朝霞台中央総合病院広報誌

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。

●新資格者祝会を開催しました！／TMG学会が開催されました。 ●医師
コラム
「感染症の話」 ●TMG宗岡中央病院の新たな歴史がスタートしま
した。 ●診療報酬改定／頑張ってます新社会人 ●○○さんの部屋【地
域連携室】 ●つくってみませんか？／新任医師の紹介／みなさまからの
ご意見箱・ご質問にお答えします
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新資格者祝会を開催しました!
今年もこの春、
念願の国家資格を取得した新入職員を朝霞台中
央総合病院に迎える事ができました。
5月27日、
歓迎とお祝いの気
持ちを込め
「新資格者祝会」
をベルセゾンにて開催しました。
病院で働く医療従事者はほとんどか国家資格をもったスペシャリ
ストでありますが、
その資格を取得するための国家試験は年に1度し
か実施されません。
その1日の為に3年から6年という長い年月勉学
に励み、
国家試験に見事合格し、
現在の仕事に就いています。
しかし、
まだ資格を取得しただけでは医療従事者としての1歩を
踏み出すことはできません。
先輩や上司とともに、
たくさん見て、
聞
いて、
経験しながら大きく成長してくれることを願っています。

TMG学会が開催されました。
朝霞台中央総合病院が所属する、
TMG
（戸田中央医科グループ）
で
は、
1年に1度大宮ソニックシティにてTMG学会を開催しています。
学会では、
職種や研究テーマに別に、
個々の施設が新たに取り組み成
果を上げた事などを発表し、
他の施設でも取り入れたり、
参考にできた
りしないかをディスカッションする事になっています。
当院からは3題の研究発表を行い、
様々な意見交換をする事ができ
ました。
また、
沢山の職員が参加するため、
グループの一員として、
働いている
事を実感できる場でもあります。
経験年数によって感じ方は様々ですが、
少しでも良い事を持ちかえ
り、
患者さんのためによりよい医療を実践していきたいと思っています。

朝霞台中央総合病院関連施設
朝 霞 台 中 央 総合病院
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医師のコラム

