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　本学では今年度も公開講座を開催することとなり、越谷病院では今年開催される講座は下記のとおりと
なっております。
　平成３年よりスタートした公開講座は今年で 23年目を迎え、地域の皆様によりご満足いただけるよう
充実した講座にしたいと考えております。皆様ぜひお誘いあわせの上、多数ご参加下さい。

メインテーマ 「更なる地域医療を目指して」
日程・講師氏名

［１］10月４日（土）　14：00～ 15：30
「呼吸器内科を受診、紹介していただきたい症状や病気について」
　呼吸器内科教授　　　福　島　康　次

［２］10月 11日（土）　14：00～ 15：30
「切らずに治す！肝がん治療」
　消化器内科教授　　　玉　野　正　也

［３］10月 25日（土）　14：00～ 15：30
「胸が苦しくなったら　～狭心症、心筋梗塞について～」
　循環器内科教授　　　田　口　　　功

１．会　　　場：獨協医科大学越谷病院　高架下会議室
２．受講者定員：80名（申込み順）
３．申　込　み：９月１日（月）から（土曜・日曜除く）

午前９時30分～午後４時30分にテキスト代1,500円（全３回分）を添えて庶務課へ
４．問い合わせ：事務部庶務課　０４８－９６５－９１３７

　当院では、「獨協医科大学教育研究振興基金」として個人・企業の皆様方からのご寄付を募り、診療・教育・
研究の充実をさらに推進するための資金とさせていただきたいと考えております。
　ぜひ多くの皆様からのご支援・ご協力をお待ちしております。

　これまで、ご寄付いただいた資金について、当院ではこれまで外来患
者様が使用する車椅子が少なかったことから、車椅子や歩行器を購入し、
この正面玄関前に置き、足のご不自由な患者様やお年寄りの方々にご利
用いただいており大変好評であります。

◆ご寄付いただいた方にはご芳名を「獨協医科大学越谷病院寄付者芳名
版」に刻印し掲示させていただくほか、獨協医科大学においても寄付
の記録と顕彰をさせていただきます。 
◆詳しいお問い合わせは事務部または下記まで。
http://www.dokkyomed.ac.jp/goshien/

獨協医科大学公開講座のお知らせ

 

ご支援のお願い
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　去る４月 20日（日）に発生した東武伊勢崎線新越谷駅
における人身事故に際し、当院の下村之人さん（泌尿器科
レジデント）、吉田晃子さん（看護部主任）、佐藤博樹さん（臨
床工学技士）ら３名が積極かつ適切な行動を取ったことに
対して、５月 15日（木）当院役員室において百木越谷市
消防長からお礼状が贈呈されました。
　今回の経緯は、東武伊勢崎線新越谷駅１番線上りホーム
に進入してきた電車に飛び込み負傷した女性に対し、上記
の３名が観察及び負傷部位の止血、被覆を施し迅速な応急処置を行ったものであります。
　贈呈後の挨拶において、林病院長から「教職員の模範となる的確な対応を大変誇りに思うとともに今後
の更なる活躍を期待します。」との言葉がありました。
　なお、贈呈式には多田看護部長、若松事務部長らも同席し３人の行動をたたえました。

　既にご承知のとおり、当院は敷地内全面禁煙となっておりますが、一部、病院正面付近や周辺の敷地内
で喫煙している状況が見受けられ、ルールを遵守している患者さまや周辺住民等から多くの苦情が寄せら
れています。
　当院では来院者や入院患者等に対するマナー遵守の呼びかけや、職員による禁煙パトロールなどを行っ
ているところでおりますが、治療に適したきれいな環境作りのため、敷地内禁煙にご協力ください。

　なお、来院者からは院内に喫煙室の設置してほしいとのご要望が度々寄せられて
おりますが、喫煙に対する様々な規制運動が展開されている昨今の社会情勢から、
医療機関として禁煙運動への役割は非常に大きいものと考えており、獨協医科大学
全体として、敷地内全面禁煙を実施していることから、現時点において喫煙室を設
置する予定はございません。
　ご理解の程よろしくお願いいたします。

