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新しい医師のご紹介

　10月より循環器科に赴任しました寺田茂則です。

　９月までは秋田で勤務しておりました。これから三郷中央総合病院で周

辺地域の医療に少しでも貢献できるよう努力していきたいと思いますの

で、宜しくお願い致します。

循環器科　寺田　茂則

■活動内容
●外来患者さまや初来院患者さまのご案内
●車椅子ご利用患者さまの援助やタクシーや車などの乗り降りの援助

■参加の条件
1. 心身ともに健康であること
2. 趣旨に賛同し、協力的に活動をしてくれる方
3. 無報酬です（交通費等も含めて）
4. 患者様のプライバシーが守れること
5. 高校生以上の方

■申込・問合せ先
総務課　齋藤　TEL048-953-1321
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体腔鏡（腹腔鏡）下腎部分切除術を始めました
泌尿器科　部長　松岡　直樹

　腎がんは検診技術の発達した現在、長径４cm以下の早期に発見される事が多くなりまし

た。腎がんの初期治療は手術であり、今までは癌のある腎臓を丸ごと開腹で摘出する事が多

かったのですが、癌のみをくり抜いて残りの腎臓を温存することで心臓や血管の病気に罹りに

くくなることが分かってきたため、腎部分切除術をする施設が増えてきました。

　加えて体腔鏡手術を導入する施設も増えてきました。体腔鏡手術は小さい傷から内視鏡や操

作器具を入れて行う手術であるため、痛みが少なく体に優しい手術です。

　しかし、早期の腎がんにおいては、体腔鏡でするなら腎臓を丸ごと摘出する全摘術を、

部分切除をするなら開腹で施行されるのがまだ一般的であり、体腔鏡で部分切除術をする施設

はまだ多くありません。

　そこで当院泌尿器科では医療チームの技術革新と新機種の導入により、体腔鏡で部分切除を

始めました。長径が４cm以下である腎がんが主な適応ですが、４cm以上でも積極的に行って

おります。

　この手術を検討したい方は勿論、お話だけでも聞いてみたいという患者様がいらしたら、当

院泌尿器科の診察を受けてみて下さい。

従来の開放腎摘出手術の傷

開放手術と体腔鏡手術の傷の違い

赤、青、緑で示した様な大きな傷から
腎臓を摘出します。

腹腔鏡下の腎摘出手術の傷

ピンクで示した部分に穴を開け、緑で
示した小さな傷（4㎝）から腎を
取り出します。穴の数は場合により
変わります。

インフルエンザ予防接種のお知らせ
当院でのインフルエンザ予防接種は下記の要領で実施いたします。
予約制ではございませんので、必ず受付にお申し出ください。（土曜日午後、日曜祝日は実
施しておりません。）
今年から各診療科で予防接種をおこないますので受付時にご相談ください。

住民健診のご案内
　平成26年度より当院において住民健診を実施しております。
　ご予約にて下記の日程・内容でおこなっておりますので、健康診査受診券・保険証を
ご用意の上お申し付けください。

※上記以外の方やその他お問い合わせは受付までお申し出ください。
※上記期間内におきましても、ワクチンの在庫がなくなり次第終了させて頂きます。
※ 60歳以上65歳未満の方で、心臓、腎臓もしくは呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機

能に障害を有する方は、証明書等をお持ちください。（公費一部負担による接種は、身体障害者手帳1 
級と同程度の方のみです。）

※生活保護を受給されている方は受給者証をお持ちください。

■三郷市公費〈三郷市に住所を有し65歳以上の方）

●期　　間：平成26年６月20日（金）～平成26年12月17日（水）
●実施曜日：月曜日～金曜日
●内　　容：

●お問い合わせ：三郷中央総合病院　健康管理課　TEL 048-953-1382 （直通）

実施期間　平成26年10月15日（水）～平成26年12月25日（木）
接種費用　自己負担1,000 円（生活保護の方は免除）

■公費以外の方
実施期間　平成26年10月15日（水）～平成27年３月31日（火）
接種費用　自費3,600円（基本１回接種）

■小児（中学生以下）
実施いたしません

項　　目 年　　齢 費　　用 対　　象
特定健康診査 40歳～74歳 1,000円 三郷市国民健康保険加入者
75歳健康診査 75歳 無料 全ての市民

長寿（後期高齢者）等
健康診査 76歳以上 無料 長寿医療

（後期高齢者医療）加入者

各種がん検診 年齢 費　　用 対　　象
国保 社保

肺がん検診 胸部Ｘ線

40歳以上

450円 900円
喀痰検査※１ 450円 900円

大腸がん検診 650円 1,300円 全ての市民
肝炎ウイルス検診※２ 600円 1,200円

乳がん検診※３ 40歳代 1,200円 2,400円 ※長寿医療（後期高齢者医療）加入者、75歳以上のかた、
生活保護受給者のかたは無料になります。50歳以上 1,000円 2,000円

前立腺がん検診 60歳・65歳の男性 無料 特定健康診査を受診された方
※1　基準該当者対象の方のみになります。
※2　肝炎ウイルス検診は今まで受けたことのない方が対象になります。
※3　平成25年度末受診の方に限ります。又、乳がん検診のみ火・水・木の14:00～になります。

腫瘍のみを切除
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※三郷市外の公費対象は10月20日（月）より開始いたします。受付にてお問い合わせください。
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