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さいたま医療センター　理念・基本方針

理　念

１．患者中心の医療
２．安全で質の高い医療
３．地域に根ざした医療
４．心豊かな医療人の育成

基本方針

１．患者の皆様を尊重し、開かれた安心できる医療を提供します
２．チーム医療を推進し、安全で質の高い医療を提供します
３．地域との連携を深め、基幹病院としての役割を果たします
４．地域医療に貢献する医療人を育成します
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「国民皆保険」と日本のがん診療

� 一般・消化器外科　准教授　鈴木　浩一　

保険証１枚で、日本人は誰でも、いつでも、全国どこの医療機関にもかかることができま
す。「国民皆保険」、この日本独特の社会保障制度は日本人の健康長寿に大きな役割を果たして
きました。
2013年の日本人の平均寿命は女性が86.6歳、男性が80.2歳で、いずれも過去最高を更新し

ました（厚生労働省）。女性は２年連続で長寿世界一、男性は世界４位です。1891年に調査が
始まって以来初めて、男性の平均寿命が80歳を超えました。また、2018年の新生児死亡率の
比較（ユニセフ）では、日本が世界各国の中で最も低く、「赤ちゃんが最も安全に生まれる国」
と評価されました。
日本では、会社員やその家族は健康保険組合などが運営する「被用者保険」に加入します。

また、それ以外の人は市町村が運営する「国民健康保険」あるいは「後期高齢者医療制度」
へ、国民は何らかの公的な医療保険制度への加入が義務付けられています。その結果、病気や
怪我をした場合、保険証１枚で、誰もが、いつでも、全国どこの医療機関にもかかることがで
きます。この「国民皆保険」制度が日本の社会保障の大きな特徴です。一見当たり前の制度の
ように思えますが、海外に目を向けると、必ずしもそうではないことがわかります。アメリカ
を始め、欧米では「国民皆保険」の国は多くありません。
この「国民皆保険」制度が実現したのは、今から50年以上前の1961年です。さらに40年さ

かのぼること、1922年に日本で初の医療保険制度が始まります。工場などで働く労働者を対
象とした「健康保険法」です。1939年には、企業などで働く事務労働者を対象とした「職員
健康保険法」が制定され、この２つの制度が「健康保険法」という名称で1942年に一本化さ
れました。
「健康保険法」により、被用者を対象とした医療保険制度は整備されましたが、医療保険

制度がない農村の住民は未だ問題を抱えていました。都市部に比べ、農村には医療機関が少な
く、診療には多額の費用がかかります。さらに世界恐慌や大凶作などで農村は疲弊し、農民の
生活は極度に困窮していました。貧しいため十分な食事や栄養が取れず、結核や寄生虫病など
の感染症が流行しました。その治療費を捻出するために「身売り」を強いられることも珍しく
ありませんでした。
こういった農村における貧困と病気の連鎖を断ち切り、その窮状を救うために、国は医療保

険制度創設に立ち上がり、1938年に農民などを対象とした「国民健康保険法」が施行されま
した。
この「国民健康保険法」は、農村の医療格差を是正し、全国に医療を普及させる事を目的と

しましたが、日中戦争が勃発する中で、「健兵健民政策」の役割も担うようになりました。こう
して誕生した「国民健康保険法」は、1961年に実現した「国民皆保険」体制の足掛かりにな
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りました。
不衛生な環境のために、感染症で命を落とす子供や、貧困のため医療費を払えず医療を受け

ることができない人が世界には数多くいます。そうした中、世界が羨む健康長寿を手に入れた
日本において「国民皆保険」が果たした役割は大きかったといえます。高水準の医療を得るた
めにはそれ相応のお金が必要となる国が多い中、日本では「国民皆保険」制度によって誰もが
等しくそれを享受する権利が保証されています。
一方、日本の医療の質には大きなばらつきがあると国際医療経済学者のアキよしかわ氏は指

摘します。
「日本は国民皆保険制度のおかげで、重粒子線治療などの先進医療以外であれば１～３割負

担でがん医療を受けることができる。また、費用がかさんでも高額療養費制度によって月９万
円程度で済む場合がほとんどだ。一方で米国の医療費は民間の保険会社頼りで、一回の手術で
300万円を超えることもあるが、そのぶん良質な医師や病院を選ぶことができる。」と著書「日
米がん格差」で述べています。
医療が提供された後の結果や成果のことを「術後アウトカム」といいますが、アキよしかわ