　越谷病院では平成 19年６月の「敷地内全面禁煙」実施以降、約６
年を経過し、患者さまや来院される方々にも十分浸透してきたところ
であります。
　当院ではこれまで患者さまの健康をサポートするという社会的使命
から敷地内禁煙に対する院内外への広報活動を行ってきましたが、こ
の４月から月１回、事務系役職者が中心となり、吸い殻のポイ捨てや
歩きたばこによる火傷被害などのない安心・安全でクリーンな環境作
りを進めるため、吸い殻の清掃と禁煙パトロールを行っています。
　当院といたしましては、引き続き、来院者や入院患者に対するマナー
遵守の呼びかけに加え、吸殻ゼロを目指し、効果的な禁煙パトロール
等により敷地内禁煙の啓発活動を推進していきたいと考えております。

敷地内全面禁煙について
～皆様のご理解とご協力をお願いします～
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　食べすぎや偏食、運動不足、過度の飲酒、喫煙、ストレス
などが原因とされる生活習慣病は、高額の医療費だけではな
くライフスタイルの大きな変化をもたらします。 

　あなたやあなたの大切な家族を守るためには、年に１回健
診を受け、病気の原因となる生活習慣病を見直すことが大切
です。 
　当施設は獨協医科大学の先進技術による検査・医療を気軽
に受けられるクリニックです。地域に根ざした愛される検査
センターとして、皆さまの健康のお役にたてることをお約束します。

越谷病院附属腎・予防医学センター
人間ドック検査メニューのご案内

基本検査

医師診察

身体測定

眼科系検査

耳鼻科系検査

心電図検査

肺機能検査

胸部レントゲン検査

上部消化管検査

腹部超音波検査

血液検査

肝機能

血中脂質

糖代謝

腎機能

膵機能

貧血検査

血液学

前立腺がん（男性のみ）

卵巣がん（女性のみ）

炎症反応

血液型

肝炎

梅毒検査

問診・聴診

身長・体重・血圧・標準体重・肥満度（ＢＭＩ）・腹囲（40歳以上）

視力・眼圧・眼底

聴力（オージオメトリー）

安静時 12誘導

努力性肺活量・％肺活量、一秒率、１秒量、％１秒量・１回換気量

正面、側面（デジタル撮影）

胃・十二指腸透視撮影（デジタル撮影）

腎臓・肝臓・胆嚢・膵臓・脾臓

総コレステロール・中性脂肪・ＨＤＬコレステロール・ＬＤＬコレステロール

空腹時血糖・ＨｂＡ１ｃ

尿素窒素・クレアチニン・尿酸・ナトリウム・カリウム

血清アミラーゼ・尿中アミラーゼ

鉄

白血球・赤血球・血色素量・ヘマトクリット・ＭＣＶ・ＭＣＨ・ＭＣＨＣ・血小板数・血液像

ＰＳＡ（腫瘍マーカー）

ＣＡ１２５（腫瘍マーカー）

ＣＲＰ

ＡＢＯ・Ｒｈ（初回のみ）

ＨＢｓ抗原・ＨＣＶ抗体

梅毒検査（定性）・ＴＰＬＡ

総蛋白・アルブミン・Ａ／Ｇ比・総ビリルビン・直接ビリルビン・ＺＴＴ・
ＡＳＴ（ＧＯＴ）・ＡＬＴ（ＧＰＴ）・γ‐ＧＴ（γ-ＧＴＰ）・ＡＬＰ・ＬＤＨ

¥45,000（税別）
≪基本検査≫
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・当施設の「基本検査コース」には、「特定健診」の基本的な検査項目が含まれています。

ご予約のご案内
ご予約は、お電話または直接越谷駅東口の腎・予防医学センターへご来院ください。なるべく希望受
診日の２週間前までにご予約ください。
ご予約受付日時
月～金（祝祭日を除く） 午前 10：00～ 12：00 午後 1：00～ 3：00
ご予約の電話は048-965-1117まで

尿検査

便検査

喀痰検査

オプション検査

骨密度検査

動脈硬化検査

脳検査

乳がん検査

子宮がんの検査
※1

上部内視鏡検査

血液検査

乳房超音波

乳房X検査（マンモグラフィー）

乳がんセット

子宮癌セット①

子宮癌セット②

子宮癌セット③

子宮癌セット④

腫瘍マーカー

甲状腺検査

ヘリコバクタ・ピロリ

消化器系がん

肝臓がん

膵臓・胆道がん

膵臓がん

肺がん

マーカーセット①

マーカーセット②

糖・蛋白・潜血・ＰＨ・比重・ケトン体・尿沈渣

潜血反応（２日法）

細胞診

※1 子宮がんの検査をご希望の方は、人間ドックと同日受診で水曜日のご予約となります。

超音波方式

ＰＷＶ

脳ＭＲI・MRA

 

