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私たちは「病気を診ずして病人を診よ」の精神で、
心温まる生涯医療センターを目指します。

私たちは患者様のために最善を尽くすことに誇り
を持ち、笑顔で活躍できる職場作りを目指します。
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病 院 と 地 域 の 方 々 を 結 ぶ 広 報 誌



2021 夏号 こころ 2021 夏号 こころ 

　昨年大晦日より院内で新型コロナウイルスのクラスターが発生し《本来命を救うべき病院

で、かけがえのない命が失われる。》という、あってはならない事態を

引き起こしました。懸命の治療にもかかわらずお亡くなりになりま

した患者様には衷心よりお悔やみを申し上げます。またご面会も叶

わぬ状況で耐え難いご心痛をおかけしたご家族様には心よりお詫び

申し上げます。

　当院は昭和6年に祖父が行田に開業以来、今年で91年目を迎えましたが、今までの地域の皆

様のご信頼を全て失うこの事態に、病院の機能停止に伴い、収入の道を絶たれ、賞与や昇給の

望みもなくなり、大切な仲間を15人以上望まぬ退職で失いました。

更に今まで地域から寄せられていたご期待を、温かい医療を通してお返しさせて頂くという、

よって立つ誇りを失いました。

「今まで通りこの地で医療を続けて行くことをお許しいただけるのか。」という存在意義を問

われる状況に、連日の感染対策に心身の疲弊から《勇気》も失いかけていました。

そんな言葉が頭を巡るなかで、かかりつけの患者様、地域の皆様、先代にお子さんを取り上げ

てもらったなどご縁があった皆様より、沢山の差し入れや励まし労りのお手紙を頂きました。

また地域を代表される社会福祉法人様に「新型コロナウイル

スと闘う行田中央総合病院にエールを送りたい！」というク

ラウドファンディング（インターネットによる寄付口座）を

立ち上げて頂きました。

　サイトには一カ月半の間に、連日の励ましや労りのコメン

トや積みあがる金額に、職員一同もう一度立ち上がるチャン

ス、《勇気》を頂く日々でした。

勇気を失う事
院 長　川 島　 治

《お金や名誉を失う事は痛手だが挽回がきく。しかし勇気を失う事はすべてを失う事だ。》
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写真：左より　藤井様、石井市長、
　　　　　　　　　　　　　　石川副市長、根岸様

〔クラウドファンディングで購入した検温機〕

地域の
皆様よりたく

さんのご支援をいただきました

福祉・医療施設に留まらず、行政や商工会の

皆様にも広くご支援いただき212のグルー

プから5,062,000円の浄財が集まりました。

（代表の方は当初は10万円も危ぶまれたそ

うですが）

　皆様から様々な応援を頂戴するなかで、地域に

おける当院の立場を再認識させて頂きました。

　職員一同あってはならない、この辛い経験を肝

に銘じ、悔悟と感謝の日々を決して忘れることな

く、一歩一歩仲間と共に日々精進してゆきたいと

思います。

　ありがとうございました。
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　市内 4か所の会場でワクチン接種が始まりました。
当院では 5月 19日からかかりつけにかかわらず市内最多 1,200 回／週の接種を行っています。
また、それに先んじて 5月の連休中から高齢者施設の巡回接種（訪問して接種する事）を 12施設、
約 1,000 回の接種を行いました。
　接種しようかと迷っている貴方！是非接種をご検討ください。

休日返上・職員総出で 7月末の終了を目標に頑張ります。
その後は 16歳以上の基礎疾患のある方から優先接種となります。
ご自分が優先接種になるかどうかはかかりつけの医師にご確認ください。

行田ケーブルテレビでワクチンの説明をしています。 問診中

お願い
密を避けるために、接種予約時間の20分前の受付が原則
になります。
それまでは院内にご案内できず、屋外ピロティホール
や送迎の車内でお待ちいただく事となります。

ワクチンを接種しても、感染対策は継続してください

● 効果は100％ではない
● いつまで効くかがまだ分からない
● 治療薬がない
● そして80才以上の方は、かかると１割以上が死ぬ病気です

貴方の大切な人を守るために！

ただいまコロナワクチン実施中
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整形外科 岡部 眞弓 先生

専門：産婦人科一般
ひと言：毎週月曜日・水曜
日の外来を担当しておりま
す。少しでも患者さんのお
力になれればと思います。
お気軽にご相談下さい。

産婦人科 川田 龍太郎 先生

専門：外科一般
ひと言：毎週火曜日に非常
勤として勤務しております。
患者様に寄り添った医療を
提供できるよう努力してま
いります。
よろしくお願い致します。

外科 石﨑 俊太 先生

専門：整形外科一般
ひと言：毎週月曜日の外来
を担当させていただくこと
になりました。
精一杯努力いたします。
よろしくお願い致します。

整形外科 新井 由実 先生

専門：呼吸器内科一般
ひと言：気持ちの良い診療
を心がけます。
よろしくお願いいたします。

内科 長谷川 愛梨 先生

専門：糖尿病・代謝・内分泌
ひと言：毎週金曜日の外来
を担当しております。より
良い医療を提供できるよう
に頑張ります。よろしくお
願いいたします。

専門：整形外科（手外科）
ひと言：毎週水曜日外来を担
当しています。
患者様に寄り添う治療を行って
いきたいと思っています。よろ
しくお願いします。

内科 大野 隆行 先生

専門：外科一般
ひと言：2021年4 月より、毎週
木曜日に非常勤医師として勤務さ
せていただいております。まだぺー
ぺーですが人当たりの良さだけは
自信があるので、なんでもご相談
いただければ幸いです。よろしく
お願いいたします。

