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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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戴帽式から宣誓式へ戴帽式から宣誓式へ
　当院の附属看護学校は、今年で開校49年目を迎えます。開校以来、看護職を目指す学生が職業に対する意

識を高め、責任と自覚を認識する儀式として戴帽式を執り行っていました。学生がナースキャップの戴帽を

受け、聖火を継承して誓いの言葉を唱和し、ナイチン

ゲールの看護の心を受け継いできました。

　しかし、時代と共に看護師の象徴であったナース

キャップは衛生面や実用性等の理由により廃止され、

戴帽式を行わない学校が増えています。本校において

も今年度より戴帽は行わず、ナイチンゲールの看護の

心を受け継ぎ、看護師としての自覚を認識し誓いをた

てる「宣誓式」を挙行いたしました。

　式典を前に3年生が宣誓式を行う2年生へコサー

ジュを着けるコサージュセレモニーが行われました。

3年生はお祝いの言葉を伝え、コサージュがきれいに見えるよう確認しながら付けていました。

　式典は、「聖火継承」から始まりました。ナイチンゲール像からの聖火を39名が順次継承していきました。

式典前に小村学校長と学生の密を避けた集合写真



にしさいたまちゅうおう 3

　この日のために2年生は聖火を受けるタイミングや歩く速度を何回も練習しました。39名の聖火が揃った

とき、とても厳かな雰囲気となりました。「誓いの言葉」を全員で唱和し、キャンドルサービスを行いました。

　ご来賓に藤本正人所沢市長、山川狭山保健所長、国立病院機構関東信越グループ看護専門職および埼玉病院・

東埼玉病院院長及び事務部長・看護部長にご臨席を賜りました。藤本市長にはご祝辞も頂きました。

　新型コロナウィルス感染症の影響で2年振りの式典開催でした。多くの方にも見守られ、看護師になるこ

とを宣誓することができました。

◀︎学校長式辞 ◀︎藤本市長祝辞
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土渕前看護部長の叙勲受章について土渕前看護部長の叙勲受章について

　平成３０年４月から令和３年３月まで当院看護部長として在職されました土渕真紀子氏が、その功

績を称えられ瑞宝双光章を受章されましたのでお知らせします。

　土渕氏の略歴としましては、昭和５７年４月に国立病院医療センターに採用されたことを皮切りに、

国立病院機構や国立高度専門医療研究センターの数々の病院でご活躍され、その功績が評価されたも

のです。

　この度の受章にあたり、当院において伝達式を挙行いたしました。

　また、受章式のあとは、現看護部長、看護師長らに囲まれた懇談会が催され、在職時の思い出が語

られていました。氏の慕われる人柄が表れています。

幹部職員立ち会いのもと、小村院長より、勲章及び勲記が伝達されました。

受章者のお言葉

　この度は伝達式を挙行していただき、心より感動しております。
　国立病院機構（旧国立病院）とナショナルセンターで通算40年勤務させていただきま
した。この度図らずも受章の栄誉に欲することができたのも皆様のご理解とご協力の賜
物と思い、感謝いたします。
　今後も引き続き日本の看護に貢献したいと考えておりますので、何卒ご厚誼、ご鞭撻
を賜りたくよろしくお願いいたします。
　末筆ですが皆様のご健勝とご多幸を心よりお祈りいたします。
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新 任 医 師 紹 介新 任 医 師 紹 介

　　2022年７月より西埼玉中央病院に赴任いたしました整形外科の垣地智大と申しま

す。東京慈恵会医科大学を卒業後、横浜南共済病院で初期研修を経て、東京慈恵会医科

大学整形外科学講座に入局致しました。後期研修も終えスタッフとなりましたので、よ

り一層の責任感を持って患者様一人一人に向き合い、地域の医療に貢献できる様に日々

精進していく所存です。ご指導ご鞭撻のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。

　2022年7月1日付で西埼玉中央病院整形外科医師として着任いたしました伊藤桃子と
申します。西埼玉中央病院の「病む人に心の通う質の高い医療を目指します」という理
念に沿った医療提供を日々行えるよう、諸先輩方のご指導・ご鞭撻を賜りながら日々努
め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。

　2022年7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、塚﨑雄平と

申します。赴任しまだ間もないですが、緑豊かなこの地域での日々に癒されながら、毎

日楽しく過ごさせていただいております。大学病院では消化器外科領域、特に下部消化

管外科を中心に診療を行ってまいりました。外科全般を幅広く診療できるように頑張っ

てまいります。

　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、地域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。

整形外科

垣地　智大

整形外科

伊藤　桃子

外　科

塚崎　雄平

子ガモは今年も元気に巣立っていきました。

温かく見守ってくださった方々に感謝します。
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ご来院される皆様へご来院される皆様へ

５月より施錠時刻を変更しております。

【開錠時刻】　　８時
【施錠時刻】　１７時30分

　　　　　　　※ただし、土日祝日及び12月29日～1月3日は終日施錠。

17時32分発の小手指駅行き西武バスをご利用される方は乗り遅れのないようご注意ください。

▶▶ ご来院される皆様へのお知らせ◀◀ 

正面玄関の施錠・開錠時刻について

院内感染防止に向けた取組について

　新型コロナの感染防止のため、正面玄関入口に検温器と消毒液を備え付けています。

　検温と、手指消毒及びマスクの着用についてあらためてご協力よろしくお願いします。
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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/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　　　　　 中原倫子(午前)　　　　　　 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
(坂口)

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

垣地　智大（第1・4週）
一般、スポーツ

吉田　衛（第3週）
人工関節、関節(肩・膝)

伊丹　建司郎　　　　　　　　 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　　　　　　　塚崎　雄平 交替制　　　　　　　　塚崎　雄平

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
伊藤　桃子

垣地　智大

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
新地　祐介(予約・午後) 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 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)

溝上　大輔
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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


