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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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新任幹部職員紹介新任幹部職員紹介

　この度、４月１日付けで大阪府にある国立循環器病研究センターより異動してまいり
ました事務部長の石井厚司と申します。
　出身は岡山県ですが、親族が三芳町に居住していることもおり、とても馴染み深い土
地で何かの縁を感じています。
　さて、西埼玉中央病院は地域医療支援病院として、地域の皆様に信頼される安全・安
心な医療の提供、患者サービスの向上に努めてこられました。特に昨年は、通常診療に
加え、新型コロナに対する外来および入院医療の提供に積極的に取り組み、西部地域の
みならず埼玉県において重要な役割を担っておられます。
　まだまだ、新型コロナの終息が見通せず、緊張の日々が続きますが、地域においてよ
り必要とされる病院を目指し、微力ながら少しでもお役に立てるよう努力してまいりた
いと思いますので、病院職員の皆様、地域の医療機関の皆様にお力添えを戴きますよう
よろしくお願いいたします。

事務部長

石井　厚司

　4月から麻酔科医師として着任しました、川口慎憲と申します。防衛医科大学校
卒業後、航空自衛隊医官、防衛医大病院麻酔科勤務を経て、今回縁あって当院に
お世話になることになりました。10年前から非常勤医師として当院で勤務してま
いりましたので、まったくの新参者というわけではありません。また、大学入学
以降20年以上を所沢で過ごして参りましたので、愛着のあるこの所沢で引き続き
勤務できることをありがたく感じています。
　自己紹介と兼ねて、麻酔科の部門紹介をさせて頂こうと思います。麻酔科は主
に手術における麻酔管理を担当します。単純に麻酔をかけるだけでなく、手術中
の血圧や心拍数、呼吸の管理、出血の対応、痛みのコントロール等、様々なこと
を観察しながら対応しています。当院は常勤医以外に、慈恵医大、防衛医大をはじめ、多くの非常勤医師の
支援を受けており、ほぼ全ての手術症例を麻酔を専門とする医師で対応しております。患者の皆様には安心
して手術を受けていただける環境であると考えております。
　安全な手術、麻酔を行うことはもちろんですが、術後の苦痛を取り除くことも重要です。近年の技術の進
歩により、麻酔科領域でも様々な鎮痛方法が導入されています。患者さんの状態、手術内容に応じ、最適な
麻酔方法、鎮痛方法を選択して対応させていただきます。
　麻酔科は手術麻酔以外に、ペインクリニック領域も対応しております。現状は専門的に外来患者さんの対
応をするのは難しいですが、他科入院中の方などで痛みの症状がある方がいらっしゃいましたら、お役に立
てることもあるかと思います。
　手術領域だけでなく、当院の安全管理にも尽力してまいりますので、今後よろしくお願い致します。

