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三郷中央総合病院は
㈶日本医療機能評価の認定病院です

認定第JC1561号

病　院　理　念
愛し愛され信頼される病院

基本方針（行動指針）
１　すべての人の人格を尊重し、誠実に対応いたします。
２　わかりやすい言葉で説明いたします。
３　患者さまの訴えや要望に対し迅速に対応いたします。
４　安全・安心に基づく医療を提供いたします。
５　地域の医療機関・保健機関と緊密に連携いたします。
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三郷市住民健診のご案内
●実施期間：平成30年５月７日（月）～平成30年12月14日（金）

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

50歳以上
40歳以上

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、29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　29年度未受診の方に限ります。

    
　　　  

※但し、後期高齢者医療加入者の方及び社保加入者の方は、市から健診書類が届いてからの受診となります。

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11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。
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病院の体制が新しく変わりました

院　長　德弘　圭一

　三郷中央総合病院は、1986年（昭和61年）に三郷病院とし
て開設して以来、地域に密着した住民の皆様に貢献できる医療
を目標として約32年間、少しずつ発展することができましたこ
と心から感謝申し上げます。
　2017年より”地域包括ケアシステム”の医療部門を担当すべ
く高度急性期（ICU）・一般急性期・回復期リハビリテーショ
ンに分化していますが、診療におきましては患者様の価値観、
社会・家庭環境をできるだけ考慮することから始まり、介護、
予防、生活支援サービスと切れ目ない円滑な医療を提供できる
ように心掛けております。
　急性期医療につきましては、動脈硬化性疾患（狭心症・心筋
梗塞・急性心不全・脳梗塞・脳出血・くも膜下出血など）や、
腹部外科疾患（吐血・下血・急性腹症など）、ならびに整形外
科疾患（骨折・外傷など）に対応し、さらに夜間も当直を整備
し3～5科（内科・外科・循環器内科/心臓血管外科・脳神経外科・整形外科）による体制強化
を行っています。
　日常診療におきましても増加する肺炎、糖尿病に対しても併発症（腎症など）を含めて広範
囲に対応し、高齢化に伴う泌尿器科疾患、整形外科疾患（脊椎・関節症など）・眼科疾患（白
内障・網膜症など）・皮膚科疾患・耳鼻科疾患（めまいなど）に関しましても適切な医療を提
供させていただきます。入院治療が必要な場合には日常生活や社会生活にできるだけ早く復帰
いただけるように早期からリハビリテーションを行い、病状に応じた回復期医療を充実させて
います。また、患者様が納得できる治療法を選択できますように提案すると共に、セカンドオ
ピニオンも取り入れておりますので、いつでも必要な情報提供を行う事が出来ます。
　一方、予防医学的な面から健康管理に必要な健康診断、人間ドック、予防接種にも積極的に
応じています。生活習慣病の早期発見・早期治療を行う事により、高齢化社会でもできるだけ

質の高い生活がおくれますように職員一同努
力をしておりますのでご利用いただければと
思います。
　今後も地域の中核病院の責務としてさらに
機能を充実させ、患者様の権利を尊重し、患
者様中心の安全な医療を提供するため、病院
理念であります「愛し愛され信頼できる病
院」を推進し、職員一同これまで以上に誠心
誠意、不断の努力を心掛けてまいりますの
で、ご理解とご支援の程、よろしくお願い申
しあげます。

やさしさと思いやりのある質の高い安全な医療の提供を

新しい医師のご紹介

　本年度より勤務することになりました森瀬と申します。東京大学糖尿病代謝内科に入局し、
東京大学病院、虎の門病院などで糖尿病診療をしてまいりました。糖尿病の患者数は平成28年
の国民健康・栄養調査で1000万人と推定され、合併症は細小血管症（腎症、網膜症、神経障
害）、大血管症（脳梗塞、心筋梗塞）をはじめとして重大な健康障害を引き起こします。
　超高齢化とも相まって、健康寿命を短縮させる最も重大な疾患の一つです。糖尿病専門医と
して周辺地域の皆様に、可能な限り専門的な医療をご提供して貢献できればと思います。
　宜しくお願い申し上げます。

