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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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幹 部 職 員 紹 介幹 部 職 員 紹 介

新 任 医 師 紹 介新 任 医 師 紹 介

　この度、１０月１日付で久里浜医療センターより異動してまいりました経営企画室長
の大川と申します。埼玉県川口市の出身ですが、県内の病院での勤務は初めてになります。
　経営企画室の主な業務は病院の経営戦略の企画・立案になります。新型コロナウイル
ス感染症の流行は現在のところようやく落ち着きを見せておりますが、まだまだ先行き
が不透明な中、当院にとってもコロナ対応と一般診療の双方を見据えた運営が求められ
る、大変難しい経営環境と考えております。
　微力ではありますが、様々なことにチャレンジしていきたいと思いますので、どうぞ
よろしくお願いいたします

　2021年10月1日付で西埼玉中央病院外科医師
として着任しました河合裕成と申します。諸先輩方
のご指導を受けながら、地域の皆様への医療提供に
貢献できるよう日々努めて参ります。どうぞ皆様の
ご指導とご鞭撻のほど、よろしくお願い申し上げま
す。

　2021年10月より赴任いたしました小児科の坂
口晴英と申します。東京慈恵会医科大学を卒業後、
東京都立大塚病院、東京慈恵会医科大学附属病院（柏
病院、本院）で研修・勤務をしてまいりました。子
供たちの笑顔を守る小児科に魅力を感じ、小児科医
になりました。所沢には趣味の野球観戦で西武ドー
ムに足を運んだことが何度もあり、この度の配属に
はご縁を感じております。地域の子供たちに貢献で
きるよう精進いたしますので、何卒よろしくお願い
申し上げます。

経営企画室長

大川　達朗

外　科

河合　裕成

小児科

坂口　晴英
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耳鼻咽喉科・頭頸部外科の紹介耳鼻咽喉科・頭頸部外科の紹介

　入院・手術的治療が可能な当地域の中核施設として、耳鼻咽喉科・頭頸部外科領域のほとんどすべての疾

患をカバーしております。現在フルタイム医師2名に加え、パートタイム医師9名+歯科口腔外科医師8名の

合計19名で診療にあたっております。

 

　　例）

　　顔面麻痺、突発性難聴、めまい、慢性中耳炎、慢性扁桃炎、慢性副鼻腔炎、鼻中隔彎曲症

　　頸部良性腫瘍（耳下腺、甲状腺、顎下腺）、再発転移頭頸部がん、顎変形症　など

　現在、頭頸部がんの一次治療、気道緊急症例、4歳未満の小児の全身麻酔手術には対応しておりません。

ご理解のほど宜しくお願い致します。

　近隣の医療機関との連携を重視し、紹介患者の診療を行っています。緊急対応が必要な場合でも医療連携

室へご連絡頂ければ、ほとんど当日対応可能です。当院での治療終了後は、再び紹介元の医療機関で通院治

療を継続できるように橋渡しをいたします。

溝上　大輔

耳鼻咽喉科・頭頸部外科の紹介 
 溝上大輔 
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職員等の表彰について　職員等の表彰について　

　令和３年６月末まで当院外科に勤務されていました江藤誠一郎先生が、１１月の「第２

９回日本消化器関連学会週間（JDDW　2021　KOBE）」で、若手奨励賞を受賞されま

した。

　若手奨励賞とは、日本人および日本国内に在住の若手医師（学会初日時点で40歳以下・

医師免許所持の方）で、優れた演題を応募された方が対象となり、当院における研究をテー

マに発表され、今般、受賞となったものです。

　演題の内容については下記抄録をご覧ください。

抄　録
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献血協力感謝状の受賞について献血協力感謝状の受賞について

　当院では年２回、献血に協力しています。

　１階ロビーを受付スペースとし、前日までに院内ポスターの掲示、また、当日の院内放

送等により、職員をはじめ、来院者の皆さまに広くご協力を呼び掛けております。

　このたび、日本赤十字社より感謝状をいただきました。今後も、献血の意義に鑑み、献

血活動を協力支援してまいります。

　皆様もご来院の際、献血が実施されていた際には、ご協力のほどよろしくお願いします。
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面会制限の緩和について面会制限の緩和について

　当院では、これまで新型コロナウイルス感染症院内感染防止のため、面会を中

止しておりましたが、この度 令和３年11月22日（月）より制限を緩和し、下記

のとおり面会を再開することとなりました。

面会できる時間帯：平日の15：00～17：00

※土・日・祝日・年末年始（12/29～1/3）のご面会はできません。

面会に際しての注意事項等：

・面会受付を行って頂き、病棟にてご来訪者の体調や行動歴等を確認した上で面

会の可否を決定させて頂きます。

　（2階病棟のみ、事前のご予約が必要となります。）

・面会に際しては、週1回程度の頻度で、時間は15分以内、原則ご家族に当たる

方で、1日につき面会する人数は２名以内にてお願いします。

・面会においては、１ｍ以上の間隔を空けてください。

・原則として、小児の患者さんとの面会はできません。

・面会に際してのマスク着用、手指衛生についてご協力をお願いします。

　なお、患者さんとの面会を行わないご来訪（お荷物のお届け・受け取り等）に

ついては、従来どおり全日15：00～17：00にて対応しております。

　皆様には引き続きご不便をおかけしますが、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
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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)

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（第2・4・5週）        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

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　　　　　　　　　休診日
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
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 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）
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