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腎・予防医学センター（越谷ツインシティ）
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　学校法人獨協医科大学の創立 40 周年記念
事業として、本年 10 月１日から越谷駅東口
の越谷ツインシティＡシティ４Ｆに「獨協医
科大学越谷病院附属腎・予防医学センター」
を開設いたしました。
　このセンターは、地域の皆様の健康を守る

「人間ドック」と外来による「人工透析」と
いう２つの目的を持っています。人間ドック
は、「あなたの健康が家族のやすらぎ」をテー
マに、ゆったりとした時間の中で最新機器に
より安全で安心できる施設を目指していま

す。特に、女性のお客様に安心していただけるよう、医師を始め、放射線、各種検査に女性
スタッフを配置いたしました。また、予防医学の観点から、近い将来「トラベルクリニック

（渡航外来）」をオープンして、安全な海外出張やご旅行ができるよう現在鋭意準備しており
ます。人工透析は、当院に対して多くの患者様から寄せられたご要望に応え、外来透析を行
う施設を開業することになりました。
　東武スカイツリーライン越谷駅から徒歩１分という恵まれた立地条件、明るく清潔な環境
の中で、緊急時には越谷病院が対応できる安心感を持てる施設です。当センターは、越谷市
民の皆様や近隣にお住いの皆様に感謝の気持ちを込めて、健康づくりのお手伝いをさせてい
ただきますので、何卒ご支援賜りますようよろしくお願い申し上げます。

腎・予防医学センター概要
【アクセス】
　当センターは、東武スカイツリーライン（旧東武伊勢崎線）越谷駅を降りて東口から徒歩
１分にオープンした越谷駅前再開発地区「越谷ツインシティ」のＡシティ４階にあります。
　ご利用は、東武電車が一番便利です。駅前からアーケードがあり雨の日も濡れずにお越し
いただけます。
　お車でお越しの際は、申し訳ありませんが専用
の駐車場はご用意しておりません。当センタービ
ルに隣接した「Ｂシティ」に越谷市の駐車場（有料）
があります。

【人間ドック】
　埼玉県南東部には、人間ドックの施設が少なく、
地元の住民の方や越谷病院をご利用の方々に「獨
協で人間ドックを」というご要望を多数お寄せい

越谷駅東口に腎・予防医学センター
（人間ドック・人工透析）がオープンしました。

（９月 21 日に行われた開設記念内覧会）
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ただいていました。
　今回の計画にあたり、私たちが最初に考えたのは「周囲の声」でした。地元の皆様や近隣
の方々が最も望んでいる施設は何かを検討し、出した結論が「人間ドック」を中心とした「予
防医学」でした。
　病気、特に癌などを予防、早期発見することにより健康で安心したロングライフを過ごし
ていただけるよう最新機器を揃え、ゆったりとした雰囲気の中でご自身の健康をチェックし
ていただきます。

【人工透析】
　人間ドックと同様、近隣の皆様に長くご要望を
いただいていたのが外来による人工透析です。
　埼玉県内だけでも 30 万人を超えるという人工
透析の患者様に対して、自宅から近い距離の施設
は重要です。
　当施設は、越谷病院の腎臓内科が全面的にバッ
クアップして、緊急時の対応や増悪時の入院治療
などが可能であり、患者様に安心して透析を受け
ていただけます。
　室内は、暖かい色調で落ち着いた雰囲気、現在 20 床ある病床もベッド 10 床、透析チェ
ア 10 床と、生活環境やライフスタイルに合わせたものになっています。
　将来的には 40 床、最大 160 名の患者様の受入れが可能となるクリニックです。

【トラベルクリニック（渡航外来）】
　海外旅行や海外出張など、海外に出かける際や帰国後のワクチン接種、体調管理、証明書
の発行を行うのがトラベルクリニックです。
　現在、関東地区でもトラベルクリニックを専門的に行っている医療機関はわずかであり、
海外渡航者から専門機関の設置が求められています。