糖尿病・内分泌内科　森瀬　敦之

　８月から三郷中央総合病院で研修させていただくとこになりました、研修医の林保志と申し
ます。まだまだ分からないことだらけですが、三郷中央総合病院で指導医の先生の元、たくさ
んのことを学んでいきたいと思います。患者の皆さんにはご迷惑をお掛けすると思いますが、
患者に寄り添う良き医者になれるよう一生懸命頑張りますので、どうぞよろしくお願い致しま
す。

初期臨床研修医　林　保志

第３２回三郷市民祭りに、今年も三郷中央総合病院も参加いたします。
　今年も、三郷市民まつりに、当院より健康相談や体
力測定ができる病院ブースを9：30～16：00頃の間で
出展する予定です。
　三郷中央総合病院のブースは、無料でできる健
康に関する相談や検査ができるコーナーが目白押
しです。
　健康相談ブースでは、無料の血圧測定、体脂肪
測定、骨密度測定、乳がん体験などを通して健康
チェックを行い、また看護師や薬剤師、栄養士に
よる現在のご自身の病気に関する事や食事、薬の
相談会もあわせて行う予定です。
　体力測定のブースでは、リハビリスタッフによ
る体力測定を行います。現在のご自身の体力数値と全国平均の数値を比較することができま
す。また、寝たきり予防や転倒予防のアドバイス、日頃の運動のアドバイスや介護方法の実演
指導なども行う予定となっております。
　お祭りに参加の際には、ぜひ、お気軽にお立ち寄りください。
「コーナー紹介」
　健康チェック：骨密度、体脂肪測定、血圧、身長、体重を測定します。ご自身の体の状態を

確認できます。
　薬 と 健 康：薬剤師がお薬の健康に関する疑問、お悩みにお答えします。お気軽にご相談

ください。
　栄 養 相 談：普段の食習慣を見直してみませんか?栄養士が食事の相談、悩みにお答えし

ます。
　体 力 測 定：健康を保つには、年齢にふさわしい体力が必要です。リハビリスタッフが体

力測定を行います。
※各コーナーの内容は変更される場合があります。詳しくは、お祭り当日にブーススタッフ
にお尋ねください。

三郷中央総合病院　サービス向上委員会
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病院の体制が新しく変わりました

院　長　德弘　圭一

　三郷中央総合病院は、1986年（昭和61年）に三郷病院とし
て開設して以来、地域に密着した住民の皆様に貢献できる医療
を目標として約32年間、少しずつ発展することができましたこ
と心から感謝申し上げます。
　2017年より”地域包括ケアシステム”の医療部門を担当すべ
く高度急性期（ICU）・一般急性期・回復期リハビリテーショ
ンに分化していますが、診療におきましては患者様の価値観、
社会・家庭環境をできるだけ考慮することから始まり、介護、
予防、生活支援サービスと切れ目ない円滑な医療を提供できる
ように心掛けております。
　急性期医療につきましては、動脈硬化性疾患（狭心症・心筋
梗塞・急性心不全・脳梗塞・脳出血・くも膜下出血など）や、
腹部外科疾患（吐血・下血・急性腹症など）、ならびに整形外
科疾患（骨折・外傷など）に対応し、さらに夜間も当直を整備
し3～5科（内科・外科・循環器内科/心臓血管外科・脳神経外科・整形外科）による体制強化
を行っています。
　日常診療におきましても増加する肺炎、糖尿病に対しても併発症（腎症など）を含めて広範
囲に対応し、高齢化に伴う泌尿器科疾患、整形外科疾患（脊椎・関節症など）・眼科疾患（白
内障・網膜症など）・皮膚科疾患・耳鼻科疾患（めまいなど）に関しましても適切な医療を提
供させていただきます。入院治療が必要な場合には日常生活や社会生活にできるだけ早く復帰
いただけるように早期からリハビリテーションを行い、病状に応じた回復期医療を充実させて
います。また、患者様が納得できる治療法を選択できますように提案すると共に、セカンドオ
ピニオンも取り入れておりますので、いつでも必要な情報提供を行う事が出来ます。
　一方、予防医学的な面から健康管理に必要な健康診断、人間ドック、予防接種にも積極的に
応じています。生活習慣病の早期発見・早期治療を行う事により、高齢化社会でもできるだけ