今回は、
日本感染症学会指導医の小林医師より
みなさんも一度は聞いたことのある
『感染症』
についてのお話しです。

日本感染症学会指導医

インフルエンザ

小林真澄

感染性胃腸炎

結核

インフルエンザはインフルエンザウィルスによっ

できれば発症後１２時間くらいしてから受診し

ノロウィルスが有名ですが、
他にもいくつか原因

て起こる感染症です。

てください。

になるウィルスはあります。
ノロウィルスはとて

特に７０歳以上の方たちですと、特に戦中、戦後

咳やくしゃみなどによってうつる
「飛沫感染」
と

インフルエンザの治療薬は飲み薬、吸入薬、点

も感染力が強く、
わずかなウィルスでも感染して

の若いころに友人や家族が結核にかかったなど

唾液や鼻水などが手についてそこから鼻や口を

滴とありますが、
すべてインフルエンザウィルス

しまいます。
病院や施設で大流行したニュースを

ということがあったかもしれません。
それほど昔

とおして感染する
「接触感染」
とがあります。

が体内で増えられないようにする薬です。抗菌

目にしたことがあると思いますが、本当にあっと

はありふれた病気でしたが、戦後抗結核剤がで

予防としては、
よく言われているように、
うがい

剤（抗生物質）
のように直接ウィルスをたたく薬

いう間に感染が広がるので、
私たち病院スタッフ

きたこと、生活環境や栄養状態もよくなり、
また

手洗い、
そして予防接種です。

ではありません。

はいつも注意するようにしています。
この感染性

予防接種であるBCGをするようになって激減し

インフルエンザウィルスは毎年流行の株が変

ですから発症してから４８時間以内くらいに治

胃腸炎のウィルスは、便や吐物に含まれていた

ました。私たち医療者の中にも「今頃結核なん

わったり、
ウィルスが少しずつ変化したりするの

療を開始しないと効果がありません。

ウィルスが手や器物をとおして感染する接触感

て」
と思っている人がかなりいます。
しかし日本

で、
予防接種は毎年受けて下さい。

また一般的な抗菌剤はインフルエンザには効き

染です。

は実は先進国の中では結核の中蔓延国なので

インフルエンザの場合予防接種を受けたからと

ません。
タイミングが難しいかもしれませんが、

トイレのあとはもちろんのこと、常に手洗いを心

す。結核は感染しても発症するのは１割くらいで

いって、かからないわけではありませんが、かか

発熱してインフルエンザかな？と思ったら、翌日

がけることと、
もし嘔吐した場合、始末をすると

す。昔感染した方たちが発症せずにいて、年を

る確率はかなり下がります。特に高齢者や病気

朝早めに医療機関を受診して診てもらうのがよ

きには、
マスク
（ノロウィルスの場合は吐物から

とったり、
糖尿病、
ガンなどの病気、
また透析など

で治療中の方、
また手術を受けたかたのように

いでしょう。

舞い上がったウィルスで感染することがありま

を行うことで結核が復活してくることがあります。

抵抗力が落ちていると、
インフルエンザにかかり

またインフルエンザにかかったら、外出は控え

す）手袋をつけて、感染しないように注意してく

お年寄り、また若い方たちでも、生活が不規則

やすかったり、また合併症を起こして重症化し

て、
どうしても出かける時はマスクをして咳エチ

ださい。特に小さいお子さんや排泄介助の必要

で栄養が偏っていたり、過労気味の方で2週間

たりしますから、
必ず受けておいてください。

ケットを守って下さい。また病院へのお見舞い

な方がいる場合は、世話をした方から家族中に

以上咳が続くときには、ぜひ医療機関を受診し

高齢者の場合は、肺炎球菌による二次感染で命

は固くお断りいたします。

感染してしまうことがあります。

て、
喀痰検査をしてもらって下さい。

にかかわる場合もありますから、肺炎球菌ワク

入院している患者さんにうつってしまったら、
そ

またノロウィルスはアルコールが効きませんか

チンも一緒に受けておきましょう。

れこそ大変です。
ご家族が入院していて、
どうし

ら、もし衣服についたり、トイレなど汚してし

今まで受けていない方はぜひ主治医や、最寄り

ても必要な時は、
事前にナースステーションで必

まった場合は塩素系の消毒薬（ハイターなど）
で

の医療機関で相談してください。

ず相談してください。

しっかり消毒してください。

インフルエンザにかかったかな？と思ったら、早
く医療機関で検査を受けたいと思うでしょう
が、発症（主には発熱）
してから時間が早いと検
査が正確に出ないことがあります。つまり本当
はインフルエンザでも検査結果は陰性になって
しまうことが多いのです。