　近い将来、この「トラベルクリニック」をオー
プンするため、現在準備中です。

　皆様方には、是非人間ドックをご利用いただき、
ご自身の健康チェックをされることをお勧めしま
す。
　誕生したばかりの当センターに対し、ご愛顧い
ただきますようお願い申し上げます。

※人間ドックの検査内容は８ページに掲載しております。

獨協医科大学越谷病院附属腎・予防医学センター
越谷市弥生町 17 番１号　越谷ツインシティＡシティ４階
℡ 048 － 965 － 1385（代）
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　　当院では地球環境保全と患者アメニティの向上のために、院内緑化エコロジーガーデン
を導入致しました。
　” エコロジーガーデン”は CO2（二酸化炭素）や VOC（揮発性有機化合物）の吸収に優れ、
臭気の除去能力が高く、マイナスイオン発生能力にも優れた観葉植物（エコ・プラント）と、
活性炭や石灰岩を特殊加工した土壌（エコ土）を用いた室内緑化です。
　エコロジーガーデンを取り入れた他院の情報でも、「院内のにおいがなくなった」「空気が
きれいになったようだ」「緑があるから心が安らぐ」などの意見が寄せられていると聞き、
当院でも導入に踏み切りました。
　地球の環境問題とされている CO2 削減に微力ながらも貢献し、
患者さん・家族・近隣の方々には少しでも「安らぎ」「潤い」「憩
い」を提供できればと考えております。
　この院内緑化にあたっては、趣旨に賛同いただいた企業から
グリーンオフィシャルスポンサーとしてご支援をいただき運用・
保守管理を行うもので、スポンサーとなる企業名を院内に掲載
するというシステムであります。
　当院ではこのエコロジーガーデンの運営にご協力いただける
企業様を募集しています。詳しくは「庶務課」までお問い合わ
せください。
　11 月１日現在、右記の企業様にご協力をいただいております。

　越谷病院では社会福祉及び環境保全に貢献することを目的とし
て、本年９月１日から、院内で消費されたペットボトルのキャップ
をＮＰＯ法人「キャップの貯金箱推進ネットワーク」を通じて分別・
回収し、そのリサイクルによる売却益の中から発展途上国へワクチ
ンや医療物資等を送る「エコキャップ回収活動」を開始しました。
キャップの回収ＢＯＸについては、中央棟１階売店前や中庭など計
３箇所の自動販売機脇に設置し、教職員並びに患者様等、来院者の
方々に協力を呼び掛けております。
　私たちでも困っている人たちのために出来ることがあるという思
いで、皆様のご協力のもと、より多くのキャップを集めていきたい
と思いますので、ご協力の程よろしくお願いします。

エコキャップ回収活動を始めました！
越谷病院庶務課

院内緑化エコロジーガーデンの導入について

《参　考》 
ワクチンの金額（一人分）とキャップの数量（概算）
　ポリオ（小児麻痺） 20 円 800 個
　ＢＣＧ（結核） ７円 280 個
　はしか 95 円 3,800 個
　MMR（三種混合） 114 円 4,560 個
　ＤＰＴ（ジフテリア・百日咳・破傷風） ９円 360 個

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（順不同）
東武ビルマネジメント株式会社
アルファクラプ武蔵野株式会社（さがみ典礼）
株式会社大林組東京本店
株式会社寿製作所
ホギメディカル株式会社
メッドトラスト株式会社
芙蓉総合リース株式会社
東武建設株式会社
株式会社 TOKAI 猿島営業所
株式会社栄久
山崎畜産
有限会社中村清掃
アズビル株式会社
富士製麺株式会社
三菱化学メディエンス株式会社
株式会社トウブドラッグ
東芝エレベータ株式会社
株式会社関電工
南越谷砂場・京利
株式会社日本アポック
株式会社オオノ（プラザ薬局）
オモト食品株式会社
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　当院では本年８月１日から、第一外科と第二外科を統合し、診療科名を「外 科」と変更い
たしましたのでお知らせいたします。
　なお、診療内容等については従来どおりとなります。