 

超音波・X線

内診・子宮頚部細胞診・超音波検査

①＋子宮体部細胞診

①＋ヒトパピローマウイルス（HPV）検査

①＋子宮体部細胞診・HPV検査

上部消化管検査とのオプション（追加料金）

ＣＥＡ

ＡＦＰ

ＣＡ１９－９

エラスターゼ１

シフラ

腫瘍マーカー 2項目（上記 5項目の中）

腫瘍マーカー 3項目以上（上記 5項目の中）

ＦＴ４・ＴＳＨ

抗ヘリコバクタ・ピロリ IgG抗体

（税別）

¥2,000

¥2,000

¥25,000

¥4,000

¥6,000

¥9,000

¥10,000

¥14,000

¥15,000

¥19,000

¥3,000

¥4,000

¥4,000

¥4,000

¥4,000

¥4,000

¥6,000

¥6,500

¥5,500

¥3,200

≪オプション検査≫
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病院への手紙にお答えいたします
～当院の各部署に設置してあります、ご意見箱に寄せられる
　患者さまのご意見・ご要望等「病院への手紙」に対する回答～

＊入院病棟における患者同士の会話について
〈入院患者 70 歳男性〉

　病棟における患者同士の会話がうるさい。何とかしてほしい。

お答えいたします

　入院患者様同士のコミュニケーションは情報交換や励ましあいといった側面もあることから、入院生活にお

いてある意味、有意義なものと考えております。しかし、時間帯や声の大きさによってはご不快に感じられる

方もいらっしゃると思います。病棟は療養の場であるということを第一に考え、患者様にとって適切な環境で

あるようスタッフ一同、努めていきたいと思います。

＊処置用ディスポガウンについて
〈入院患者 44歳 男性〉

　処置用ディスポガウンを着たままで、院内外を歩いている医師がいます。汚染・感染の拡大は大丈夫ですか？

またマスクを着用している人の中で鼻を出している人が多いと思います。予防は大丈夫でしょうか？

お答えいたします

　当院では感染対策上、処置・ケアで使用したディスポーザブルガウン等はその場で適切な廃棄を行うことで

病院感染の予防に努めております。そのための教育及び啓蒙活動が行っておりますが、全スタッフに周知され

ていない現状であることから、今回のご意見を真摯に受け止め院内ニュース等で掲示するなどして、改めて周

知徹底いたします。また、適切なマスクの着用方法についても同様に対応したいと考えております。

＊コーヒーの持ち歩きについて
〈68歳 女性　同様意見１件〉

　スターバックスで買ったコーヒーを持ち歩いている人とぶつかり、コーヒーが体にかかりました。コーヒー

を飲む人は店の前や中庭の座席で飲むようにしてほしい。

お答えいたします

　大変ご不快な思いをさせてしまい申し訳ありません。これまでもドリンクは蓋のついた状態でご提供してお

りましたが、再度徹底いたします。なお、お持ち帰りのお客様には周囲の患者様等にも充分にご配慮いただき

椅子に座ってからのご飲食をお願いしたいと思います。

スターバックスコーヒー店長
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＊入院食について
〈60歳 女性　他１件〉