氏は、「術後アウトカム」を指標として「医療の質」を日米で比較しています。その結果、米国
では医療費のバラつきが大きい一方で、日本は医療の質のバラつきが大きいことを指摘してい
ます。アメリカ医療は、各病院によって受けられる医療の格差が起きないように、非常に細か
いガイドラインの制定を遵守しています。一方の日本では、そういったガイドラインがないの
で、担当した医師の経験と技量に左右されることになります。そのため病院によって、医療の
質に差が生まれてしまうことになります。
こういった医療の質のばらつきを是正し、がん患者がその居住する地域にかかわらず、等し

く科学的知見に基づく適切ながんに係る医療を受けることができるよう、がん診療の均てん化
を目的として進められた法整備が「がん診療連携拠点病院制度」です。
この制度の下に各都道府県に一施設ずつがん診療連携拠点病院が設けられ、さらに２次医療

圏に地域がん診療連携拠点病院が置かれました。さいたま２次医療圏では、自治医科大学附属
さいたま医療センター、さいたま赤十字病院そしてさいたま市立病院の３病院が地域がん診療
連携拠点病院に指定されています。

「地域がん診療連携拠点病院」の役割は、
１，専門的ながん医療の提供
２，地域における診療連携協力
３，がん患者さんに対する相談支援および情報提供
４，院内がん登録への情報登録および利用です。

自治医科大学附属さいたま医療センターは地域のがん診療の拠点病院として、地域の皆様に
質の高いがん医療を提供するとともに、その情報を公開することで患者さんが安心して治療を
受けられるよう努力しています。さらにその質の高い医療を地域全体で切れ目なく提供できる
よう地域連携を強化し、医療の均てん化を目指しています。
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今回も、前回に引き続き基本を振り返ってみましょう。薬の保管についてお話しいた
します。

薬の保管の基本原則は、直射日光・高温・多湿を避けること、つまり日の当たらない、涼し
いところ（室温30度以下、できれば25度以下）で、湿気を避けることです。高温となりやすい
車の中、暖房器具や熱を持ちやすい電化製品の近く、湿気の多い台所、洗面所、お風呂場の近
くなどは避けて保管してください。
錠剤や粉薬はその包装のまま薬以外のものと区別して缶やネジ蓋のついた瓶等の密閉容器に

入れ、乾燥剤も入れておくのが望ましいと思います。（目の不自由な方や薬と間違え乾燥剤を飲
んでしまう恐れのある場合は使わないで下さい）。遮光や防湿などのための加工包装がしてある
場合もありますので、包装（シート）から取り出した無包装の状態で、長時間放置しないでくだ
さい。「冷所保管」するよう指示された薬は乾燥し、光が当たらなく、冷たい場所に保管するこ
とになっており、冷蔵庫は望ましい場所といえます。
冷蔵庫で保管する場合の注意点は、
①　凍結させないよう、直接冷気が当たる場所は避ける。
②　�食品と間違うような容器への移し変えは避ける。（室温での
保管でも同じことが言えます。）

保管期間の目安ですが、医薬品の種類によって使用期限や有効期間が記載されていることが
ありますが、これはあくまでも未開封の状態での表示ですので、一度開封した場合は該当しま
せん。どんなに保管方法に気をつけていても、薬は化学物質のため、時間の経過に伴い変質して
しまいます。変色、異臭、異物の見られるものは、絶対に服用・使用しないでください。わから
ない場合は、薬剤師に聞いてください。薬と一緒に、薬品名や効果、副作用などを記載した説明
書がある場合は、服用・使用が終わるまで、捨てずに保管しておいてください。市販の薬でも同
じことが言えます。又、もらったお薬は、その時の症状にあったお薬です。時がたち、同じ症状
だからといってまた飲んだり、他の人にあげたりするのは望ましくありません。