麻 酔 科 の 紹 介麻 酔 科 の 紹 介

麻酔科　川口　慎憲
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新任幹部職員紹介新任幹部職員紹介
　この度4月1日付けで看護部長を拝命いたしました、藤咲美輝と申します。職責の重さ
に身が引き締まる思いでおります。皆様よろしくお願い致します。
　私が初めて西埼玉中央病院を訪れた時、心和む沢山の緑木の中にさくらが満開に咲き
ほころび、正面玄関にある池にはたくさんの鯉が泳ぎ、（時にカルガモが親子で訪れる⁈）
とても落ち着いた閑静な環境に、患者さんが療養するにはとても良い病院環境だと思い
ました。そんな魅力あるこの病院の一員になれたことを嬉しく感じました。
　私は、様々な施設で管理者としての貴重な経験、勉強をさせていただきました。それ
ぞれの国立病院機構病院に赴任し感じることは、どこの病院もその施設の役割使命を受
け、それぞれの課題に向かい職員一同が知恵を絞り、ミッション達成に尽力しています。
人事交流一員としてこの施設に自分がよい風となる存在でありたいと願っております。
　また当院が地域医療支援病院として二次救急医療を担い、地域の皆様に信頼される医
療・看護の提供ができるよう看護部一同、力を合わせながら努力していきたいと思って
おります。看護師たちが専門職業人として知識、技術の習得、社会人としての自覚ある
行動を目指し「人材教育」をしていくこと、そして看護師が生き生きと働きやすい職場
環境づくりをしていくことが私の責務と考えています。皆様と協力し地域に貢献できる
病院となれるよう頑張っていきたいと思います。
　最後に少し私の自己紹介をさせて下さい。私の出身は茨城県水戸市、現在の住まいは
常陸太田市という自然豊かなところです。国立病院機構での勤務は、水戸医療センター
を筆頭に、高崎総合医療センター、霞ヶ浦医療センター、千葉医療センターと西埼玉中
央病院は5施設目となり、単身赴任生活16年目となります。趣味はステンドガラス製作
です。仕上がりに多少の難はありますが、作成中は「無」になり、気持ちをリセットす
るにはとても効果的です。今度病院の片隅に作品を置かせてください。
　皆様、よろしくお願い致します。

　4月よりNHO久里浜医療センターより配置換えにて西埼玉中央病院研究検査科に着任
いたしました臨床検査技師長の佐藤紀之と申します。出身は東京都八王子市、好きなプ
ロ野球チームは埼玉西武ライオンズです。そして好きな選手は体系が似ているおかわり
君こと中村剛也選手です。子供が小さい頃はよく西武ドーム（メットライフ）に行きま
した。
　前施設は目の前が東京湾で、快晴の時は左に房総半島、右に三浦半島が一望できると
ころでした。今回の異動で青い海から緑の山へ見えるものは違いますが、自然に囲まれ
たここ西埼玉中央病院で患者皆さまの早期治療・早期診断のお役に立てればと思ってお
ります。
　まだ新天地にて慣れないこともあり、皆さまにご迷惑をお掛けすることも多々あるか
と思いますが、ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。

看護部長

藤咲　美輝

臨床検査技師長

佐藤　紀之
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新 任 医 師 紹 介新 任 医 師 紹 介

　2021年4月1日より西埼玉中央病院に勤務させて頂くこととなりました代謝・内分泌
内科の鈴木美香と申します。私は一度社会人を経て医師を目指し、聖マリアンナ医科大
学医学部を卒業後、初期研修は東京慈恵会医科大学附属病院で行いました。学生時代よ
り食事や運動など患者さんのライフスタイルに寄り添い治療を行うことができる糖尿病
を始めとした生活習慣病、また甲状腺や副腎等の内分泌疾患の治療に興味を持ち、代謝・
内分泌内科を選択しました。現在一児の母でもあり、周囲の協力を得ながら仕事も育児
も全力で頑張っております。埼玉県の地域医療に少しでも貢献できますよう努力してま
いりますので、何卒宜しくお願い致します。

　４月から西埼玉中央病院消化器内科に着任い
たしました横山寛と申します。
　緑の豊かな環境に囲まれながら、先生方及び
スタッフの皆さんからご指導・ご鞭撻をたま
わって、早く地域医療へ貢献できるよう頑張っ
ていきたいと思いますので、よろしくお願いい
たします。

代謝・内分泌内科

鈴木　美香

消化器内科

横山　寛

　初めまして、竹田裕介と申します。2021年4月より西埼玉中央病院に赴任いたしまし
た。東京慈恵会医科大学医学部を卒業後、新宿区の社会保険中央総合病院（現：JCHO
東京山手メディカルセンター）、静岡県の富士市立中央病院、慈恵医大付属病院（葛飾医
療センター、新橋本院）で研修・勤務させていただきました。2016年～2020年の4年
間は大学院で糖尿病と血管内皮障害の研究に従事しておりました。糖尿病・内分泌疾患
を専門に診療させていただきます。埼玉県の地域の方々の皆様のお役に立てるよう、日々
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。