結核は過去の病気と思われているでしょう。

戸田中央医科グループの一員として
医療法人社団 武蔵野会

TMG宗岡中央病院 の新たな歴史がスタートしました。

お知らせ

平成26年4月1日より病院改築工事に伴い入院患者様及び救急患者様の受入を一時

中止し、
外来診療のみの対応となります。

平成27年10月完成予定で入院ベッド100床の新病院をオープンし入院患者様の受入れ

を開始致します。

TMG Muneoka Central Hospital

新病院オープン
外来・入院診療開始

病院理念

住民の皆様に愛され信頼され
選ばれる医療機関へ

診療受付・開始時間

内科・外科・整形外科・小児科

午 後

13：00 〜16：30（診察開始14:00〜）

公共交通機関

TMG）
に属し、前身である志

年4月よりTMG宗岡中央病

乗車し
「宿」
または
「市民病院入口」
で下車、
徒歩3分

木市立市民病院の事業を継
TMG宗岡中央病院として新

を強みに歩んで参ります。

高齢社会を迎え、住み慣れた地域で自分らしく年齢を重ねて

●志05-3

療を開始する予定です。

地区の医療・介護環境の維
病院・各施設との強固な連携

療を開始すると共に既存の建
成27年7月より新病院での診

とになりました。志木市宗岡
持そして向上の為、TMG各

●志05

物を解体し、
新病院を建築 平

たな歴史をスタートさせるこ

TMG宗岡中央病院
院長 佐藤 滋

東武東上線 志木駅 東口より国際興業バスの下記系統に

院として生まれ変わりました。
現在の建物の一部で外来診

承する形で、平成26年4月に

私たちの病院は、TMGグ

ループの理念である
「愛し愛

される病院」
をモットーに
「住

民の皆様に愛され信頼され選ばれる医療機関へ」
を病院理念

●志06

●志03-3

南与野駅西口

（上記の系統を合わせて１時間に約６本運行しております。
）

所在地

〒353-0001

埼玉県志木市上宗岡五丁目14番50号

頂きます。入院診療は、治療の為の
「一般病棟」、
リハビリ専門

HP

期、
救急医療、
リハビリ、
健診、
さらに在宅医療まで地域に密着

した医療を行っていきます。
この地域に住む皆様が安心して受

TMG宗岡中央病院

アクセス

皆様のご期待と信頼に応えられるよう職員一同尽力して参り

の
「回復期リハビリテーション病棟」
を持ち、急性期から慢性

TMG宗岡中央病院周辺地図

中宗岡

電話番号 048−472−9211

小児科、透析も総合的な視点から患者様の診療に当たらせて

※診療科によって異なります。

（宗岡回り）
宗岡循環

のもと、新病院においては、外来診療は内科、外科、整形外科、

担うべく、患者さまが安心して医療を受けられる環境を整え、

土曜日 午後・日曜・祝日・年末年始

（宿回り）
宗岡循環

いける地域であるという理想環境の実現を願い、
その一翼を

ます。

8：30 〜12：00（診察開始9:00〜）

当院は、
前身の志木市立市民

病院から移譲を受け平成26

休診日

午 前

当院は、戸田中央医科グルー

プ
（Toda Medical Group：

医療法人社団武蔵野会
理事長 中村 毅

標榜科目

Fax

048−476−2610

http://www.muneoka-hp.jp/

TMG宗岡訪問看護ステーション

診できる、
また、
より良い医療を提供できるよう職員一同、
日々

努力をして参りたいと思っております。
今後ともご支援の程、
宜

しくお願い致します。

訪問看護師があなたのお家にお伺いします
我が家で暮らせる安心と喜びを応援します
０４８−４７１−７００８

お 知 らせ

【診療報酬改定について】

●政府は2年毎に医療サービスの公定価格である
「診療報酬」
の見直しを行なってい

地域医療連携室の部屋

ます。
平成26年度診療報酬改定では患者様に大きく関わる初診料が120円、
再診
料が30円引き上げられることになりました。
■ 初診料 （旧）
2,700円

→ （新）
2,820円

■ 再診料 （旧）
690円

→ （新）
720円

【特定療養費金額変更について】

●平成26年4月1日から初診時特定療養費の金額変更を致します。

information

■（旧）
1,500円

→ （新）
1,600円

【70〜74歳の医療費2割負担について】

●70〜74歳の医療費の窓口負担
（自己負担）
はこれまで特例措置で1割で行なってい
ましたが、
平成26年4月から2割負担になります。
対象は平成26年4月2日以降、
新た
に70歳となる患者様で、
5年をかけて順次74歳まで2割負担の世代を広げていきま
す。
ただし、
平成26年4月1日までに70歳の誕生日を迎えられた患者様は1割負担の
ままになります。

【消費税法改定に伴う料金設定変更について】

●平成26年4月1日より消費税率が5％から8％に引き上げに伴い、
当院で消費税が関
わる金額設定を変更しております。
■ 特別療養環境室料金
（個室料金）
■ 各種文書料
■ 病衣・オムツ代

・
・
・ 等

がんばっています。
新社会人!

