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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 医 師 紹 介新 任 医 師 紹 介

　8月より耳鼻科医師として着任しました、瀧端早紀と申します。自衛隊病院や防衛医大
病院等で経験を積んで、この度、西埼玉中央病院に採用されました。どうぞよろしくお
願いいたします。さて、耳鼻咽喉科・頭頸部外科は、5年前に創設されて以来、新しい手
術や専攻医教育、がん免疫療法などを積極的に取り入れ、所沢・入間・狭山地域になく
てはならない診療科に育ちつつあります。微力ながら、より一層地域医療に貢献すべく
精進して参ります。耳鼻科の領域は耳と鼻だけでなく、”のど”や舌など、首から上は基
本的(専門科がない箇所であれば)になんでも診ます。何かお困りなことがあればお気軽に
相談して下さい。

　7月より西埼玉中央病院外科医師として勤
務しております日髙卓と申します。かつて
平成28年7月から平成30年12月までの間、
外科医師として勤務しておりましたが、こ
のたび、縁あって再び勤務することとなり
ました。どうぞよろしくお願いいたします。

　このたび、同じく国立病院機構の宇都宮
病院より、西埼玉中央病院整形外科に着任
いたしました伊丹建司郎（いたみけんじろ
う）と申します。これまでの、機構で学ん
できたスキルを活かし、地域の方々への医
療提供に貢献していきたいと考えておりま
すので、どうぞよろしくお願いします。

外　科

日髙　卓

整形外科

伊丹　建司郎

耳鼻咽喉科

瀧端　早紀
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救急医療提供体制の機能強化の取組み救急医療提供体制の機能強化の取組み
■■  診　療　部    診　療　部  ■■

　コロナ禍の昨今、当院では平日・日中の救急医療提供体制の強化に取り組んでいます。

　取組み内容は大きく分けて２点あり、１つ目は、コロナ感染防止の観点から、急患受入

を夜間救急受付で一元化し、単一でない動線の確保や感染管理を可能とする部屋の確保等

を行いました。

　もう１つは、医局が主催となって、職種や診療科の垣根を超えた勉強会を開催し、一人

ひとりの救急医療に関する技術の向上や知識の習得に取り組んでいます。この勉強会は、

医師の他、看護部門、コメディカル部門、事務部門等、職種を問わず幅広い参加を可能と

し50名を超える参加者で盛況だった回もあり、個々のスキ

ルアップに繋がっています。

　これらの取組みを進めて以来、例えば救急車の受入件数

を目安とした場合、6月の177件から、7月は214件、8

月は229件と右肩上がりで増加しています。

　このような取組みによって、より地域に必要とされる病

院を目指していきます。

令令和和3年年度度
第第4回回 西西埼埼玉玉中中央央病病院院
医医局局主主催催 救救急急医医療療勉勉強強会会

場場所所：： 大大会会議議室室

講講師師 副副院院長長
「「産産婦婦人人科科領領域域のの救救急急医医療療」」
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呼吸器内科を初めて受診される方呼吸器内科を初めて受診される方

一度終診となり改めて呼吸器内科を受診される方へ一度終診となり改めて呼吸器内科を受診される方へ

　当院呼吸器内科に関しましては、 初診の患者さんについては、紹介状をお持ちの方のみ診察を受け付けて

おりますが、この度、 2021年 8 月30日（月）以降 の 初診に関しまして、 誠に勝手ながら、 下記のとおり 

完全予約制 とさせて頂くこととなりましたので、 皆様にはご面倒をおかけしますが、どうぞご理解のほど宜

しくお願い申し上げます。

【呼吸器内科を初めて受診される方、 または 、 呼吸器内科の 受診歴はあるが、 当院呼吸器内科
での診療が継続していない方 （一度終診となった方 】

　呼吸器内科受診の際には、

　　①：現在のかかりつけ医などで紹介状を書いていただき、

　　②： お電話にて予めご予約をお取りください。

　　　　ご予約の お問い合わせ先

　　　　　　平日 １3：００〜１6：００

　　　　独立行政法人国立病院機構西埼玉中央病院　呼吸器内科外来

　　　　Tel ０４-２９４８-１１１１ 代表） より呼吸器内科 外来 への 取次ぎを依頼してください。

　　　※ 紹介状をご持参の場合でも、 予めご予約のない場合は、受付できないこととなりますので、

　　　　何卒ご理解のほど宜しくお願い申し上げます。

　・診察を行っている日 は、下記のとおりとなります。

　　月曜日： ○

　　火曜日： ○

　　水曜日： 第 2 ・４水曜日のみ○

　　　　　（第１・３・５水曜日は休診となります。）

　　木曜日： ○

　　金曜日： ×（休診日）

　　※ 診察可能な曜日であっても、休診日となる 場合 が ございます ので、何卒ご容赦ください。

　　※ 枠に限りがございますので、ご希望日以外の日でのご予約をお願いすることもございます。
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病院への励ましに対する感謝について病院への励ましに対する感謝について

　日頃より当院をご支援くださいましてありがとうございます。

　新型コロナの影響で当院に限らず、病院を取り巻く環境は日を追うごとに

厳しさを増しておりますが、これまで、医療従事者に対する支援として、皆

様からマスクをはじめとする物品等の寄附、また、励ましのお言葉など多数

いただいているところです。

　これらのお心遣いに対し、この場をお借りしまして感謝申し上げます。

　当院としましても、地域における医療ニーズ等を踏まえ、より一層皆様の

ご期待に添える病院となれる様、努めてまいりますので、よろしくお願いし

ます。

独立行政法人国立病院機構西埼玉中央病院

　　　職員一同
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ボランティア活動の紹介ボランティア活動の紹介

　当院ボランティアスタッフの活動について紹介します。

　当院では、ボランティアの方に毎週月〜金曜の概ね朝９〜１１時の間、正面玄関において、主に来院され

る皆様に対する院内のご案内をお願いしております。

　長期にわたってボランティアに携わっていただいている方が多く、時には職員以上に、病院のどこに何が

あるか、ご存じである方や、来院者からの「初めての来院で不安だったが、入口で大変親切にしていただい

て助かった」といった声を頂戴するなど、病院運営に欠かせない存在となっております。

　当院でのボランティア活動に興味を持たれた方は、当院（☎042－948－1111）までご連絡いただき、

「ボランティアに関するお問合せ」とお申し付け下さい。

初めて受診される方に外来診療申込書の記載のご案内をするボランティアさん（右）
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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

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） 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・4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/池上　侃             交替制 中平　光彦 瀧端　早紀
(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 溝上　大輔               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・完全予約制

　也達　部井也達　部井　石井　尚(午前)

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 　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）

和氣　英一　　　　　　　 藤永　英志 瀧沢　裕司

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 河合　裕成　　　　　　　  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
早川正道（第1・3週）
新地祐介（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 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 ※休診

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

※ 呼吸器内科・耳鼻科は紹介・完全予約制となりますので事前予約をお願いいたします
※ 眼科診療は当面の間、休診となります

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