　2021年4月から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、代謝内分泌
内科の伊東日向菜と申します。東京慈恵会医科大学卒業後、初期研修を経て、東京慈恵
会医科大学糖尿病・代謝・内分泌学講座に入局いたしました。
　患者さんの目線に立ち、患者さんの価値観や立場を尊重した医療を目指してまいりま
す。まだまだ未熟ではありますが、埼玉県の地域のみなさまに少しでも貢献できるよう
努力していく所存です。ご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願い申し上げます。

代謝・内分泌内科

竹田　裕介

代謝・内分泌内科

伊東　日向菜
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新 任 医 師 紹 介新 任 医 師 紹 介

　4月より西埼玉中央病院消化器内科勤務となりました廣瀬克哉と申します。
　患者さんに寄り添った医療を目指し、消化器内科医として地域の皆様にお役に立てる
よう日々努力してまいります。どうぞご指導・ご鞭撻の程よろしくお願いいたします。

　2021年4月より西埼玉中央病院の外科で勤務させていただいております、李鹿璐（り 
るる）と申します。
　以前は医学以外の分野を学んでいましたが、その過程で自分とは異なる背景を持つ方々
と接する機会を重ねるうちに、社会の中での自分の立ち位置というものを考えるように
なりました。患者さんとの対話から問題点を見出し、それを治療によって直接的に解決
しようという積極性の高さに魅力を感じ、医師の道に進むことにしました。
　この3月まで調布にある慈恵医大第三病院で研修医として働いておりましたが、その中
で外科医を志すことに決めました。以前より地域に根差した病院で働きたいと思ってい
ましたが、今回西埼玉中央病院に配属になり嬉しく思います。経験が浅く不慣れなこと
が多いですが、一日も早く知識を吸収して地域に貢献できるよう日々精進して参ります
ので、何卒よろしくお願い致します。

　2021年4月1日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、消化器
内科の川村愛子と申します。胃カメラや大腸カメラといった検査から、疾患の診断治療
まで幅広く携われることを魅力に感じ消化器内科を専攻いたしました。少しでも地域の
皆様のために貢献できますよう、精一杯つとめさせていただきます。慣れないことも多
くご迷惑をおかけすることもあるかと思いますが、ご指導ご鞭撻のほど、どうぞよろし
くお願い致します。

消化器内科

廣瀬　克哉

外　科

李　鹿璐

消化器内科

川村　愛子
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第 45回生の旅立ち（附属看護学校）第 45回生の旅立ち（附属看護学校）