朝霞台中央総合病院にも地域医療連携室があり、
地域の患者様の為に日々働いております。
現在はスタッ

フ4名体制で、
紹介患者さまのお受け入れ調整や、
時には退院、
転院のお手伝いもしております。
その他にもセカンドオピニオンの受入や
、
時には病院の外に出て、
地域の先生方
や医療スタッフのみなさまに当院のPR
をしたりもしています。
もちろん実際に医療を施すのはお医者
さんで、
看護をするのは看護師さんです
が、
病院では様々な職種のスタッフが働
いており、
その他の大勢のスタッフが協
力してこそ病院は機能していきます。

また、
朝霞台中央総合病院だけでなく、
この地域にある診療所やクリニック、介
護施設などの医療に携わる人たち全て
が協力してこそ、
この地域の医療がなり
たっていきます。

の為に働く部署です。
何かお困りの事が
あれば、
遠慮なくお声かけ下さい。

朝霞台中央総合病院 副院長
日本整形外科学会 専門医
日本脊椎・脊髄病学会 指導医
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運動指導 ： リハビリテーション科




日時：平成25年1月26日（土）
14：00～15：00 開場13：30
場所：朝霞台中央総合病院 1F
リハビリテーション室
●当日は簡単な運動の出来る服装でお越し下さい。

定員20名
ㅮᖌ㸸ஂಖ⏣ ᭷୍

院内でのお申込みは
総合受付にて
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申込・お問合せ先 地域医療連携室

ＴＥＬ：048-466-2055（代表）
〒351-5581 埼玉県朝霞市西弁財1-8-10
主催：朝霞台中央総合病院 整形外科
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地域医療連携室は
「市民公開講座」
開催のお手伝いしています。

ࠛ ᇸ⋢┴ᮅ㟘ᕷすᘚ㈈ 
ദ㸸ᮅ㟘ྎ୰ኸ⥲ྜ㝔 ⬻⚄⤒እ⛉


ᮅ㟘 ྎ ୰ኸ ⥲ྜ  㝔 

地域医療連携室は、
その名の通り地域
医療に携わる人たちと連携して患者さま

講師：飯田惣授 先生
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検査科 鈴木翔子

入職してからあっという間に１年が過ぎました。
最初は早く仕事を覚えようと先輩方についていくのに
必死な日々でしたが、
だいぶ仕事にも慣れてきました。
今では当直や日直にも入れるようになり、
１人で任せ
てもらえる業務も増えました。
しかし、
まだまだ経験や知識も浅く、
検査科の役割や責
任の重さに苦しくなってしまうこともあります。
そんなときは、
先輩方からのアドバイスや、
何よりも患
者様からの
「ありがとう」
「あなたが担当でよかった」
と
いう言葉で前向きになる事ができます。
この１年間学んだことを基に、
これからも勉強に励み医
療に貢献できるよう、
今とかわらず笑顔で頑張ってい
きます。

みなさんは
「地域医療連携室」
って聞いたことありますか？
この医療圏にはたくさんの診療所やクリニック、
介護施設などがあります。
そこに受診している方や入所され
ている方々と病院との
「架け橋」
になることが地域医療連携室の仕事です。

ධሙ↓ᩱ

〜栄養士さん・調理師さんが考えた健康ごはん〜

春色 いちごのパウンドケーキ
作り方

―調理のポイント
（島田 惇）―
焼く時間はオーブンによって多少異なるため、
焼き色を見ながら焼いて下さい。
焦げてしまう
ようならアルミホイルを上にかぶせて焼くと良
いです。
また牛乳の代わりにヨーグルトを使用すること
で、
よりしっとりと焼き上がります。
―感想（加藤 紀章）―
甘さをおさえた生地と、
甘みのあるジャムがとて
も合っていておいしかったです。
また、
見た目もいちごの色がとても鮮やかで、
春
らしい一品でした。

