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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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「秋・午後の光の中で」撮影者：秋山峻太郎（ボランティア）  
当院の屋上の食堂には『小さなハーブ園』があります。写真は70年前作られたレンズでセージの花を写したものです。
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新病棟の建設と地域医療連携の強化

　季節が移り変わり、秋の気配いよいよこく実感

するようになりました。

　また、病院の窓から外を眺めると、古い宿舎等

が取り壊されて更地となったところに、工事関係

車両が多く見受けられるようになり、いよいよ新

病棟の建設が始まったなとその感慨を強くします。

　西埼玉中央病院の創設は1973年であり、今年

で35年が経過しました。

　2年ほど前から「新しい歴史を創ろう」をキャッ

チフレーズとして新病棟建設の準備を進めてきま

したが、本年7月に工事開始が決定し、来年度中

の完成を予定しています。

　新病棟は、患者さんが過ごしやすい空間(居住

性)、職員が働きやすい間取り及び医療安全対策

を配慮して設計しています。１階は手術室、ＮＩ

ＣＵ(新生児集中治療室)およびＧＣＵ、救急外来

診療室、２階は産婦人科病棟、３～７階は一般病

棟となります。

　特にＮＩＣＵは6床から9床に増床する予定で

あり、埼玉県指定の地域周産期母子医療センター

の一つとして、地域の産科医療施設との連携協力

により「安心して出産できる環境」を整えたいと

考えています。

　施設の設備などハード面の強化とともに、それ

に伴う医師の確保についても考えなければなりま

せん。今、全国的に産婦人科及び小児科医師の不

足は深刻な社会的問題となっていますが、当院で

は幸いにも8月に産婦人科、10月に小児科と各1

名ずつ新たに２名の医師を迎えることができ、医

師の増員などの体制強化も図られてきております。

　一方で、昨今話題になっているメタボリック症

候群、特に心臓病、脳血管障害、糖尿病の予防及

び治療、がんの診療の充実に関しては、需要の多

い整形外科の診療とともに、患者さんのニーズに

あった医療を提供することを心がけます。

　また、地域社会に貢献する医療を実践するため

には、近隣の開業医の先生方をはじめとする地域

医療機関との緊密な連携が不可欠で、従来の医療

連携の在り方の見直しを行い、紹介患者さんにつ

いて迅速に対応できるよう改善いたします。患者

さんに紹介状を持参していただくことと（紹介）、

当院での診療が終了したら再び開業の先生に診て

いただくこと（逆紹介）、をより積極的に推進し

たいと思っています。

病　院　長　竿代　丈夫

平林寺
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C型肝炎、B型肝炎の治療はここまで進んでいます

新 病 棟 基 本 構 想

　インターフェロンによるC型肝炎の治療が始められ
て、16年が経過しました。＜副作用が多い、注射がた
いへん、治療費が高い、長期間治療しても効果がないこ
とが多い＞などといわれてきましたが、最近、C型肝炎
に関しては新しい薬、ペグ製剤（ペグインターフェロン）
の出現で　注射は1週間に1回でよく、副作用も軽く、
治療効果が飛躍的に向上しました。B型肝炎も核酸アナ
ログ製剤の出現で治療効果が改善しています。

１．基本方針
　がん、成育医療、内分泌・代謝性疾患に関し、ナショ
ナルセンター等との連携の下に、専門的な医療、臨床研
究、教育研修及び情報発信の機能を備えた医療施設とし
て運営する。
　また、地域に密着した医療機関として、埼玉県西部地
区の「急性期総合診療施設」、　　埼玉県の「地域周産期
母子医療センター」として運営する。
２．概　　要
（１）病床規模　　病床数　　325床（一般）
　　　　　　　　　外来規模　650人（１日平均）

　また平成20年4月から、慢性肝炎でインターフェロン
治療を行う場合に、埼玉県からの公的補助が1年間受け
られることになり、自己負担額が軽減され、治療を受け
やすくなりました。
　当院は埼玉県の西部地区の肝炎治療拠点病院に指定さ
れています。治療などに関しては肝臓専門医の外来を受
診してください。専門外来は水曜日、竿代(さおしろ)、
小室(こむろ)、木曜日、斎藤が担当しています。