質の高い生活がおくれますように職員一同努
力をしておりますのでご利用いただければと
思います。
　今後も地域の中核病院の責務としてさらに
機能を充実させ、患者様の権利を尊重し、患
者様中心の安全な医療を提供するため、病院
理念であります「愛し愛され信頼できる病
院」を推進し、職員一同これまで以上に誠心
誠意、不断の努力を心掛けてまいりますの
で、ご理解とご支援の程、よろしくお願い申
しあげます。

やさしさと思いやりのある質の高い安全な医療の提供を

新しい医師のご紹介

　本年度より勤務することになりました森瀬と申します。東京大学糖尿病代謝内科に入局し、
東京大学病院、虎の門病院などで糖尿病診療をしてまいりました。糖尿病の患者数は平成28年
の国民健康・栄養調査で1000万人と推定され、合併症は細小血管症（腎症、網膜症、神経障
害）、大血管症（脳梗塞、心筋梗塞）をはじめとして重大な健康障害を引き起こします。
　超高齢化とも相まって、健康寿命を短縮させる最も重大な疾患の一つです。糖尿病専門医と
して周辺地域の皆様に、可能な限り専門的な医療をご提供して貢献できればと思います。
　宜しくお願い申し上げます。

糖尿病・内分泌内科　森瀬　敦之

　８月から三郷中央総合病院で研修させていただくとこになりました、研修医の林保志と申し
ます。まだまだ分からないことだらけですが、三郷中央総合病院で指導医の先生の元、たくさ
んのことを学んでいきたいと思います。患者の皆さんにはご迷惑をお掛けすると思いますが、
患者に寄り添う良き医者になれるよう一生懸命頑張りますので、どうぞよろしくお願い致しま
す。

初期臨床研修医　林　保志

第３２回三郷市民祭りに、今年も三郷中央総合病院も参加いたします。
　今年も、三郷市民まつりに、当院より健康相談や体
力測定ができる病院ブースを9：30～16：00頃の間で
出展する予定です。
　三郷中央総合病院のブースは、無料でできる健
康に関する相談や検査ができるコーナーが目白押
しです。
　健康相談ブースでは、無料の血圧測定、体脂肪
測定、骨密度測定、乳がん体験などを通して健康
チェックを行い、また看護師や薬剤師、栄養士に
よる現在のご自身の病気に関する事や食事、薬の
相談会もあわせて行う予定です。
　体力測定のブースでは、リハビリスタッフによ
る体力測定を行います。現在のご自身の体力数値と全国平均の数値を比較することができま
す。また、寝たきり予防や転倒予防のアドバイス、日頃の運動のアドバイスや介護方法の実演
指導なども行う予定となっております。
　お祭りに参加の際には、ぜひ、お気軽にお立ち寄りください。
「コーナー紹介」
　健康チェック：骨密度、体脂肪測定、血圧、身長、体重を測定します。ご自身の体の状態を

確認できます。
　薬 と 健 康：薬剤師がお薬の健康に関する疑問、お悩みにお答えします。お気軽にご相談

ください。
　栄 養 相 談：普段の食習慣を見直してみませんか?栄養士が食事の相談、悩みにお答えし

ます。
　体 力 測 定：健康を保つには、年齢にふさわしい体力が必要です。リハビリスタッフが体

力測定を行います。
※各コーナーの内容は変更される場合があります。詳しくは、お祭り当日にブーススタッフ
にお尋ねください。

三郷中央総合病院　サービス向上委員会
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三郷市住民健診のご案内
●実施期間：平成30年５月７日（月）～平成30年12月14日（金）

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

50歳以上
40歳以上

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、29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　29年度未受診の方に限ります。

    
　　　  

※但し、後期高齢者医療加入者の方及び社保加入者の方は、市から健診書類が届いてからの受診となります。

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11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。


