場合、その他特に病院

からお呼びする場合を除き、ご来訪の時間を

： ～ ： とさせて頂きます。

入院患者さんにお届けすることが必要な荷物、または入院患者さ

んから受け取る必要がある荷物（洗濯物等）がある場合は、下記の

時間帯に限って受付可能となりますので、どうぞご承知おきくださ

いますようお願い致します。

平平日日・・土土日日祝祝休休日日をを問問わわずず

：： ～～ ：：

またお荷物の授受について、概ね 週間に 回程度の頻度として

頂くよう、ご協力頂きたく併せてお願いします。

皆様には大変ご不便とご迷惑をお掛けしますが、何卒ご理解ご協

力のほど宜しくお願い申し上げます。

西埼玉中央病院長

荷物の受け渡し

について
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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

鈴木　隆介
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)

)約予(彰哲　笹
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～)

交代制 溝上　大輔中平　光彦

中平　光彦
（午後：一般）

長谷部　正之
（午後：一般）

溝上　大輔／犬塚　絵理 溝上　大輔／平野　正大
(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

消化器 吉田　幸永 白壁　和彦 二上　敏樹 菊地　伊都香

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 大野　隆行

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

菊地　伊都香
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 肥沼　淳一 小穴　愼二 田村  喜久子

和氣 英一  飯倉　克人アレルギー 野中　絵美

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・フォローアップ
（藤永（第2・4週））

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

髙橋　基（第1・3・5週）
一般、スポーツ

人工関節、関節(肩・膝)
吉田　衛　（第2・4週）

小嶋　孝昭 交替制

江藤　誠一郎

三　診 江藤　誠一郎 平林　剛 小村　伸朗 平林　剛
外
　
科

一　診 竹内　秀之 松本　倫 瀧島　輝幸 松本　倫

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) 原　慧一郎

特殊
髙橋　基

小嶋　孝昭

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）

范　揚文

瀧沢　裕司藤永　英志

予防接種

(肥沼、交代制)

予約外来
多村　公晃

河原　秀次郎

鈴木　隆介
一般

後期研修医
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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