（２）主たる機能
＜診　療＞
・がん、成育医療、内分泌・代謝疾患に関する専門的医

療を行う。
・エイズに関する専門的な医療を行う。（エイズ治療拠

点病院）
・地域医療支援を行う。
＜教育研修＞
・医療関係者に対する教育研修を行う。（地域医療研修

センター）
・臨床研修指定病院（管理型及び協力型の併用）
＜臨床研究等＞
・臨床研究部を設置し、主にがん、成育、内分泌・代謝、

循環器疾患、整形外科領域に関する臨床研究を行う。
（３）診療科（１９診療科）
　内科、精神科、神経内科、呼吸器科、消化器科、循環器科、

小児科、外科、整形外科、脳神経外科、皮膚科、泌尿器科、
産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、放射線科、リハビリテーショ
ン科、歯科、麻酔科

３．病棟構成
区分 病床数 診療機能等 主な診療科

１ 　　９ 成育医療 母子医療センター　ＮＩＣＵ
　１６ 　　　〃　　　　　ＧＣＵ

２ 　５０ 成育医療、その他 産婦人科、整形外科、小児科
３ 　５０ その他 整形外科、産婦人科
４ 　５０ 循環器、ＨＣＵ、その他 循環器科、脳神経外科、ＨＣＵ
５ 　５０ がん、内分泌、その他 内科、小児科、眼科
６ 　５０ がん、その他 外科、消化器科
７ 　５０ がん、その他 消化器科、泌尿器科
計 ３２５



にしさいたまちゅうおう4

よろしくお願いします !

病棟診療部長に就任して

～新任医師紹介～

産婦人科医長

　工
く ど う

藤　一
か ず や

弥

小児科医師

　茂
も て ぎ

木　　陽
あきら

 

　平成20年８月１日から当院産婦人科に勤務しています。
　昭和63年に防衛医科大学校を卒業し、自衛隊病院、防
衛医科大学校病院等を経てこの夏まで宮城県立がんセン
ター婦人科及び緩和医療科に勤務しておりました。
　日本産科婦人科学会専門医、日本婦人科腫瘍学会専門
医、日本がん治療認定医機構認定医及び医学博士（抗癌
剤治療抵抗性の研究）を取得しております。
　専門は婦人科悪性腫瘍の診断と治療、当院では産婦人
科全般を担当します。
　地域医療機関とも連携し、地域の皆様の役に立てます
よう、微力ながら努めたいと思います。よろしくお願い
申し上げます。

　10月から病棟診療部長を拝命いたしました。
　本年７月に泌尿器科医長として当院に着任し、未だ３ヶ月しか経っておりません
が、これからもご助言・ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。
　経歴等につきましては、前号『７月号』で紹介させていただきましたので、省略
いたします。
　病棟診療部長というポストの責任を強く感じておりますが、当院での在職期間が
短いため、私の役割がどのようなものか漠然としているところもあります。
　病院の方針に沿って、病棟間の連携・入院患者の受け入れ体制の充実を図り、軌
道に乗ってきた感染対策・褥瘡対策・栄養管理・クリニカルパス普及等を継続し、
より良い医療が提供できる病棟運営を目指し、地域医療機関及び地域の皆様方のお役
に立てるよう努力していきたいと考えております。
		平成22年１月頃には、新病棟が完成する予定です。
　関係する皆様のご協力をお願い申し上げます。

　平成20年10月から当院の小児科で勤務しております。
　平成６年に防衛医科大学校を卒業後、防衛医科大学校
病院小児科、自衛隊中央病院小児科等で診療をしてきま
した。
　この間に、日本小児科学会専門医と医学博士を取得し、
自衛隊在職中は国際緊急援助隊として、ジャワ島中部に
発生した地震災害に対する医療支援に参加し、救急医療
にも関わっております。
　専門は小児科全般です。診療では、『いつでも明るく・
楽しく・真摯に』をモットーに頑張っていきたいと思っ
ています。お子様の相談であればいつでもお声をお掛け
ください。
　学生時代と研修時代を過ごした所沢の地で、お世話に
なりました地域の皆様に少しでも恩返しができるよう全
力を尽くしていく所存です。よろしくお願い申し上げま
す。

病棟診療部長　木村　文宏
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　従来の装置では、今まで困難だった心
臓の冠動脈造影検査等が64列マルチスラ
イスCTによって可能となりなした。
　また、従来の装置では、胸部検査など
では20秒程度の息止めが必要でしたが、

1/4の約5秒程で、より精密な撮影
が出来るようになりました。
　撮影時間を大幅に短縮でき必要
な検査範囲だけをリアルタイムで
確認できるので、余分な被ばくがさけられます。