第13回

薬の保管について
薬剤部
　大塚　潔

薬 よもやま 話
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平成27年３月に厚生労働省が公表した「平成25年度家庭用品等に係る
健康被害病院モニター報告」において、誤飲対象が「タバコ」を抜いて「医
薬品・医薬部外品」が、報告件数１位となりました。薬は、乳幼児や小児
の手の届かない場所（高いところ等）に保管してください。そして、子ど
もの目を引くようなお菓子の缶などには保管しないよう注意してくださ
い。
�
前回お話しした、薬の飲み方、今回の薬の保管については、基本的なこ

とですが、大切なことです。行動を振り返るきっかけになればと思います。
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感染制御室からのお知らせ

健康管理に手洗いを！
健康管理の方法は色々ありますが、どなたにも実施していただきたい簡単な方法として手洗い
があります。正しい手洗いで多くの感染症が予防できます。ご自身と周囲の方の健康を守るため
にも正しい手洗いを身に付けましょう。

1．正しい手洗いの方法
正しい手順で手を洗わないと右図のように洗い残し
があることがあります。図にあるように洗い残しが多
い部分は指先や親指など物をつかむのに必要な部分
です。ここに微生物が付いていると食べ物に付いた
り、目や口に入ったりして感染を起こすことがあり
ます。そこで、下図の正しい手洗いの方法を身につ
け、感染を予防しましょう。

2．手洗いのタイミング
感染予防のための手洗いの重要なポイントとしてタイミングがあります。特に、食事の前・調
理前・トイレの後・外出から戻ったとき・動物や虫に触れた後・傷の手当前には必ず手洗いを行
いましょう。

手
の
甲
側

手
の
ひ
ら
側

洗い残しの多いところ
やや洗い残しの多いところ

出典：ＳＡＲＡＹＡ
（http://family.saraya.
com/teara i/ index .
html#tearai04）
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注）通院中の方が、容態の急変等により、通院中の診療科に予約日外の受診を希望される場合も、
　　必ずコールセンターまでご連絡ください。

診　察基本的な外来診療の流れ

◆　「初診の方」は、当センター（○○科）宛ての紹介状をご準備の上、コールセンターまでご連絡くださ
い。

◆　「再診（通院中）の方」が、予約日時の変更、予約日以外の受診を希望される場合も、同様にコールセン
ターまでご連絡ください。

＊　直接来院される場合は、予約外患者窓口にて予約をお取りください。原則として翌日以降の予約可能日
をご案内します。

※お電話のおかけ間違いが多くなっております。
　電話番号をお確かめのうえ、お間違えのないようお願いいたします。

＜初診予約済みの方＞
⒈　事前にコールセンター又は、予約外患者窓口にて初診予約をお取りの方は、当センター（○○科）宛て
の紹介状、保険証をご持参の上、予約時間の概ね30分前にご来院ください。

⒉　来院されましたら、初診予約済みの方用の整理券をお取りになりお持ちください。なお、当センターを
初めて受診される方は、併せて診察申込書に必要事項を記入してください。

⒊　受付時に保険証の提示をお願いします。提示が無い場合は、自費扱いとなりますのでご注意ください。
保険証は内容確認後お返しいたします。

＜再診予約済みの方＞
⒈　前回の診察で再診予約又は検査予約のある方は、自動再来受付機をご利用ください。

⒉　事前にコールセンター又は予約外患者窓口にて、予約変更をされた方も、自動再来受付機をご利用くだ
さい。

⒊　自動再来受付機は、予約日当日の午前７時30分から使用できます。

⒋　診察予定時刻から10分を過ぎますと自動再来受付機での受付けが出来ませんので、ご注意ください。

＜予約の無い方＞
⒈　紹介状の無い初診の方はご案内出来ませんので、予めご了承ください。

⒉　紹介状をお持ちでも初診予約をお取りでない方、又は通院中診療科の予約日以外の受診希望で再診予約
をお取りでない方は、予約の無い方用の整理券をお取りになりお持ちください。緊急の場合を除き、原
則として翌日以降の予約可能日をご案内します。

当日の受付について当日の受付について当日の受付について当日の受付について

予約の方法について予約の方法について予約の方法について予約の方法について

診察室前
表示板
診察室前
表示板
診察室前
表示板
診察室前
表示板

コールセンター

●受付窓口、自動再来受付機で受付けをされますと、受診票が発行されますので、受診票に添って外来受
付、各検査受付へおまわりください。診察及び放射線検査では、受付の横に設置してある到着確認機を必
ず通してから、待合でお待ちください。

