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●院長ごあいさつ・病院理念　●医師コラム「検査について」
● 経験豊かなスタッフによるチーム医療を提供しています。
【各科の紹介 2A病棟 薬剤科 医事課】●地域医療のためにリンクする
、朝霞台中央総合病院の連携施設。
●医療福祉相談室のご案内

朝霞・和光・新座・志木の４市を主な診療圏とし、地域の皆様の健康を共に考えていきます。

朝霞台中央総合病院広報誌

病院名／医療法人社団 武蔵野会 朝霞台中央総合病院
設　立／昭和52年4月
病床数／326床（一般病棟）
診療科／内科、外科、小児科、整形外科、脳神経外科、
　　　　皮膚科、泌尿器科、眼科、耳鼻咽喉科、婦人科、
　　　　形成外科
診療時間／平日9:00～12:30　14:00～18:30
　　　　土曜9:00～12:30　14:00～17:15
　　　　（科によって診療時間が異なります。）
　　　　日曜・祝日は休診
　　　　（但し急患は随時受け付け致します。）

施設認定／厚生労働省臨床研修指定病院
　　　　地域医療連携開放型病院
　　　　Ⅰ群入院基本料１
　　　　夜間看護加算３
　　　　理学療法（Ⅱ）
　　　　言語聴覚療法（Ⅱ）
　　　　政府管掌健康保険成人病予防検診実施機関

病院概要
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病院理念
高度な医療で愛し愛される病院

◎地域住民、地域医療機関と密接した医療
◎連携組織による24時間救急体制の実施
◎何人も平等に医療を受けられる病院
◎医療人としての自覚と技術向上のための教育
◎最新医療機器の導入による高度な医療

　人は日々を生きる時、身体・心を病む事がある。怪
我をする時がある。健康でないことは辛いことです。
地震・台風・火山の爆発などは、そこに住む人が悪い
わけではない、自然現象。病に倒れた人も悪いわけ
ではない、自然現象。健康を取り戻したい、元の健康
状態に近付きたい。寿命が続く限り生き続けたい。人
の願いは当たり前のこと。
　私たち医療人は、医学を応用した医療をもって、患
者さんが元気になるのをお手伝いするのが仕事。
患者さんはお客様ではない。私たち医療人の、家族・
身内が病に倒れたとき、何を思い、何をするのだろう
か。何ができるのだろうか。できる限りのことをする
だろう。

　患者さんはお客様ではない、私たち医療人の
家族・身内と同じ。最新の医療をもって、できる
限りのことをしたい。地域の全医療関係者と協
力して、健康にあふれた街づくりに協力いた
します。

病院長　村田　順

ご挨拶

検査漬け？検査は不要？
　『不必要な検査が行われている』『検査漬け医療』『検
査を抑制せよ』というような言葉が新聞紙面に踊って
います。マスコミが言うように、検査は不要なことなの
でしょうか？患者さんと苦楽をともにしている医療現場
にいる私の目には、検査はまだまだ不足と写ります。
そのことについて、医学者、医学経済学者の解釈でなく、
一臨床医の思いを書きましょう。

あの時検査しておけばな～
　初診時にすでに症状が進行していて不幸にもまたた
く間に命を落としてしまう患者さんがよくいます。その
ようなときにはいつも｢検査しておけば良かったのに｣
と思います。｢こんなになるまで何故検査しなかったのだ
ろう｣、｢医者は余計な不要な検査をしているとマスコミ
や皆は言うけど、検査しなかったら病気はみつからな
いよな｣、｢早く十分な検査をしておけばよかったのに
｣、｢残念｣と思うのです。この思いは患者さんも、医療従
事者も同じだと思います。

診断と治療
　臨床の現場では、まず診断をし、その診断に基づい
て治療をします。
　病気によっては症状がでてしまった後では手遅れの
こともあります。このような病気に対しては、無症状のう
ちの検査が必要になります（定期検査）。