◆変　更　前：第一外科、第二外科
◆変　更　後：外　科
◆診 療 部 長：大矢　雅敏教授
◆変更年月日：平成24年 8 月１日

　咳・くしゃみ・鼻水・発熱などの症状のある方は必ずマス
クをしましょう。
　咳やくしゃみをするとウィルスが２～
３メートル飛ぶと言われています。マス
クを正しく着用し感染を広げないように
しましょう。
　また、咳やくしゃみで手を押えた時に
はすぐ手を洗いましょう

　当院では基本方針の一つである「患者さまを中心とした医療の実践」のために、患者さま
やご来院の皆さまの安全を第一に考えております。
　そのため、万一、以下のような迷惑行為が行われた場合には、やむを得ず診療を控えさせ
ていただくことや、警察署に通報することがあります。予めご了承いただきますとともに、
安全で適切な医療の提供にご協力ください。

１）他の患者さま・ご来院の方々及び病院職員に暴力を振るった場合、またはその恐れ
が強い場合。

２）大声、暴言または脅迫的な言動により、不当な要求を繰り返し、他の患者さま等に
迷惑を及ぼし病院職員の業務を妨げた場合。

３）診療もしくは面会等の正当な理由なく院内に立ち入り、注意しても退去しない場合。
４）機器備品・建物設備を故意に破損した場合。
５）危険物を院内に持ち込んだ場合。

第一外科・第二外科の統合に伴う
診療科名の変更について（お知らせ）

咳エチケットにご協力を！咳エチケットにご協力を！

患者さま及びご来院の皆さまへ
～安全な医療の提供にご協力下さい～
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　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！！

①越谷病院クリスマス会 �0��　
　12 月 20 日（金）午後５時から、今年も例年同様患者さまを対象に外来棟１階ホール特設
会場でクリスマス会を開催します。今年も本学の姉
妹校である獨協埼玉中・高のコーラス部によるクリ
スマスソングを中心とした合唱を行います。
　また、サンタクロースが小児病棟を訪れ、入院中
の患者さま方にクリスマスプレゼントを贈るなど、
患者さまやその家族の方々がひとときの楽しい時間
を過ごしていただければと考えております。乞うご
期待！！

②イルミネーション点灯式
　11 月 30 日（金）午後５時から、病院正面の木々に設置したイルミネーションの点灯式を
行います。昨年３月の東日本大震災の発生以降社会的に節電が求められておりますが、当院
のイルミネーションは入院中の方や来院される方々に“夢と希望”を与え、また冬の風物詩

として地域住民や教職員にも大変喜ばれていることから、節
電に十分配慮しながら今年も実施することとなりました。
　このイルミネーションは今年で６回目を数えますが、近
年、光源には高出力の発光ダイオード（ＬＥＤ）を使用し、
耐久性、発熱面及びランニングコストが格段に改善され、青・
白・赤と多くの色が用いられています。
　年末に近くなると皆さんが幻想的な雰囲気に浸ることが
できるので、「当院のイメージアップ」に大きく貢献してお
ります。１月末までのわずかな期間ではありますが、多くの
皆様に心癒される景観を提供できればと考えております。

　当院では院内整備計画に基づき、病院北側部分に仮設棟を建設中
であり、これに伴い、９月 20 日（木）から患者様専用駐輪場は病院
南側に移転いたしました。駐輪場をご利用の皆様には大変ご迷惑を
お掛けしますが、ご理解とご協力の程よろしくお願いいたします。
　なお、従来どおりご利用の際には、当日の予約票や保険証等を確
認させていただいた上で、利用証をお渡しし保管料として 500 円を
お預かりさせていただきます。

仮設棟の建設に伴う患者様駐輪場の
移転について（お知らせ）

今後の行事予定今後の行事予定今後の行事予定

（写真は去年のクリスマス会から）
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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～

