
Vol.70（第70号）

〒359-1151　埼玉県所沢市若狭2-1671　ＴＥＬ 04（2948）11 1 1／ＦＡＸ　04（2948）１１２１　https://nishisaitamachuo.hosp.go.jp

発　　行：独立行政法人国立病院機構
　　　　　西埼玉中央病院
発 行 月：令 和 ４ 年 １ 月
発行責任者：小　村　伸　朗

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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　皆様，新年あけましておめでとうございます。新春の訪れを心よりお慶び申し上げます。
　昨年は、一昨年に引き続き新型コロナ感染症の対応に追われた一年でした。もともと一病棟を新型
コロナ感染症専用病棟とし対応してまいりましたが、東京オリンピック・パラリンピック開催時期と
一致して生じた第5波の勢いは実に凄まじいもので、すぐに満床の状態となってしまいました。その
ためさらに一病棟を閉棟し、看護師の皆さんに異動して頂き、新型コロナ感染症用病床を増床しまし
た。この異動は看護師の皆さんに精神的かつ身体的な多大なるご負担をかけてしまいました。看護師
さんをはじめとし、ご協力頂いた職員の方々に心より御礼を申し上げます。本当に有難うございまし
た。そしてご苦労さまでした。オミクロン株の影響で、今後どのような展開になるのか、第6波が来
るのかどうかわかりませんが、本年からは第５波以前の診療体制に戻し、救急医療を中心とした地域

支援病院としての本来の役割を強化していきたいと思います。と申しますのは、第５波の最中には、救急車の要請を断らざる
負えない状況になってしまい、市民の皆様方、近隣の諸先生方にご迷惑をお掛けする事態となったからです。このことは真の
医療崩壊を意味するもので、新型コロナ感染症の対応を強化するあまり、急患を受けることができなかったという現実が起き
てしまったわけです。もちろん、引き続き保健所や県からの要請は極力断ることなく新型コロナ感染症の患者さんは引き受け
ていきます。一部の病院で、新型コロナ感染症病床利用率が低い、つまり補助金を頂いておきながら患者さんを十分に引き受
けていないということがメディアで多く取り上げられました。当院はそのようなことはまったくなく、職員一丸となって対応
させて頂いたことをここに申し上げておきます。
　話しは変わりますが、当院には附属看護学校が併設されています。毎年40人前後の学生が入学し、そして卒業していきます。
新型コロナ感染症の影響で、「入学式」「戴帽式」「卒業式」といった学校3大イベントを縮小してやらざる負えない状況となっ
てしまいました。楽しみにされていた父兄の皆様方はさぞかしがっかりされたことと思います。もちろんわれわれの学校だけ
でなく、この流れは全国の小・中・高等学校等に及んでいます。つらい中でも頑張ってきた子どもたちの門出を祝ってあげた
いという意図から、昨年東京音楽大の方々が「仰げば尊し」、「旅立ちの日に」などの卒業ソングのコンサートをオンラインで
配信する企画が立ち上がったそうです。そして岩手県の小学校の先生がこのようなメッセージを添えたそうです。「知らない
人から何かしてもらった子どもたちは、やがてきっと知らない誰かに対しても、何かしてあげられる大人に育つはずです」（令
和3年3月8日読売新聞『編集手帳』より）。オンラインコンサートを企画された方々も素晴らしい、そしてこのようなメッセー
ジを記せる先生の感性に感動しました。このような時代だからこそいつもと違った何かができる、この信念をもって今年はやっ
ていきたいと思います。
　患者さんに寄り添った医療を行える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４年　ご　挨　拶
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新 任 医 師 紹 介新 任 医 師 紹 介

　令和4年1月から、西埼玉中央病院泌尿器科勤務となりました朝隈純一と申します。平
成6年3月に防衛医科大学校を卒業後、陸上自衛隊医官として防衛医大病院、自衛隊中央
病院、第3師団後方支援連隊衛生隊医官（兵庫県）、自衛隊阪神病院泌尿器科医官、第13
旅団司令部医務官（広島県、単身赴任）など海外派遣はありませんでしたが、国内の災
害派遣の医療支援や、活動する自衛官の健康管理や駐屯地の衛生管理などに従事してま
いりました。平成20年4月以降は制服を脱ぎ、教官として防衛医大病院に勤務しており
ました。前任地の防衛医大病院では泌尿器科領域の癌治療を主な研究テーマとし、臨床
では泌尿器科内視鏡手術、腹腔鏡下手術を専門としております。出身は西日本ですが、
防衛医大に入学以来、所沢市民として30年以上たちます。地元地域の皆様のため微力な
がら働けることを大変光栄に感じております。適切な診断、治療を行い、安全で、地域
の住民に信頼され、選ばれる病院を目標に、理にかなった治療の提供を心がけています。
まだまだ至らないところも多々ありますが、どうぞよろしくお願い申し上げます。

　令和4年1月より西埼玉中央病院整形外科で勤務しております福島弘隆と申します。緑
豊かな恵まれた環境の中で、地域の皆様に満足していただけるような医療提供を行って
地域に貢献できるよう努めて参りますので、なにとぞご指導ご鞭撻のほどよろしくお願
いいたします。

泌尿器科

朝隈　純一

整形外科

福島　弘隆

　今年に入って、関東地方でまとまった雪が降り
ました。
　写真のとおり、池の水も凍りましたが、池の鯉
はじっと動かず寒さをこらえていました。辛抱強
さを見習いたいと思います。
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泌 尿 器 科 の 紹 介泌 尿 器 科 の 紹 介
　埼玉県西部地区における中核病院の一つとして、泌尿器科疾患全般について広く診療を行っており、