病気の診断と犯罪捜査はよく似ている
　犯罪捜査では状況証拠を受けて物的証拠を集め、前
科前歴を参考にして犯人を捜します。
診断も同じです。状況証拠が症状であり、物的証拠が
検査データ。そして既往歴が前科前歴になります。捜
査ではより多くの物的証拠を集めて分析すると誉め
られますが、病気の診断においては法に基づいて検
査項目を制限（経済的理由）されているため、検査デ

ータ（物的証拠）をたくさん集められないのです。必要
な検査をしていても、検査漬け、悪徳と言われます。
　また、捜査は証拠分析にお金をかけられます。音声
を分析するならば、コンピュータ解析をすることが常識
です。ですが、病気の診断は法的規制により検査の分
析にお金をかけられません。心音、呼吸音などを分析
するのには、聴診器で聞き分けるのみです。
　証拠を集めないで、犯人を捕まえられるでしょうか？同
様に検査をせずに診断することは難しいことなのです。
　例えば、腹痛の患者さんに胃内視鏡検査を行ったと
します。検査結果では特に異常がないこともあります。
そのときは、病名を『腹痛』、行った検査を『胃内視鏡』と
して保険請求をします。しかし、この保険請求の審査を
受けると『腹痛の人には内視鏡は必要ないから病院の
持ち出しとしなさい』とされてしまいます。しかし結果が
胃癌なら『胃癌の人に内視鏡検査をしたのなら支払い
ます』となります。検査をして初めて異常があるかどう
か判るのです。
　検査結果に異常がなければ支払わないというのはお
かしいことです。腹痛の人に何の病気があるかを見つけ
るための検査は認めない。しかし、検査をしたら病気が
見つかった人の検査は認められる。まったくおかしな制
度です。
　では、病気を未然に詳しく調べるにはどうしたら良い
のでしょうか？国の方針は、お金持ちは高額の人間ドッ
クを受けろということです。この方針は正しいのでしょう
か？
　営業には市場調査、捜査には証拠、戦争には偵察、患
者さんの診断には検査が必要です！皆さんは手遅れに
なる前に、ぜひ定期検査をしっかり受けて下さい。検査
漬け？検査は不要？
　『不必要な検査が行われている』『検査漬け医療』『検
査を抑制せよ』というような言葉が新聞紙面に踊って
います。マスコミが言うように、検査は不要なことなの
でしょうか？患者さんと苦楽をともにしている医療現場
にいる私の目には、検査はまだまだ不足と写ります。
そのことについて、医学者、医学経済学者の解釈でなく、

村田　順
戸田中央医科グループ常任理事
医療法人社団武蔵野会朝霞台中央総合病院院長
東京女子医科大学第二外科学教室非常勤講師
朝霞地区医師会理事

医師のコラム



　入院後の患者様の身の回りのお世話が主な仕
事です。具体的には、寝具、衣服の交換やオムツの
交換。入浴、体拭きの介助。点滴、内服の管理や、
排泄、食事の介助。検査の説明、援助等があります
。その他に看護師であれば、血圧や体温の測定。患
者様一人一人に声をかけ、症状や体調を聞いたり
、時には患者様の訴えに耳を傾け、相談役となり、
患者様と一緒に解決策を見い出したりします。医
療事務であれば、電話やナースステーション窓口
の対応、他職種との連絡役、書類や検査データー
の整理等の仕事をしています。　

　入院された患者様が元気になり、退院されて行
くのが、一番うれしい事です。私達は患者様の苦し
い闘病生活を、一緒に過ごし、見ていますから、そ

の患者様の退院ともなれば、うれしさと共に、仕事
への達成感や、「この仕事をしていて良かった」とい
う思いになります。仕事中でも、患者様から「ありが
とう」や「頑張ってね」という言葉をかけてもらうと、
とてもうれしいです。病院は患者様と、医療従事者
の、コミュニケーションが大切な場ですから、患者
様と、色々なお話をしている時が、一番楽しいです。
　入院された患者様が元気になり、退院されて行