●受診票の『本日のご案内番号』により、診察室の外待合と中待合の各表示板に順に表示されます。
●診察の順番になりますと、診察室前表示板に呼込み画面が表示されますので、診察室にお入りください。
●診察は、検査結果が出た後の診察、救急患者等の都合上、順番が前後する場合がありますので、予めご了
承ください。

●ご不明の点は、各外来受付までお問い合わせください。

００８９

００１０

０２４５ ０３５６

ただ今、

診察中

木村　太郎

下記の番号の方は
まもなくご案内できます。

外待合
表示板
外待合
表示板
外待合
表示板
外待合
表示板

予約

9：30

9：30

9：20

9：20

9：20

中待ち合いでお待ちください

００８９　０２４５　０３５６

０１０６　０２４７

０１１８　０２８８

０１３５

０１３６　０３７６

担当医師

木村　太郎

草薙　次郎

中居　三郎

香取　四朗

森　五郎

診察

１

２

３

４

５

▍お知らせ

▍本日のご予定

受付

受付

受付

検査

検査

診察

診察前

診察前

9：30

採血室

放射線

診察室  １

採血・採尿

放射線検査

木村太郎

✁

受診票
受診票受診票受診票受診票

本日のご案内番号 患者 ID

０ ０ ８ ９ １２３４５６－７

１２３４５６－７本日のご案内番号

受付場所 診察室等区分予約
時間 内容等 チェック

ID：

０ ０ ８ ９ 様 男

性別

自 治 　 太 郎

キリトリ線

電話番号

0 4 8 ー 7 8 8 ー 2 7 8 8

0 4 8 ー 6 4 7 ー 4 8 9 8

受付内容

初診の予約

予約の変更、受診案内

通院中で体調の悪い方

受付時間

９：00～17：00
※休診日を除く

９：00～16：00
※休診日を除く

24時間対応

初診予約済の方 再診予約済の方 予約の無い方

予約外患者窓口

帰　宅

〔 受診票に記載した『４桁のご案内番号』により、当日の診療等（診察・検査・会計）
をご案内いたします。 〕

院外調剤薬局・院内薬局

診察・検査等

計　算　受　付

各外来受付

自動再来受付機初診予約患者窓口
＜受診手続き＞ ※ピンク色の整理券
整理番号順にお呼びしますので必要
書類（①診察申込み書、②保険証、
③紹介状）をご提出ください。

受診票（Ａ４判）が出力されます。

① 紹介状の無い初診の方
はご案内出来ません。
予めご了承ください。

② 緊急の場合を除き、原
則として翌日以降の予
約可能日をご案内しま
す。

到着確認機　（各外来受付、放射線関係受付のみ）
到着確認機に受診票のバーコード又は診察カードを通すことで、
患者さんが外来等に到着していることを医師が確認します。

自動支払機・会計窓口
お会計の準備ができましたら、
大型画面に４桁の案内番号で
お知らせします。

検査受付・インフォメーション

※次回特殊な検査予約がある方のみ

※青色の整理券

※各外来受付において保険証の確認をさせ
ていただきます。

(前回確認後一ヶ月以上経過した方のみ
ご提示ください。 )
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受付マップ

※1　7：00～23：00　年中無休
※2　ATMはコンビニの隣にあります（埼玉りそな銀行　平日 9：00～17：00）
※3　平日 8：30～20：00　土・日・祝 11：00～17：00

３F

２F

１F
※２F・３Fへはエスカレーター又はエレベーターをご利用ください。

麻酔科　放射線科

南館　透析部
日帰り手術センター
リハビリテーション部

栄養食事指導室

計算受付に、黄色ファイル（受診票、ご案内票、検査説明書、
院外処方せん等及び診察カード）をお出しください。
会計の計算ができた方は４桁の案内番号でお知らせします。
自動会計機又は会計窓口にてご精算ください。自動会計機で
は、クレジットカード又はデビットカードもご利用になれま
す。
お薬のある方及び次回予約のある方については、領収書と一
緒に薬引換券及び予約票をお渡しいたします。なお、領収書
の再発行はいたしません。