①いちごのヘタを取り、1〜1.5cm
の角切りにカットする。
②砂糖大さじ1
エネルギー：220kcal
杯を①にふりかけて、
電子レンジで2分加熱する。
③ボウルにバターと②の残りの
たんぱく質：5g
砂糖を加え、
泡だて器で混ぜる。
よく混ざったら、
卵、
ヨーグルトを加え、
再び混ぜ
脂質：7g
る。④③にホットケーキミックスを加え、
ゴムベラで混ぜる。⑤④に②を加える。 （1人当たり） 炭水化物：52g
（この時②のいちごから出た水分も一緒に加える）
⑥型にクッキングシートをひ
・ホットケーキミックス：150g
き、
生地を流す。
⑦170℃に予熱したオーブンで35分焼き、
竹串を刺して生地が付
・いちご：100g ・砂糖：40g
かない事を確認する。
⑧ケーキをカットし、
お皿に盛り付けて完成。
お好みでジャ
・卵：1個 ・バター：30g
ムやクリームを添える。
・プレーンヨーグルト：30g

栄養量
材料

外

新任医師
の紹介

科

金島研大

（かねしま けんだい）

H26年
4月1日付
入職

臨床研修医

沈 金花

（ちん きんか）

H26年
4月1日付
入職

脳神経外科

整形外科

野村俊介

麻 酔 科

魚岸誠司

（のむら しゅんすけ）

丸山恵梨香

（うおぎし せいじ）

H26年
4月1日付
入職

（まるやま えりか）

H26年
4月1日付
入職

H26年
4月1日付
入職

臨床研修医

臨床研修医

臨床研修医

（まちうら ゆうき）

（まえ ひろかず）

（おおしま やすとし）

松浦勇樹
H26年
4月1日付
入職

みなさまからのご意見・ご質問にお答えします
医療サービス向上委員会

ご意見 ホームページでは診断書受け取り時に家族が取りに行く
場合、
承諾書はいらないと書いてあったのに受付で要求さ
れました。
(26年5月)

村田院長の医療に
ご意見 手術と入院で大変お世話になりました。
対する姿勢が病院全体に良い影響を与えているようです
が、
是非その意識を引き継ぐ若い世代の医師がたくさん育
つことを期待しています。
(26年5月)

ご意見をお聞かせ下さい。皆様のお声をお待ちしています。

より良いサービスを提供するために、

朝霞台中央総合病院
〒351-8551 埼玉県朝霞市西弁財1-8-10
TEL. 048-466-2055（代） FAX. 048-466-2059
ホームページ http://www.asakadai-hp.jp/
携帯電話からは携帯サイトをご覧いただけます
右の QR コードを読み取ってくだい。

前 裕和
H26年
4月1日付
入職

大島康利
H26年
4月1日付
入職

外

科

木山 輝郎

（きやま てるお）

H26年
6月1日付
入職

当院では、病院サービス向上の一環として院内７ヵ所（外来、病棟）に
「ご意見箱」
を設
置しており、皆様からのご意見・ご質問などを随時受け付けております。
ここでは、
ご意
見箱に寄せられた皆様からのご意見と、
それに対する回答をいくつか紹介させていた
だきます。
今後もより良い病院を目指し、
皆様のお声に耳を傾けてまいります。

回答

大変申し訳ございません。
個人情報保護法の関係があり、
訂正させて頂きました。
お役立ち情報医療に関するトピッ
クスのページにある
「各種書類」
の部分で“家族含む代理人
が書類の受取をされる場合は、
身分証明書及び承諾書が
必要となります。
”という表現に訂正いたしました。
励みになるお言葉、
大変うれしく思います。
これからも患者

回答 さまのご期待に応えられるような病院づくりに励んでいき
ます。

■標榜診療科目
内科・呼吸器内科・循環器内科・消化器内科・腎臓内科・外科・呼吸器外科・消化器外科小児外科・肛門外科・整形
外科・脳神経外科・形成外科・小児科・皮膚科・泌尿器科・婦人科・眼科・耳鼻咽喉科・リハビリテーション科・麻酔科
■診療時間／

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

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