経験豊かなスタッフによるチーム医療を提供しています。

当院には約500名の職員が勤務しております。
病院は医師や看護師などの様々な資格を持った専門職の集まりです。
職種によって日々行っている仕事はまったく違いますがすべての職員は患者様が一日も早く回復される事
を第一に考え、協力して診療にあたっております。

看 護 科

リハビリテーション科

栄 養 科

検 査 科
放 射 線 科

薬 剤 科

事 　 務

医療福祉科 医 　 局

Ｍ Ｅ 科
視能訓練科

患 者 様

●どんな仕事をしているの？

●仕事をしていて
　うれしかった事・楽しかった事は？

【２Ａ病棟】27名 澤村 幸孝

　私たち薬剤師は、主に入院患者さまのお薬の調
剤・注射薬のセット・高カロリー輸液の混合を行っ
ております。調剤する際、患者さま個々に薬歴（お
薬の履歴）を作り、薬の飲み合わせ等を確認し、よ
り安全で適切なお薬が患者さまに渡るよう努めて
おります。また、医師より依頼のある患者さまを個
別に訪問し、ベットサイドにてお薬の説明を致して
おります。さらに、院内製剤（消毒薬・目薬・軟膏等）
の調製・調剤も行っております。そして、夜間・休日
帯は、外来患者さまに対してもお薬を調剤し、窓口
にてお渡しして
おります。

　毎日、薬剤師と
いう仕事の大変
さと責任の重さ
を感じていますが
、私たちが調剤し
たお薬によって患
者さまが健康を
取り戻すことができたときや、患者さまとのやりと
りによってお薬のことを納得していただいたとき
に、仕事の充実感があり、医療の現場で働くこと
が出来てよかったと思います。それぞれの部署で
仕事の内容は異なっていても、患者さまの健康と
いう共通の目標をもって仕事に取り組んでおり、
やりがいを感じています。

●仕事をしていて
　うれしかった事・楽しかった事は？

●どんな仕事をしているの？

【薬剤科】14名 長島秀幸

看護師

薬剤師

総合受付・各診療科の受付
初診患者様のカルテの作成、再来患者様の受付
病棟事務
入院患者様へ請求書の配布、退院時の入院コスト
を入院係へ届ける
外来会計・入院会計
外来治療費・入院治療費の請求書作成
保険請求事務
社会保険・国民健康保険への請求、事故・労災の
治療費の請求

　 患者様が笑顔で帰られることです。
病院に来られる殆どの患者様が、病気や怪我など
により不安な気持ちを抱いて病院に来られます。
私たち医事課は、そのような気持ちを抱えた患者
様と真っ先に接する部署です。治療や診察を終え、
少しでも不安な気持ちを解消し笑顔で帰られたと
き、患者様との何気ない会話でも言葉を交わせた
とき、感謝のお言葉を頂いたとき、私たちは一番喜
びを感じます。

●仕事をしていて
　うれしかった事・楽しかった事は？

●どんな仕事をしているの？

【医事課】62名 山野邊　豊



日曜、祝日・年末年始（12/30　PM～1/3）、診療科により土曜日■外来休診日
緊急の患者様は24時間受付しています。
専門医が不在の場合もあります、電話にてご確認ください。

■救急外来

平日９：００～１２：３０　１４：００～１８：３０
土曜９：００～１２：３０　１４：００～１７：１５
（各診療科により診療時間が異なります）

■診療時間／

■標榜診療科目
内科　外科　小児科　整形外科　脳神経外科　皮膚科　泌尿器科　眼科
耳鼻咽喉科　婦人科　形成外科

〒351-8551　埼玉県朝霞市西弁財1-8-10
TEL. 048-466-2055（代）　FAX .  048-466-2059

朝霞台中央総合病院

医療福祉相談室のご案内
相談室では皆様が安心して療養していただけるように、気がかりなことについて、医
療ソーシャルワーカーがご相談をお受けし問題解決のお手伝いをしています。
たとえば・・・・