　当院では、高額医療機器を地域の医療機関の先生方にもご利用していただく
ため、医療機器共同利用を行っています。

　＊CT検査　　（TOSHIBA		Aquilion64	CT装置）
　＊MRI検査　　（PHILIPS	Intera	Achieva	1.5T）
　＊体脂肪計測CT検査　　（生活習慣病の予防）
　＊歯科領域CT検査　　
　＊骨密度測定検査　　（骨粗鬆症のチェック）

　画像情報は、画像管理サーバにて管理・保管をしております。
　尚、検査結果画像は、フィルムあるいはCD-R（デジタル画像）で、お渡しす
ることができます。

最新式 64 列マルチスライス CT 導入
　この度、当院では「64列マルチスライスCT装置」を
導入し平成20年10月1日より運用を始めました。

■ 64 列マルチスライス CT の特徴

■地域医療連携について

＊検査時間の短縮とともに、広範囲の撮影ができます。
＊0.5ｍｍの細かいデータが得られるため、今まで以上に血管や骨、臓器などの立体表示（３次元表示）が可
能になりました。

＊検査被ばくを低減しております。
　患者様の体格にあわせて、X線量が自動設定されます。
　これにより、無駄のない適切な線量で撮影することで、被ばくの低減を図っています。
＊寝台が床上30cmまで下がるので車イス等、乗り降りが楽になりました。
　今回、CT装置を更新したのに伴いCT検査室も新しく模様替えを致しました。
　天井は空の模様の壁紙とし、床は濃いブルーで検査中に圧迫感の無い落ち着いた雰囲気にしております。

CT 操作室 画像処理装置

TOSHIBA　 Aquilion64

 CT 検査室入口

主任放射線技師
田中　利明
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紹介患者さまの優先診察を始めます

初診時特定療養費の改定のお知らせ

　当院は、「かかりつけ医」からの紹介を受けての専門
的な治療や急性期医療を推進し、地域の医療連携の充実
を図るため、平成20年11月４日（火）より、紹介患者さ
まの優先診察を始めます。
　紹介状をお持ちでない患者さまは、診察順が多少変わ
ることがありますが、何とぞご理解とご協力をお願いい
たします。
　なお、紹介状をお持ちでない患者さまの待ち時間に少
しでも影響がでないよう、紹介患者さまの優先診察は、
あらかじめ紹介医からの連絡があった場合にかぎらせて
いただきます。診察日当日に紹介状を持参していただい
た場合は、診察順は優先されませんので、予めご了承下
さい。
●「かかりつけ医」とは？
　個人で開業しているクリニックや診療所の先生方で、
より身近できめ細かい診療を行っている「家庭医」のこ
とです。ご本人や、ご家族の病気の相談や体調の管理を
お任せできる「かかりつけ医」を決めておくことは、病
気が進行・悪化してから大きな病院にかかることを未然

改　定　前 改　定　後

1,575円（税込） 3,150円（税込）

　初診時特定療養費とは・・・

　　「健康管理、発病初期の診療は診療所（医院、クリ
ニック）で、高度・専門的な診療は病院（病床200床以上）
で行う」という、病院と診療所の役割分担を図るために
制定された制度で、初診時に各病院が独自に定めた料金

（初診時特定療養費）を徴収することができる制度です。

 　初診時特定療養費が発生する方

　　　①　当院を初めて受診する方
　　　②　以前当院を受診したことがあるが、当時の疾

に防ぐことになりますので、皆様も是非「かかりつけ医」
をつくることをお勧めします。
●紹介をされた後はどうなるの？
　当院では、専門医による治療が終了し、症状が安定し
ていると判断したところで、患者さまのご希望をお伺い
した上で、お住まいの近くの「かかりつけ医」を紹介さ
せていただきます。その際には、当院は「かかりつけ医」
の診療をお手伝いし、必要に応じて当院で検査受診して
いただくこともできます。 

　《地域医療連携のイメージ》

病がすでに治癒したと判断される場合
　　　③　患者さまのご都合により診療を中止し、その

後改めて当院を受診する方

 　初診時特定療養費が発生しない方

　　　①　他の医療機関からの紹介状をお持ちいただい
た方

　　　②　今回受診する診療科は初めての受診になる
が、他の診療科で通院中の方

　　　③　救急車で搬送されたり、時間外に“急患”と
して受診した方

　　　④　特定疾患または障害により、各種公費負担制
度を利用されている方

　　　⑤　生活保護法による医療扶助の対象となってい
る方

　当院では、地域医療の推進を図るため、平成20年11月４日（火）より、初診時特定療養費
の改定を実施いたしますので、ご理解をお願いいたします。
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病 院 の ど う ぶ つ

