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29新しい医師のご紹介

　2017年５月から三郷中央総合病院で研修をさせていただいている松川
善樹です。
　以前は、大学病院で研修をしていました。こちらの病院で研修をさせ
ていただいて、感じたことは医師とコメディカルの皆様や患者様との距
離が非常に近いということです。医師とコメディカルの距離が近いこと

により、患者様の情報を共有することが可能です。それによって、患者様の疾患だけでなくど
のようなことに悩んだり、戸惑っているのかが把握できると思います。このことは、医師が患
者様の疾患だけでなく退院後の手助けにもなると思います。わからないことだらけで皆様にご
迷惑をおかけすると思いますが宜しくお願い致します。

初期臨床研修医　松川　善樹

交通のご案内

発行／医療法人社団　愛友会
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三郷市住民健診のご案内
●期　　間：平成29年６月20日（火）～平成29年12月15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＞ 日本赤十字社より感謝状をいただきました！
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29年４月１日～平成30年３月31日
　対象者：①平成29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２９年度に定期予防接種の対象者の方は、平成３０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２７年４月２日～昭和２８年４月１日生まれ
昭和２２年４月２日～昭和２３年４月１日生まれ
昭和１７年４月２日～昭和１８年４月１日生まれ
昭和１２年４月２日～昭和１３年４月１日生まれ
昭和　７年４月２日～昭和　８年４月１日生まれ
昭和　２年４月２日～昭和　３年４月１日生まれ
大正１１年４月２日～大正１２年４月１日生まれ
大正　６年４月２日～大正　７年４月１日生まれ

総務課　齋藤　貴之

　平成29年7月28日（金）さいたま市浦和区にある埼玉会館にて、彩の国さいたま第48回「愛
の血液助け合いの集い」が開催されました。この催しは、日本赤十字社 埼玉県支部の主催で日
頃の血液事業の推進について貢献してる埼玉県内の団体・個人に感謝状が贈られる式典です。
　式典では、厚生労働大臣表彰・厚生労働大臣感謝状・知事感謝状・献血推進ポスターコン
クール知事賞・日本赤十字社献血功労章・埼玉県赤十字血液センター所長感謝状の贈呈があ
り、当院は日本赤十字社感謝状（活動継続30年以上）をいただきました。当院は、毎年、年2
回A棟1階正面入口付近にて献血を実施しております。実施時間が2時間30分と短い時間ではご
ざいますが毎回20名～30名の方に献血のご協力をいただいております。輸血用の血液は、まだ
人工的につくることができず、また、長い期間にわたって保存することもできません。そのた
め、輸血に必要な血液を、いつでも十分に確保しておくためには、絶えず誰かの血液が必要と
なります。当院は、今後もこの活動を継続して取り組みたいと考えております。

　

毎週　月〜金　開催

健診時間 8:30～16:30
(但し、検診の種類により時間指定がございます)

三郷中央総合病院 健康管理
048-953-1382（直通）

平 日 8：00～13：00／14:00～17：00
土曜日 8：00～12：00

◇無料クーポン券をお持ちの皆様へ
・41歳の女性の方には市より無料クーポン券が発行されます。
当院では乳がん検診が下記の期間対応可能になります。

乳がんクーポン券：6月20日～1月31日

◇その他オプション検査も実施できます
・腫瘍マーカー、ＡＢＩ検査、骨密度等。
詳細は健康管理課までお問い合わせください。

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

全ての市民

※長寿医療（後期高齢者医療）加入者、75歳以上の方、
生活保護受給者の方については無料になります。

大腸がん検診 650円 1,300円

胃がん検診※２
内視鏡 50歳以上 1,900円 3,800円

ピロリ菌検診
（ABC検診） 40歳～69歳 250円 500円

肝炎ウイルス検診※３ 40歳以上 600円 1,200円

乳がん検診※４ 40歳代 1,050円 2,100円
50歳以上 850円 1,700円

前立腺がん検診 60歳・65歳の男性 200円 400円
※1　基準該当者対象の方のみになります。
※2　胃がん検診(内視鏡)は2年に１回の補助制度に変更となったため、28年度未受診の方のみとなります。    
　　　また、ピロリ菌検診は生涯1度の受診となり、対象除外要件があります。詳しくは三郷市から送付されている資料をご確認下さい。 
※3　肝炎ウィ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　28年度未受診の方に限ります。

住民健診は
予約制です
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