お受けした相談の秘密は厳守します。また、相談料等は一切
かかりませんのでお気軽にご相談ください。電話でのご相談
もお受けしております。
■　相談時間

月曜日～金曜日

土曜日

午前
午後

午前

9:00～13:00 
14:00～17:00 

9:00～13:00 

（相談受付12時まで）
（相談受付16時まで）

 （相談受付12時まで）

●　医療費の心配 
●　ご家族の生活の不安 
●　医療・福祉・年金・保険制度について 
●　介護保険について 
●　退院後の療養について 
●　他病院の紹介 
●　その他、誰に相談したらよいかわからず困っていること 
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南浦和 最寄駅からのアクセス
東京メトロ有楽町線／和光駅経由 東武東上線 朝霞台駅下車 徒歩３分
東武東上線／朝霞台駅下車 徒歩３分
ＪＲ武蔵野線／北朝霞駅下車 徒歩３分

■路線図

お車でのアクセス
川越街道より水道道路経由約１０分
関越自動車道　所沢インターより約20分
外環自動車道　和光北インターより約15分
近郊のアクセス
池袋駅より約17分／川越駅より約12分
南浦和駅より約10分／新秋津駅より約10分



◎政府管掌保険生活習慣病健診  指定
◎健康保険組合連合会  指定
◎朝霞市・新座市・和光市・志木市ドック  指定
◎他各種健康保険組合  指定

◎出張健診
健診車で事業所に出張し健康診断を行うので
､ 医療機関に足を運ぶ手間が省けます｡ 
また、精密検査が必要な場合は､当院で即時
予約が可能です｡
◎日帰り人間ドック
生活習慣病の早期発見、早期治療を目的とし
て行なうコースです。検診時間は３時間程度で
終了いたします。時間に余裕のない方にもご満
足いただける内容の検診を行ないます。
◎女性総合外来
女性医師による予約診療です。診察、カウンセ
リングを主体とし臨床検査や治療は行いませ
ん。必要に応じて適切な診療科、医療機関に
紹介いたします。※各種健康診断を行っておりますのでご相談ください。

地域医療のためにリンクする、
朝霞台中央総合病院の連携施設。

介護老人保健施設
グリーンビレッジ朝霞台
2006年8月オープン予定

訪問看護ステーション

朝霞台中央総合病院附属第二診療所

朝霞台中央総合病院

朝霞台中央総合病院附属
第二診療所

朝霞台中央総合病院の連携施設としては3番目の、『介護老人保健施設グリーンビレッジ朝霞台』が、平成18年8月のオ
ープンを予定し現在順調に建設工事を進めております。
施設は地上4階建、入所150床（認知症専門棟50床）、通所リハビリテーション40名の受入が可能となる予定です。
施設周辺は緑の多い田園地域です。静かで穏やかな療養生活を送っていただきながら、家庭復帰・自立を支援し穏や
かな日常生活を取り戻すお手伝いを致します。

ご家族で療養なさっている方が、安心して療養生活を送れるよう看護師がご家庭に訪問し療養生活の援助
をします。
　どんなことをするの?
・・・かかりつけの医師の指示に基づき行います・・・・

介護老人保健施設グリーンビレッジ朝霞台

朝霞台中央訪問看護ステーション

介護老人保健施設
グリーンビレッジ朝霞台
2006年8月オープン予定

◎病状の観察と医療処置
・ 注射、吸引等の医療処置
・ 褥瘡の処置
・ 医療機器の看護管理
・ 採血等による検査支援
◎日常生活上の看護アドバイス
◎セルフケアのアドバイス
◎ターミナルケア
◎リハビリテーション看護

埼玉県朝霞市大字宮戸字橋面３番地