腎臓、膀胱などの尿路系疾患や前立腺、精巣、陰茎などの男性性器疾患および副腎などの内分泌臓器

を対象として診療を行っています。

■ 高度な専門治療
①当院では前立腺肥大症に対して、従来から行われてきたTURP（経尿道的前立腺切除）

に加えTUEB（経尿道的前立腺核出術）という新しい手術を行っております。TURPに

比べて出血量が少なく再発率が少ないことが特徴です。

②本年より朝隈医師を迎え、腹腔鏡手術にも対応できるようになりました。

③防衛医科大学病院と連携し、国内では数少ない「尿道形成術」を施行している病院です。

近年の取り組みが評価され、昨年の第１０９回日本泌尿器科学会総会にて総会賞を受賞

しております。
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新  年  の  抱  負新  年  の  抱  負

　新年明けましておめでとうございます。 
　４月に入職し、社会人として、また看護師として新たなステージにたち多くの責任を
感じ、学びを得た1年でした。入職当初は、常に緊張している中様々な思いを抱える患者
さんへの声の掛け方など悩み考えながら、覚えることも多く大変だと感じることもあり
ました。しかし、患者さんからの「ありがとう」の一言や産科病棟で働く中で出産とい
う素晴らしい場面に立ち会えることの誇りを感じ看護師として働く楽しさを実感してい
ます。
　9ヶ月が経ち、日々の看護に少しずつ自信が持てるようになりました。まだまだ未熟な
点も多いですが、患者さんにより良い看護を行えるよう先輩にご指導頂きながら初心を
忘れず笑顔で患者さんの小さな変化にも気づき寄り添える看護を行えるよう学んでいき
たいです。 

　入職して9か月が経ちました。日々学びが多い中で、少しずつ自立してできることも増
えてきています。患者さん一人一人を思いやる気持ちがあたたかい看護につながると先
輩たちの背中を見て感取するばかりです。4月には後輩が入職する時期となり、早くも自
身が先輩の立場になります。今年はさらにできる事が増えるよう、自己学習の時間を大
切にしていきたいと思います。人にやさしく自分に厳しく、より一層誠実に患者さんと
向き合っていけるように努めていきます。まだまだ知識不足で至らないところも多くあ
りますが、先輩方に助言をいただきながら自己を律していきます。今年もよろしくお願
い致します。

看護師

田代　陽香

看護師

加藤　葵

令和３年４月に当院に採用となった職員のうち、代表して５名から
これまでの勤務を踏まえた新年の抱負をご紹介します。
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新  年  の  抱  負新  年  の  抱  負

　新年あけましておめでとうございます。私は早生まれのため寅年ではないのですが、
学年は寅年のため皆様を代表して新年の抱負を述べさせていただきたいと思います。昨
年は初めての業務に戸惑ってしまい、たくさんの方に支えていただいた1年でした。今年
から献立作成業務にも携わるため、患者さんが楽しみになるような食事の提供をできる
ように頑張りたいと思います！また、栄養指導をする際ももっと患者さんの生活にあっ
たアドバイスができるよう知識を身に付けていこうと思います。
　今年1年も一所懸命頑張りますので、ご指導ご鞭撻の程よろしくお願いします！

　謹んで新春をお祝い申し上げます。
　旧年中はひとかたならぬご厚情を頂きありがとうございます。
　新型コロナウイルスが世界を震撼させた2019年末から１年以上が経過し、未だ終息
の気配が見えていない2021年４月に入社し９ヶ月が経過いたしました。
　外出自粛、マスク着用やソーシャルディスタンスの徹底などにより「日常」は大きく
変わる中、社会人として、新しい環境で新しい知識を吸収し、新しい考え方を学んでき
ました。2022年もトラ（虎）イ＆エラーの精神で、着実に一歩一歩成長していきたい
と思います。虎頭蛇尾とならぬよう頑張りますので、引き続きご指導ご鞭撻のほどよろ
しくお願いいたします。

　新年あけましておめでとうございます。 
　入職してから早くも９か月が経ちました。社会人になってから一日が終わる速さがと
ても速く感じています。これまで社会人として、作業療法士としてたくさんの事を学び
刺激を受けることができました。しかしまだまだ知識や技術は未熟だと日々痛感してい
ます。今年はもっとレベルアップできるよう、学びを深めていきたいと思っています。 
　プライベートでは、去年は体を鍛えようと意気込んでいましたが三日坊主となってし
まいました。今年は寝る前に必ず筋トレをするように取り組んでいきたいです。 
今年もよろしくお願い致します。

栄養管理室

島田　美幸

契約係

上野　素也

リハビリテーション科

小林　千夏
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ご来院の皆様へ

新型コロナウイルス等の院内感染防止のため、

当院では原則、

ご面会をお断り
しております。

※ 年 月より一部面会可能としておりま

したが、新型コロナウイルス再流行に伴い

再度中止とさせて頂きます。

○ 入院中の患者様に病状の変化がある場合や、ご説

明の機会が必要な場合等については、当院職員よ

りご連絡させて頂きます。

○ 入退院の際の付き添いや、手術等の説明で病院か

ら呼ばれた場合を除き、ご来訪の方は ～～

のの時時間間帯帯にに限限りり、、面会受付を行ってから病

棟にお進みください。（受付場所については、窓口

等でスタッフにお尋ねください。）

○ 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

面面会会中中止止ののおお知知ららせせ
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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)

髙橋英二(第1・2・4週)

木村文宏(第3・5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)
伊丹健司郎（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
福島　弘隆

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
木村文宏（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 朝隈　純一

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