＊入院中のシャワー・お風呂の時間について
〈��歳女性〉

　入院中のシャワー・お風呂の時間が短い。女性は 30 ～ 40 分にしてください。

お答えいたします

　入浴及びシャワーについては、原則としての時間を決めている病棟もあります。しかしおおよその目安とし

て定めた時間ですので、状況に応じた対応はさせていただきます。入浴に際しては、看護師がある程度の時間

延長しても差し支えない旨を患者様にお伝えし、気持ちよく入浴できるよう全病棟で声掛けを徹底させていた

だきます。

＊喫煙マナーについて
〈�0歳男性〉

　以前から気になっていましたが、患者当人と見舞いの方の喫煙マナーが悪く不快です。夕方から夜にかけて、

玄関前の歩道に集まって喫煙していますが、あの歩道は人通りも多くせめて夜間だけでも玄関正面かタクシー

ロータリーに喫煙場所を設けるなど検討していただけませんか？喫煙が原因で入院された方、手術された方、

亡くなられた方、そういう家族を持たれた方も多いと思いますので、ぜひご検討願います。

　＊その他、喫煙所を設置してほしい旨複数あり。

お答えいたします

　ご承知のとおり、当院では平成19年６月から敷地内全面禁煙を実施し、患者さま並びに教職員に周知して

まいりました。しかし、ご指摘いただいたように、予てより病院玄関付近や歩道での喫煙が多々見受けられる

状況にあります。病院玄関前の歩道につきましては、公道であることから越谷市のくらし安心課を通じ、適宜、

指導・改善をお願いしているところでありますが、当院といたしましても、来院される患者さまを始め、歩行

者や近隣住民のご迷惑とならないよう周知してまいります。

　なお、喫煙ブースを設置してはどうかとのご意見ですが、喫煙に対する様々な規制運動が展開されている昨

今の社会情勢を踏まえ、医療機関（医療従事者）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、喫煙ブース等を設置する予定はありません。

　来院される皆様におかれましては、当院が地域医療の中核を担い、患者様の健康増進を使命とする医療機関

であることをご理解いただき、敷地内全面禁煙にご協力を賜るよう引き続き努力したいと考えております。
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獨協医科大学越谷病院附属腎・予防医学センター
－人間ドックのご案内－

人間ドック検査一覧 受診までの流れ
ご予約基本検査

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

尿検査
便検査
喀痰検査

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
肺活量・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（G0T）・ALT（GPT）・γ‐GT（γ-GTP）・ALP・LDH
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
AB0・Rh（初回のみ）
HBs抗原・HCV抗体
梅毒検査（定性）・TPLA
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

肝機能

血中脂質

糖代謝
腎機能
膵機能
貧血検査

血液学

前立腺癌（男性のみ）
卵巣癌（女性のみ）
炎症反応
血液型
肝炎
梅毒検査

オプション検査
骨密度検査
動脈硬化検査
脳検査
乳房超音波検査
乳房Ｘ線検査（マンモグラフィー）
乳癌セット
上部内視鏡検査

血液検査

超音波方式
PWV
頭部MRI

超音波＋X線
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
腫瘍マーカー 3項目以上
FT4・TSH
ヘリコバクタ・ピロリ（血液 )

（税別）
¥2,000
¥2,000
¥25,000
¥4,000
¥6,000
¥9,000
¥3,000
¥4,000
¥4,000
¥4,000
¥4,000
¥4,000
¥6,000
¥6,500
¥5,500
¥3,200

¥45,000（税別）

消化器系癌
肝臓癌
膵臓・胆道癌
膵臓癌
肺癌
マーカーセット①
マーカーセット②

腫瘍マーカー

甲状腺検査
ヘリコバクタ

ご予約は、お電話または直
接ご来院ください。
希望受診日の 3 週間前まで
にご予約ください。

検査器材の送付
当院からお客様のご自宅
へ受診前 10 日前後に検
査器材などをご送付しま
す。 
（送付内容：受診のしおり、
問診票、検便、喀痰、検尿）

検査前日
別途ご案内する「人間ドッ
クのしおり」留意事項をお
読みください。
食事制限などがあります。

検査当日
ご予約時間の 10 分程度前
にお越しください。
当日は事前にご送付した検
査器材を受付にてお預かり
いたします。

結果説明
当日結果が出る検査項目に
ついて、医師から直接結果
説明をいたします。
必要に応じて看護師から保
健指導を行います。

検査日より 2週間後
検査結果通知票をご送付い
たします。


