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情報システム課

情報システム課　佐藤　純一
　今回は、当院の情報システム課についてご紹介いたします。

　情報システム課は患者様と直接関わることのない部門ではございますが、電子カルテやネッ

トワーク等、病院内のITに纏わる運用、保守をしております。

　当院では、患者様受付から、診察、カルテ記載、次回診察の予約、入院、処方箋の発行等、

あらゆる処理を電子的に対応する仕組み、いわゆる“医療システム”を導入しております。

　これにより、患者様の待受け状況の見える化やスピーディーな診察、医師間の連携強化等、

充実したチーム医療提供の一端を担っております。

　電子カルテやネットワークにトラブルが発生してしまうと、最悪は診療に大きな遅延が発生してし

まい、患者様に多大なご迷惑をお掛けしてしまいます。

　その為、病院では普通に診察できる“あたりまえ”が基本

であり必須な為、私たち情報システム課は、この“あたりま

え”を維持すべく心掛けております。

　これからも“愛し愛され信頼される病院”をスローガン

に、情報システム課のお仕事を通じて陰ながら皆様に貢献

できるよう、邁進してまいります。
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住民健診のご案内
●期　　間：平成28年６月17日（金）～平成28年12月16日（金）
●実施曜日：月曜日～金曜日

●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）
「外来を受診している方も年に１度は健康管理のため健康診断を受けましょう！！」

＜高齢者肺炎球菌予防接種のお知らせ＞ 三郷市住民健診のマンモグラフィ検査が始まりました。
高齢者肺炎球菌予防接種を下記の要領で実施いたします。
予約制になりますので、健康管理課までお問い合わせください。
また、ご不明な点がございましたらお気軽にお声掛けください。

【定期接種】
　料　金：￥３，０００
　期　間：平成28年４月１日～平成29年３月31日
　対象者：①平成28年度に次の年齢になる方

②60歳から65歳未満の方で、心臓、腎臓、呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動
が極度に制限される程度の障害やヒト免疫不全ウィルスによる免疫の機能に日常生
活がほとんど不可能な程度の障がい（傷害者手帳１級と同程度）を有する方

※既に「２３価肺炎球菌ワクチン」を接種したことがある場合には、定期接種の対象にはなりません。
※平成２８年度に定期予防接種の対象者の方は、平成２９年３月３１日を過ぎると対象外となります。

【自費】
　 料　金：￥７，５６０

６５歳
７０歳
７５歳
８０歳
８５歳
９０歳
９５歳
１００歳

昭和２６年４月２日～昭和２７年４月１日生まれ
昭和２１年４月２日～昭和２２年４月１日生まれ
昭和１６年４月２日～昭和１７年４月１日生まれ
昭和１１年４月２日～昭和１２年４月１日生まれ
昭和　６年４月２日～昭和　７年４月１日生まれ
大正１５年４月２日～昭和　２年４月１日生まれ
大正１０年４月２日～大正１１年４月１日生まれ
大正　５年４月２日～大正　６年４月１日生まれ

放射線科

　当院では三郷市の住民健診のマンモグラフィ検査を行なっております。

　三郷市の住民健診は40歳以上の女性全ての市民が対象です。※ただし平成27年度未受診の方

に限ります。

　マンモグラフィ検査は、40歳代は2方向（両側で計４回撮影）、50歳以上は1方向（計２回）

の撮影となります。妊娠中、授乳中、豊胸手術後の方は受診できません。また28年度から視触

診は無くなりました。

　当院では、撮影は全て女性技師が担当していますのでリラックスして検査が受けられます。

　例年11月以降は混雑しますので、お早めの受診をお勧めします。

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
胃がん検診※２ 1,900円 3,800円

肝炎ウイルス検診※３ 600円 1,200円
乳がん検診※４

［今年度より　問診・マンモグラフィのみ］
40歳代 1,050円 2,100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 850円 1,700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　原則はバリウム検査になりますが、当院では医師からの指示によって内視鏡検査に代替した方のみ受診可能です。
※3　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。
※4　27年度末受診の方に限ります。尚、今年度より視触診は廃止になりました。

●検診費用

●申し込み方法

社会保険
国民保険

40歳～49歳
2,100円
1,050円

50歳以上
1,700円
　850円

75歳以上

無料

事前に市役所にお申込み後、当院にご予約をお願いいたします。

検査の予約及びお問い合わせは、健康管理課までお願いいたします。

三郷中央総合病院　健康管理課 　TEL　048-953-1382（直通）　

http://mchp.jp/department/tokutei2.html#order2　

検診の詳細は
http://mchp.jp/department/housya_gi.html#nyugan_kenshin

または、三郷中央総合病院ホームページTOPより

このバナーをクリック!!

http://mchp.jp/
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