【保険証について】
保険証は毎月確認させていただきます。（確認が必要な方は、
受診票の下部にお知らせします。）確認ができない場合は自
費診療になることがありますのでご了承ください。
保険証の記載事項に変更（保険記号番号・氏名・住所等）が
ありましたら、すみやかに初再診受付又は外来受付にお申し
出ください。

【診断書について】
各受付窓口にお問い合せください。

【医療費について】
診療費の計算情報は全て各診察室・検査室にて入力している
ため、診察内容の一部が会計時までに間に合わない場合がご
ざいます。その分につきましては、次回診察の際のお支払い
と一緒に請求させていただきますので、ご了承ください。な
お、ご不明な点がございましたら、計算受付にお申し出くだ
さい。

【受診について】
適切な医療を受けるためには、患者さんにも診療に協力する
義務のあることを認識していただき、暴力、暴言、セクハラ
行為など反社会的行為があった場合は、厳正に対処させて戴
きます。

【セカンド・オピニオンについて】
当センターでは、患者の皆様が他の医療機関への受診（セカ
ンド・オピニオン）を希望される場合には、診療情報の提供
を行っております。ご希望の方は、主治医にご相談ください。
当センターで行っている「セカンド・オピニオン外来」は、
当センター以外の医療機関に受診している患者さんが、主治
医から説明を受けた診療内容について、納得して治療を受け
られるよう、主治医から頂いた診療情報に基づき、当セン
ターの医師が意見を述べることを目的とする外来です。
　（ご不明な点がありましたら医事課までお問い合せください。）

当センターは「院外処方」です。
院外処方箋の方は、「保険調剤薬局」の表示がある最寄りの
薬局へお持ちください。
院外処方箋の有効期限は発行日を含めて４日間です。

そ の 他

お　薬

療養中のお悩み等につきましては下記へご相談ください。

相　談

医療に関する事………………………主治医
看護や介護等…………………………看護相談室
福祉サービスの利用・医療費等……総合相談室

交通案内交通案内

お支払い
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至

至川越 至岩槻大宮・岩槻線（旧国道16号線）
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自治医科大学附属
さいたま医療センター

路
道
業
産
二
第

駅
宮
大

東口

バス停
　⑦

④
駅前 ◎バス停

大宮駅東口　国際興業バス乗場　④・⑦番

自治医大入口バス停
　　　◎

※④バス運行時間〈平日：午前６時50分～午後５時48分まで　約15分毎に往復運転〉

当センターに対する様々なご意見、ご相談につきましては、受付
窓口カウンターに「患者相談窓口」を設けておりますので、ご
利用ください。

東町交差点東町交差点 南中野（南）交差点南中野（南）交差点

さいたま医療センターの理念
１　患者中心の医療
２　安全で質の高い医療
３　地域に根ざした医療
４　心豊かな医療人の育成

さいたま医療センターの基本方針
１　患者の皆様を尊重し、開かれた安心できる医療を提供します。
２　チーム医療を推進し、安全で質の高い医療を提供します。
３　地域との連携を深め、基幹病院としての役割を果たします。
４　地域医療に貢献する医療人を育成します。

患者の皆様の権利について
　医療は、患者の皆様と医療機関の十分な信頼関係で成り立っておりま
す。
　当センターでは、医療従事者の良心に従って最善を尽くすとともに、セン
ターの理念・基本方針に基づき、以下の患者の皆様の権利を尊重します。
１　個人の人権が尊重され、安全で質の高い医療を平等に受ける権利が

あります。
２　病気や診療、看護について、わかりやすい言葉や方法で情報提供を

受ける権利があります。
３　十分情報提供を受けた上で、ご自分の希望や意見を述べることがで

きると共に、治療方法などを自らの意志で選ぶ権利があります。
４　いかなる段階においても、病気あるいはその治療方法などについて、

他の医療機関の意見を聞く権利があります。
５　診療の過程で得られた個人情報は、常に守られる権利があります。

自治医科大学附属さいたま医療センター
〒３３０ ８５０３ 埼玉県さいたま市大宮区天沼町１ ８４７

電　話  ０４８  ６４７  ２１１１（代）

外来診療のご案内外来診療のご案内外来診療のご案内
自治医科大学附属さいたま医療センター

当センター初診の方は、全て他医療機関からの当センター○○科宛ての紹介状（診療情
報提供書）が必要です。紹介状の無い初診の方はご案内出来ませんのでご了承ください。

当センター受診が初めての方

一度診療が終了している方

ご自身の都合等で予約日に来院されず、予約日から３ヶ月以上経過
された方

通院中以外の診療科への受診をご希望される方

「初診の方」とは

当センターは紹介状が必要です。当センターは紹介状が必要です。当センターは紹介状が必要です。当センターは紹介状が必要です。

再診（通院中）の方

当センターは、初診、再診を問わず全て予約制です。当センター○○科宛ての紹介状を
お持ちの方でも、予約無しで来院された場合、原則として翌日以降の診察となりますの
でご了承ください。