　3月５日第45回生の卒業式を無事に挙行することができました。感染予防対策のため昨年同様、卒業生と

学校職員のみの参加ということでしたが、温かい雰囲気の中で45名の卒業生を送り出すことができました。

今年度は新型コロナウイルス感染拡大防止のため休校を余儀なくされ、学生も職員も不安ななか4月を迎え

一年が始まりました。5月に迫った就職試験を控え、メールや電話で面接練習や小論文指導を行いました。

学生が思う看護の未来への期待や不安に触れ、看護教員として学生一人一人に向き合う時間となりました。

講義も配信となり、自宅で課題に取り組みメールで提出するという初めての取り組みとなりました。そして、

6月に入り学校が再開しました。１．２年生は講義・演習が始まり3年生は臨地実習から学内実習に変更とな

りました。グループで事例患者さんの看護をアセスメントし、仲間の考えに触れる機会となりました。「病院

で実習をしたい。患者さんに看護を提供したい。」そんな気持ちを我慢して、学内実習に一生懸命取り組みま

した。そのようななか、徐々に臨地実習が再開され、実際に患者さんと触れ合い、看護が提供できる喜びを

仲間と感じました。そして病院や施設で実習ができることへ、感謝の気持ちを述べる学生も多くいました。

　12月に入り看護師国家試験対策が本格化しました。補習講義や模擬試験に取り組み、結果が出ないことに

焦り、不安になる学生もいましたが、仲間ととともに日々勉強し、前向きに頑張りました。感染予防対策の

ため、学校と自宅で学習の場は分かれていましたが、45回生の気持ちをひとつにそれぞれの場所で取り組み

ました。そして迎えた2月14日第110回看護師国家試験当日、全員無事に受験を終えることが出来ました。

試験を終えた学生は「今までの臨地実習で、患者さんや実習指導者さん、先生方から多くのことを学ばせて

いただいたのだと実感した。」と述べておりました。

　卒業式前には、母体病院への感謝の気持ちを込め病院周囲の清掃を行いました。予餞会では、在校生から

送別のメッセージ動画が送られました。卒業講演では、3名の先輩方のキャリアについて話を伺い、コロナ

禍での就職に不安があるなかで、それぞれの未来について考える機会となりました。また何よりも、楽しく

看護を語る先輩方がキラキラして見えました。

看護学校教員　浅野　裕美子
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外来診療当番表外来診療当番表
月 火 水 木 金診療科 曜日

鈴木　美香 (紹介)竹田　裕介
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(午前) 范　揚文(午前)

五條(午後･予約 第2･4週) 鈴木　美香(午後) 伊東　日向菜(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 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) 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)

笹　哲彰(予約)
骨粗鬆症

木村文宏(第1・3・5週)

髙橋英二(第2週)

片岡　良孝

吉野　明博

中司　匡哉

(子宮脱・尿失禁外来　15時～)

溝上　大輔/犬塚　絵理 溝上　大輔/安武　新悟 交替制 中平　光彦 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 犬塚　絵理 中平　光彦 長谷部　正之
(午後：耳･聴覚･補聴器) (午後:頭頸部腫瘍) (午後：一般) (午後:一般) (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

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

廣瀬　克哉

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)范　揚文 伊東　日向菜 范　揚文

消化器 横山　寛 白壁　和彦 二上　敏樹 川村　愛子

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(午前)
竹田　裕介(午後)

消化器 川村　愛子

小山　達也(午後)

呼吸器 郎一陽　元濵也達　部井也達　部井

特殊

廣瀬　克哉
根岸　道子(予約･紹介)

根岸　正史(1･2週)(予約･紹介)
白壁　和彦 横山　寛 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

午後
(予約)

健診･フォローアップ
(藤永)

VCG(田村)
循環器(小穴)

健診(当番制)
神経（瀧澤（第2週））

アレルギー
(飯倉 (要紹介))

神経(瀧沢)
専門外来
（肥沼）

フォローアップ
（藤永（第2・4週））

シナジス
(当番制)
予約外来
(臼井)

腎臓(田村)
アレルギー(飯倉 (要紹介))

内分泌（和氣）

野中　絵美 藤永　英志 瀧沢　裕司

子珠　科高子珠　科高子珠　科高

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 笹　哲彰
鈴木　隆介

一般

日髙　卓

三　診 日髙　卓 平林　剛 小村　伸朗 平林　剛 河原　秀次郎
外
　
科

一　診 竹内　秀之 松本　倫 交替制 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) 伊丹　健司郎

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・5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・5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 石井　賢治 片岡　良孝 齊藤　恵子

吉野　明博(午前) 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

笹　秀典/中司　匡哉
（第2・4週）午後

産科ハイリスク外来

石井　賢治
(細胞診精査)

15:30～

吉野　明博

再
診

婦人科
石井　賢治

片岡　良孝(午後)
中司　匡哉

石井 賢治(午後)
片岡　良孝(午後) 吉野　明博 齊藤　恵子

産科
片岡　良孝(午前)
中司　匡哉(午後)

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

（スポーツ・
  人工関節
  センター）

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
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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)狭山ヶ丘駅西口より、ところバス航空公園駅　西路線
新所沢・三ケ島コース約７分（西埼玉中央病院下車）

　 狭山ヶ丘駅西口より、ところワゴン若狭・三ケ島
ルート約10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


