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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

　このたび４月１日付で神奈川病院より配置換で参りました薬剤部長の小林明信と申し
ます。
　さて、薬剤師の業務も私が働き始めたころに比べると随分変わりました。 私が仕事と
して病院薬剤師を選んだきっかけは、「薬剤師も薬局から外に出て患者さんと関わる仕事
をすることになる」といった事を耳にしたからでした。実際に実習に行った病院では既
にそういった活動を始めていました。働き始めてしばらくすると薬剤管理指導が行われ
るようになり、やがて外来処方箋が院外に出されるようになり病棟へ行く機会も増えて
いきましたが、それでも当時は病棟での活動時間は限られたものでした。施設の規模や
スタッフの人数にもよりますが、ほとんどの入院患者さんに対して薬剤管理指導が出来
る様になってきた頃、今度は病棟薬剤業務が始まり、この頃には「やっと思い描いてい
た薬剤師の仕事が始まった」と思ったりもしました。
　現在の薬剤部は、薬剤部中央業務を基本としながらも、病棟活動・薬剤管理指導業務
等を通じて、多くの医療スタッフの皆さんに協力できるよう頑張っています。これから
はいまよりさらに顔の見える薬剤師として外へと活動の場を広げていければと考えてい
ます。そしてスタッフの育成にも力を注ぎ、薬剤部の向上を図り、患者さんを始めより
多くの方々に貢献できるよう頑張って参ります。ご指導ご鞭撻の程、宜しくお願い申し
あげます。

　この度、４月１日付けで東埼玉病院より異動してまいりました企画課長の藤田敦美と
申します。これまで東京都内病院３カ所、神奈川県内病院１カ所、埼玉県内病院１カ所
での勤務を経験し、西埼玉中央病院で６カ所目となりました。埼玉県内での勤務は２カ
所目となります。
　微力ではありますが、少しでも早く病院や地域の状況等を把握して、健全な経営に取
り組んでいきたいと思いますので、これからどうぞよろしくお願い致します。

薬剤部長

小林　明信

企画課長

藤田　敦美
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　このたび、4月1日付で横浜医療センター附属横浜看護学校よりまいりました髙橋亜衣
子と申します。これまで国立病院機構において長く勤めておりますが、埼玉県での勤務
は初めてです。どうぞよろしくお願い致します。
　さて、昨今の疾病構造の変化や少子超高齢社会の進展等の医療状況の変化に伴い、私
達看護職には対象者の多様なニーズに応じた看護実践が求められております。また看護
職の働く場所も、医療機関に限らず皆様のご自宅や施設等に拡がっています。このよう
な背景をふまえ、令和4年度入学生より看護基礎教育の内容（カリキュラム）が新しく変
わりました。今後、病院内はもちろん退院後の地域での暮らしを支える広い視野をもっ
た看護職の育成を目指し、さまざまな場所での実習を行います。地域の皆様にも、看護
学生の実習に際しお世話になる機会が多々あるかと存じます。看護学生は、未熟ながら
も一生懸命皆様の健康を支えようと努力いたします。私達教員も、より良い看護の提供
ができるよう指導してまいりますので、皆様からも忌憚のないご意見を頂戴できますと
幸いです。
　国立病院機構病院や地域の医療を担う看護職の育成のため、看護学校教職員と共に精
一杯努力してまいります。どうぞよろしくお願い申し上げます。

　このたび、4月1日付で、埼玉病院より昇任で参りました副看護部長の村山さおりと申
します。以前東埼玉病院にも在籍しており、埼玉県内全ての国立病院機構に勤務するこ
ととなります。着任してすぐに、西埼玉病院はとてもあたたかな病院と感じることが２
つありました。1つ目は緊張の初日、私は病院入口ドアのロック式が解除できず苦戦して
いたのですが、その時わざわざ通勤途中の車を降りて説明をして開けてくれたスタッフ
がいたのです。それは3階病棟の鈴木副看護師長でした。私の救世主が看護師であったこ
とに感動し、とても頼もしく嬉しく思いました。2つ目は院長巡視の際に、小村院長が病
棟の看護師に声をかけて下さり、名前で呼びコミュニケーションをとっている姿に、院
長先生自ら一人一人を大切にして下さっていると感動しました。私はこのお二人の行動
を通して、看護部の理念である「心のこもったあたたかい看護を提供します」を一人一
人が実践できるよう副看護部長として関わっていこうと決心しました。
　イギリスの看護師「クリミアの天使」と称されたナイチンゲールは「看護はひとつの
芸術であり、それは実際的かつ科学的な、系統だった訓練を必要とする芸術である」と言っ
ています。心のこもったあたたかい看護を提供するためには、看護は芸術と感じるよう、
知識・技術を備え質の高い看護を提供する必要があります。それを実践できるように日々
看護師を教育・支援することが私の職責と努力していく所存でございます。どうぞよろ
しくお願い申し上げます。

看護学校教育主事

髙橋　亜衣子

副看護部長

村山　さおり

幹 部 職 員 紹 介幹 部 職 員 紹 介



にしさいたまちゅうおう4

新 任 医 師 紹 介新 任 医 師 紹 介

　2022年4月より西埼玉中央病院で勤務させて頂くこととなりました、榮本昭仁と申し
ます。岩手医科大学を卒業後、地元の静岡赤十字病院で初期研修を行い、後期研修より
東京慈恵会医科大学糖尿病・代謝・内分泌内科に入局しました。糖尿病内科としては5年
目になります。新しい環境での勤務に慣れるまで、ご迷惑をおかけすることになるかも
しれませんが、地域の皆様へよりよい医療提供ができるように精進させていただきます。
他科との連携が重要となる科であると思われます。血糖コントロールに難渋するようで
したら気軽に相談いただければ幸いです。よろしくお願い申し上げます。