①おかずでよく魚が出ますが、一切れ出されても食べきれません。代わりにあえ物やサラダでもよいのでは？

②和食で汁物のない献立はこの病院が初めてです。今の若い人や栄養士さんは気にならないのですか？

③毎週配布される選べるメニューですが、２種類を交互に回しており目新しさを感じません。たまには新しい

メニューをお願いします。

お答えいたします

①当院の食事内容については、医師の指示に基づき病態に応じて患者様に必要なたんぱく質や栄養素を供給し、

一日でも早くお元気になられることを目的に提供させていただいております。今の患者様にとって必要な、

また明日への元気の源としてお考えいただき食していただければと幸いです。

②入院食はなるべくお食べになりやすいように汁物はお付けしたいと考えておりますが、一般食も治療食の一

環と考えており、栄養所要量には制限がございます。特に塩分は１日10グラム未満を目標にしております

ので献立によってはナトリウム負荷になってしまうこともあり、やむを得ず汁物を控えさせていただくこと

もございます。このような事情をご理解いただければと思います。

③メニューが選べる選択制については概ねご好評いただいているところでありますが、当院のような急性期の

病院では入院期間（平均在院日数）が短い患者さんが多いため、21日のサイクルメニューとさせていただ

いていることから、入院期間が長期に及ぶ患者様には同じ献立になってしまうことがあります。引き続き様々

な工夫を凝らし、多くの患者様にご満足いただけるよう努力させていただきます。

　今回お寄せいただきました貴重なご意見は今後の給食運営の参考とさせていただきます。ありがとうござい

ました。

病院への手紙について

患者さまから寄せられる「病院への手紙」につきましては、週１回回収し、病院長をはじめとする
当院幹部役職者が目を通した上で、該当部署に回答及び今後の対応などを報告させています。
また、月１回開催している医療サービス委員会において改善案の計画・立案を行っており、その中
で改善できるものは早急に改善し、反省すべきご指摘は謙虚に反省し、検討を要するものは少しでも
患者さまのご要望にお応えできるよう日々努力しております。
この「病院への手紙」については、性格上そのほとんどが匿名であることから、該当部署から直接
ご本人に回答することはできませんが、皆様からのご意見を当院の貴重な財産として真摯に受け止め、
より良い病院づくりの一助にしたいと考えております。
なお、皆様からのご意見、そしてその回答については、この病院だよりを通じて一部ご紹介させて
いただきますが、それ以外のものにつきましても、現状において可能な限り然るべき対応を行ってい
ることをご理解賜りたいと思います。
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去る、５月 23・24日の２日間に亘り東日本大震災復興支援を目的として開催した「青葉まつり」につ
いては、晴天に恵まれ多くの方々にご参加いただき盛況のうちに終了いたしました。
今回の「青葉まつり」は、先の震災に対する復興支援チャリティーイベントとして、収益のすべてを義
援金として寄付させていただくこととし、同時に参加者から義援金の募集も行ったところ、以下のとおり
となりました。
多くの皆様の善意、誠にありがとうございました。

　　　　◆　義援金 38,097 円
　　　　◆　青葉まつり収益 79,382 円
　　　　　　合　計 117,479 円

皆様からお預かりした義援金並びに収益（117,479 円）につ
きましては、日本赤十字社を通じて寄付させていただきました。
改めまして、皆様のご協力に心より感謝申し上げます。

当院では、政府が推進する「地球温暖化防止及び省エネルギー」の実施に加え、震災以降の節電に伴い、
院内の設定温度を 28度としております。
また、教職員においては、５月１日からクールビズ（服装の軽装化）などを実施しています。
ご来院いただく皆様にはご理解の程よろしくお願いいたします。

当院では患者さまを対象とした下記のイベントを予定しており、ぜひ多くの皆様方にご参加いただきた
いと考えております。どうぞお楽しみに !!

◇ 南越谷阿波踊り （８月 23日（土）午後５時頃から　正面玄関前）
越谷市における毎年夏の恒例イベント「南越谷阿波踊り」が８
月 23日・24日の二日間に亘り、南越谷駅周辺で開催されます。
この南越谷阿波踊りには、毎年、当院の医師や看護師を始めと
する教職員が「獨医連」として参加し、美しく、力強い踊り・演
奏を披露しておりますが、駅前大通りなどを使い各連ごとに隊列
を組んで踊る「流し踊り」に先立ち、８月 23日午後５時頃から、
病院正面玄関前において、当院にご入院中の患者様やその他当院
に関わる多くの方々に披露いたします。当院教職員の病院の中に
おける顔とは違った一面を見ていただければと思います。

青葉まつり（東日本大震災復興支援イベント）報告青葉まつり（東日本大震災復興支援イベント）報告

今後の行事予定今後の行事予定今後の行事予定

当院における夏季省エネルギー
推進運動の実施について

当院における夏季省エネルギー
推進運動の実施について