平成20年度潜在看護師技術研修参加者募集

算定病歴係長　冨永　泰平

第１回　潜在看護師技術研修

№２【カルガモ】
和　名：カルガモ
学　名：Anas poecilorhyncha
英　名：Spotbill、Spot-billed Duck
　　　　（ぶちカモ、まだらカモ）
分　布：日本全国（本州以南では留鳥＝渡

らない鳥のこと。一年中いる）

　当院の池（通称「かも池」）は、毎年カルガモの育雛の場所になっており、４～６月ごろにかわいい雛
を引き連れた姿を目にすることができます。
　雛は３～７羽くらいで、孵化直後から活発に動き回り、母鳥の後について泳ぎ回ります。１ヶ月そこそこ
でみるみるうちに成長して、やがて母鳥と一緒にかも池を巣立って行きます。

再就職をお考えの方を対象に技術研修を実施しま
す。どなたでも受講可能ですのでご連絡下さい。お
待ちしております。

目　的 ：看護職の再就業促進
目　標 ：再就業時に必要な情報・技術を得ることが

でき、自信を持って就業できる
対象者：就職を希望している助産師　看護師
日　時：平成20年11月10日（月）９：30～15：30
場　所：西埼玉中央病院　研修棟
方　法：講義・演習

《カルガモの１年》
　カルガモは、繁殖前は雌雄ペアで行動していますが、抱卵・育
雛は雌のみで行います。雄はその間、雄だけの群れを作っています。
雌は、雛の安全を確保するため、安全な場所で雛を育てます。
　無事に雛が巣立つと、再び雄・雌混合の群れに戻ります。

《雄雌の見分け方》
　一般的に鳥類の外見は、雄が派手で雌が地味なこ
とが多いようですが、カルガモは雄雌共にいたって
地味な茶色です。抱卵前には夫婦でめぼしい育雛場
所を物色していたりしますが、どっちが雄でどっち
が雌か、外見上の違いはほとんどありません。夫婦
で並んで立っていれば、より大きい方が雄かな？と
いう見当くらいはつきます。
　雄雌の見分け方の一つとして、尾羽のあたりの茶
色と白のコンラストが「ややもやっとしている」方
が雌で、「よりくっきりしてシャープ」なのが雄、
という説がありますが、どうでしょうか。皆さんも
今度カルガモを見かけたら、おしりの辺りを見てみ
て下さい。

タイムスケジュール
９：３０～９：３５ オリエンテーション 副看護部長

９：３５～１２：００

○輸液ポンプのとり扱い
○採血
○点滴の準備
　ルート設定・滴下の調節
○筋肉注射・皮下注射

臨床工学技士
教育担当看護師長
副看護部長

１２：００～１３：００ 昼食

１３：００～１５：１５
○浣腸
○口･気管内吸引
○導尿

教育担当看護師長
副看護部長

１５：１５～１５：３０ 振り返り 教育担当看護師長

《問い合わせ先》	 〒359－1151	 所沢市若狭２丁目1671番地
	 国立病院機構	 西埼玉中央病院	 副看護部長　舘　林　芳　子	 ℡	04（2948）1111　FAX	04（2948）1121

母鳥は鳴き声と存在感で巧みに雛
鳥を誘導します

雄雌ペアで行動し、育
雛場所を探します。

抱卵～育雛は全て雌が行
います。雄はその間、雄
だけの集団を作ります。

雛が巣立つと、雄集団に
合流して、雄雌混合の大
集団を形成します。
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　外来患者様のご案内などのボランティアを募集しております。
詳しくは管理課庶務班長又は副看護部長までお問い合わせください。

駐車場の利用について

 

第２駐車場  

第３駐車場 

第 1駐車場 

工事関係車両通行道路 

　当院では、患者様により良い療養環境が提供で
きるよう、11月より新病棟の建設を計画しており
ます。（平成22年２月完成予定）
　なお、この新病棟建設工事に伴い、患者様の安
全を図るため、院内に工事関係車両専用の通行道
路等を作るため、駐車場の一部が使用できなくな
ります。
　そのため、病院の裏側に新たな駐車場を整備い
たしました。

　つきましては、患者様には専用駐車場として正
面駐車場（第１・３）をお使い頂くこととなりま
すが、混雑時に満車となりましたら、恐れ入りま
すが第１駐車場のゲートよりお入り頂き、病院裏
側の駐車場をご利用願います。
　なお、工事期間中はご迷惑・ご不便をおかけす
ることになりますが、事情をご理解のうえ、ご協
力をお願いいたします。