　2022年4月より西埼玉中央病院に赴任いたしました代謝・内分泌内科の中原倫子と申
します。東京慈恵会医科大学を卒業後、東京慈恵会医科大学葛飾医療センターでの研修
を経て、東京慈恵会医科大学の糖尿病・代謝・内分泌学講座に入局いたしました。糖尿
病治療において患者様一人ひとりに寄り添い、地域の皆様への医療提供に貢献できるよ
うに日々精進してまいります。若輩者ではありますが精一杯努力していく所存です。皆
様のご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。

　2022年4月より循環器内科に赴任いたしました、滝澤優果(たきざわ ゆうか)と申しま
す。
　出身は金沢・長野で、就職で上京し、現在は初期研修をした東京慈恵会医科大学で後
期研修3年目になります。所沢は初めてですが都会過ぎず馴染みやすく、また西埼玉中央
病院の暖かく穏やかな雰囲気に触れて、この地域の医療にお力添えしたいと感じており
ます。
　不器用で非常にあがり症なこともあり、普段から至らぬ点も多々あるかと存じますが、
微力でも貢献できるよう日々精進に努めて参ります。循環器内科や他科の先生方・コメ
ディカルの方々をはじめ、皆様のご指導･ご鞭撻をいただけますと幸いです。何卒よろし
くお願いいたします。

代謝・内分泌内科

榮本　昭仁

代謝・内分泌内科

中原　倫子

循環器内科

滝澤　優果
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新 任 医 師 紹 介新 任 医 師 紹 介

　2022年４月から、当院の外科で勤務させて頂くことになりました塩ノ崎と申します。

患者さん一人一人と真剣に向き合い、緑豊かなこの地域の医療に少しでも貢献できるよ

うに精進していきたいと思います。皆様のご指導ご鞭撻の程よろしくお願い致します。

　2022年４月から西埼玉中央病院整形外科医師として着任いたしました大橋崇史と申
します。西埼玉中央病院では平成26年に勤務したことがあり、このたび、縁あって再び
勤務させていただくこととなりました。医療の提供を通じて地域の皆様へ貢献していき
たいと考えておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

　2022年４月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、小児科１

年目の及川輝と申します。岡山大学を卒業した後、東京慈恵医科大学附属第三病院での

研修を経て慈恵医科大学に入局致しました。

　まだ後期研修が始まって間もないですが、先生方をはじめ多くのスタッフの方々にお

力添えを頂きながら診療にあたっており、このような環境で働かせていただけることを

大変ありがたく感じております。

　幼少期は飯能市で過ごしていたこともあり、埼玉西部の中核病院で小児の医療に携わ

れることを感慨深く思っております。

　いろいろとご迷惑をおかけすることもあるかと思いますが、少しでも皆様のお力にな

れるよう、また地域の医療に貢献できるよう努力してまいりますので、ご指導ご鞭撻の

程よろしくお願い致します。

外　科

塩ノ崎　元博

整形外科

大橋　崇史

小児科

及川　 輝
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研修修了発表会、令和４年度附属看護学校入学式研修修了発表会、令和４年度附属看護学校入学式

　３月末、当院で２年間の研修を終えた研修医３名の修了発表会を開催しました。院長、教育

研修部長、指導に携わった医師、後輩の研修医らが見守る中、各研修医がとりまとめたスライ

ドによる発表を行い、発表後、臨床研修修了証が無事交付されました。

　令和４年４月７日附属看護学校において、新型コロナの感染対策に細心の注意を払いながら、

保護者の皆様、在校生、及び関東信越グループ、埼玉病院、東埼玉病院より来賓をお招きして

第４９回生の入学式を執り行いました。

　学校長の式辞や来賓の方々からのお祝いの言葉を受け、緊張感の中にも３年後の自分の姿に

想いを馳せる様子が垣間見られました。

◆研修修了発表会

◆令和４年度附属看護学校入学式
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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

榮本　昭仁 (紹介)竹田　裕介
13:00～15:00受付 13:00～15:00受付

范 (午後･予約 第1･3･5週)

五條(午後･予約 第2･4週) 榮本　昭仁(午後)  中原　倫子(午後)

林　俊成(午前・予約　第2･4週)

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 大橋　崇史
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/曽根　恵             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　　　　　 　　　　　　　　　　　        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)

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

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

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

伊丹健司郎（第2・4週）
一般、スポーツ

人工関節、関節(肩・膝)
吉田　衛（第1・3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)

大橋　崇史
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

泌尿器科

初診

初診

饒村　静枝
休診日
(手術日)

中島　淳 木村文宏（第2・4週）
早川正道（第1・3週）

再診

再診

木村　文宏 木村　文宏

脳外科

若松　武志（午前）

若松　武志（午後）

若松　武志（午前）

若松　武志（午後）
鈴木　海馬

（午後 紹介・予約制）

髙橋　英二
新地　祐介（午後） 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)

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

劉　楷(午前)

劉　楷(午前)

范　揚文(午前)成宮　学(第2・4のみ午後)
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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