◆外　来　診　療　日‥‥月曜日～金曜日　診療科により休診の曜日があります。

◆休　診　日‥‥土曜日・日曜日・祝日・年末年始（12月29日～１月３日）・
創立記念日（５月14日）

◆外来診療時間‥‥午前９時～午後５時
外来各窓口業務時間：午前８時30分～午後５時15分

◆診療受付時間‥‥初診の方　診察予定時刻の概ね30分前にご来院ください。

診察のみの方は、診察予定時刻の概ね15分前にご来院ください。

採血・採尿検査のある方は、診察予定時刻の概ね60分前にご来院
ください。

時間指定のない放射線検査のある方は、診察予定時刻の概ね30分前
にご来院ください。

◆診　療　科
内科系‥‥総合診療科、循環器内科、消化器内科、呼吸器内科、内分泌代謝科、

血液科、リウマチ膠原病科、腎臓内科、神経内科、小児科、放射線
科、病理診断科

外科系‥‥一般・消化器外科、小児外科、呼吸器外科、心臓血管外科、脳神経外科、
整形外科、泌尿器科、小児泌尿器科、耳鼻咽喉科、小児耳鼻咽喉科、眼
科、小児眼科、産婦人科、皮膚科、リハビリテーション科、麻酔科、歯科
口腔外科

当センターは予約制です。当センターは予約制です。当センターは予約制です。当センターは予約制です。

〇コンビニエンスストア（ファミリーマート）　7:00～23:00　年中無休
〇ATM（埼玉りそな銀行）　平日9:00～17:00（コンビニエンスストア隣）
〇レストランみぬま　平日8:30～20:00　土・日・祝11:00～17:00
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早めの脳ドック受診で早期発見、早期治療！
当センターでは最新の医療機器による脳ドックを行っています。
（当センター脳ドックは日本脳ドック学会の認定施設(NO.10098)です）

このような方に脳ドック
をお勧めします。

ご家族が脳梗塞、
脳出血、くも膜下
出血などの脳疾患
にかかられた方血圧や血糖・コレステ

ロールが高い方、肥満
の方、タバコを吸う方、
ストレスが多い方

最近物忘れが増え
て気になる方
認知症が心配な方

慢性の頭痛、めまい、
耳鳴り、手足の痺れ
などがある方

脳の健康診断を受診しましょう！

脳ドックのご案内

最新の磁気共鳴装置（MRI）
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　埼玉県の県花でもあるサクラソウ

　さいたま市桜区の田島ヶ原サクラソウ自生地は国の特別天然記念物に指定されています。
　毎年４月にはサクラソウ祭りが開かれ、咲き誇る様を鑑賞できます。このような貴重な花々がさいたま市
に残されていることはとても素晴らしいことだと実感します。
� 撮影：一般・消化器外科　福井　太郎さん

表紙写真

脳ドックの内容

基本検査
身体測定・血圧測定・血液検査・尿検査・レントゲン検査・
心電図検査・頚部超音波検査・脳機能検査・神経学的検査・
医師による診察と結果報告・脳MRI検査・脳MRA検査

認知症検査
腫瘍マーカー検査
骨密度測定検査

費　用

基本検査：1.5テスラ標準MRコース　　80,000円（税込）
　　　　：３テスラ高性能MRコース　100,000円（税込）

希望検査（オプション）
・認知症検査　　：21,600円（税込）
・腫瘍マーカー　：　5,400円（税込）
・骨密度測定検査：　5,400円（税込）

お申込み・お問い合わせ

脳ドック室にて受け付けております または

 電話番号　048(648)5155
自治医科大学附属さいたま医療センター
脳ドック担当 

希望検査
 （オプション検査）
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