外科 山田 雄太 先生

 
編 集 

後 記 

　新型コロナウイルスのクラスターで 2021 年春号が休刊となり、皆様には大変ご

迷惑をおかけ致しました。夏号恒例の医師紹介から再スタートさせていただきます。

　クラウドファンディングでは地域の皆様からの応援メッセージにとても元気づけ

られました。その恩返しとして、皆様へのワクチン接種がスムーズに行えるよう、

職員一同頑張ってまいります。



  

　　

 

院　長 院　長 院　長

宗澤利紀 　　

内 視 鏡 安江英晴 豊澤三郎 慈恵医大 山田雄太 星野/薄葉 中込　良

午前
凌　晨光

山村則文
（脊　椎） （脊

　
椎）

午後 山村則文鈴木景子

北畠雅人 北畠雅人

（専門）

（専門）

形成外科 午後のみ

午前のみ

野嶋公博
（第４週のみ3：30～)

熊澤健介
（呼吸器・アレルギー）（専門）

石橋　健 石橋　健 石橋　健 石橋　健 石橋　健

新井由実

凌　晨光 凌　晨光

新井由実

大野隆行

小林万寿夫小林万寿夫

小林万寿夫 長谷川愛梨

長谷川愛梨

小林万寿夫

矢尾善英

小 児 科

  
皮 膚 科

眼 科 石橋　健

慈恵医大鈴木詩央田邉行敏

整形外科

埼玉医大

休　診

（一般）

山村則文
（脊椎）

鈴木景子

（脊　椎） （脊　椎）

（循環器）（新生児）

【午後】 2時 ～ 5時  内科 ・ 小児科<月・火> 

3時 ～ 5時 外科 ・ 整形外科 ・ 形成外科 ・皮膚科・ 産婦人科 ・ 小児科<水・木・金> 

月 火 水 木 金 土

福庭一人 福庭一人 福庭一人 福庭一人

福庭一人

川田龍太郎 川田龍太郎

福庭一人

川田龍太郎

吉田光典 今永兼良

福庭一人

典光田吉

福庭一人

福庭一人

吉田光典

典光田吉

女性外来 午後のみ

院　長 院　長 院　長 院　長 院　長 院　長

・院長

・小林（万）医師

（消化器・乳腺・肛門）午前 （消化器・乳腺・肛門） （消化器・乳腺・肛門）
※9:30～ ※9:30～

宗澤利紀 安江英晴 安江英晴 安江英晴 安江英晴 慈恵医大
※9:30～

（血管）

小林美紀　　（要予約）

内 科

＊診療時間  【午前】 9時 ～ 12時 ※土曜日は全科 午前中のみの診療となります。

診療科目

ｽﾏｲﾙ外来
（産婦人科）

午前 堀　慎一
※10:00～

午後 堀　慎一
川田龍太郎

　　

外 科

（専門）

（消化器） （一般）

（消化器）

午後のみ
特殊外来

要予約

R3.7.1 現在行田中央総合病院　外来診療担当医師一覧

手術のため臨時休診となる場合があります。
お電話にてお問い合わせの上、受診して下さい。

（総　合） （総　合） （総　合） （総　合） （総　合） （総　合）

完全予約制

完全予約制

織戸宜子 大野隆行 鳥井晋三
（糖尿病）※9:30～ （内分泌） （循環器）

午前

（専門）

矢尾善英 非常勤医師

（漢方・腎臓）

小林万寿夫
（漢方）

(呼吸器) （漢方・腎臓）

（一般内科） （消化器）

　　

織戸宜子

清川道夫　　

　　

堀切　文　　

堀切　文　　

（一般内科）

堀切　文　　
（一般内科）

橋本和昌

橋本和昌

矢尾善英

院　長

（一般内科）

（専門）

午後

りん 凌　晨光りん

安江英晴

前田剛志

山村則文

小林正久
（新生児・代謝・神経）

田知本 寛
（アレルギー）

（一般内科）

（健診フォローアップ）

石﨑俊太

※第２・４週9:30～　他休診
（消化器・乳腺・肛門）

※第1・3・5週のみ

星野真人
（上部消化管）

※第1・3・5週のみ

薄葉輝之
（肝胆膵脾）

※第2・4週のみ

山田雄太
（一般）午後

（専門）

※予約制 ※予約制

※予約制

※10:00～

フットケア・骨粗しょう症外来 ： 金曜日　午後

いびき外来・ペイン外来    ： お問い合わせください

・鳥井医師

岡部眞弓
（手外科）

岡部眞弓
（手外科）

※14：30～16：30

産婦人科（月曜日・木曜日 午後）

外科（水曜日・金曜日 午後）

整形外科（木曜日・金曜日 午前）

※～16:30

（老年医学）※隔週

非常勤医師


