
4

１
31

交通のご案内

発行／医療法人社団　愛友会
　　三郷中央総合病院
　　　厚生労働省臨床研修指定病院
　　　日本医療機能評価機構認定病院

〒341-8526
埼玉県三郷市幸房745番地
電 話　048-953-1321　
FAX　048-952-7279

WEBサイト http://mchp.jp/
E-mail  info@mchp.jp

発行／医療法人社団　愛友会
　　三郷中央総合病院
　　　厚生労働省臨床研修指定病院
　　　日本医療機能評価機構認定病院

〒341-8526
埼玉県三郷市中央四丁目５番地１
電 話　048-953-1321　
FAX　048-952-7279

WEBサイト http://mchp.jp/
E-mail  info@mchp.jp

特集：栄養相談のご案内
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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＜高齢者肺炎球菌予防接種のお知らせ＞
　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30年４月１日～平成31年３月31日
　対象者：①.平成30年度に次の年齢になる方

【自費】
　 料　金：￥７，５６０　

６５歳
７０歳
７５歳
８０歳
８５歳
９０歳
９５歳

１００歳

昭和２８年４月２日～昭和２９年４月１日生まれ
昭和２３年４月２日～昭和２４年４月１日生まれ
昭和１８年４月２日～昭和１９年４月１日生まれ
昭和１３年４月２日～昭和１４年４月１日生まれ
昭和　８年４月２日～昭和　９年４月１日生まれ
昭和　３年４月２日～昭和　４年４月１日生まれ
大正１２年４月２日～大正１３年４月１日生まれ
大正　７年４月２日～大正　８年４月１日生まれ

②.６０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３０年度に定期予防接種の対象者の方は、平成３１年３月３１日を過ぎると対象外となります。

平成30年４月　健康管理課

…
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ご　あ　い　さ　つ

院　長　德弘　圭一

新しい医師のご紹介

　初めまして。この度、三郷中央総合病院に就職しました脳外科の水本崇雄と申します。
　少しでも患者様のお役に立てればと思います。何か分からないことがあれば、遠慮なく何でも聞いて下さ
い。よろしくお願いします。

脳神経外科　水本　崇雄

　はじめまして。昨年の10月から整形外科医として赴任させていただきました、井元佑一と申します。出身は三
重県の伊賀という城下町です。みなさんも、忍者の里として一度くらいは耳にしたことがあるのではないでしょう
か。そんな三重県という大自然の中ですくすくと育ってきました私ですが、研修医時代に外傷医療（外傷とは怪我
のことです）に興味を持ったことをきっかけに、より良い外傷治療を学ぶために上京してきました。  
　患者さんが自分の状態をしっかりと理解できるように専門知識はかみ砕いて説明し、同じゴールに向かって患
者さんと二人三脚で治していきたいと思っております。なんでも気兼ねなく相談してくださいね。  

整形外科　井元　佑一

　平成30年12月より三郷中央総合病院に赴任いたしました吉野翔と申します。 
　これまで東邦大学大森病院、東京医療センター、相模原中央病院で経験を積んで参りました。 
　まだ不慣れではありますが、メディカルスタッフの皆様とともに地域医療に貢献できるよう、頑張らせていただ
きますのでどうぞよろしくお願いいたします。  

外　科　吉野　　翔

　新年、明けましておめでとうございます。
　平成31年を迎えましたが、新天皇即位に伴って新しい元号となる年でもあります。
　平成という元号は、4番目に長く使われた元号との事です。
　（一番長く続いたのが、昭和で64年間、次いで明治の45年間、応永の35年間です。）
　２月24日の天皇陛下在位30年の記念式典、4月10日の天皇陛下ご成婚60年が終わりますと、
5月1日には新しい元号に改元される事となります。少し寂しい気持ちもありますが、新たなス
タートと言うことで気分を一新しての年と考えてまいりましょう。
　昨年6月より、新院長となり今後の高齢化社会に対応すべく病院も少しずつではあります
が、機能向上を目指しております。急性期病院として三郷市民の皆様、近隣市町村の皆様に
頼っていただけるような病院作りを目指しています。
　政府も2017年9月に「人生100年時代」構想を掲げ、皆様もこれからの永きにわたって健康
を維持していく社会を身に染みて感じるようになっているのではないでしょうか。
　そのためには全ての人が元気に活躍し続けられる社会、安心して暮らすことのできる社会が
望まれています。その一助と致しまして、私の中学時代の恩師からいただいた長寿十訓を御供
覧させていただきます。
　　 １．少肉多菜　（肉食を減らし、野菜をたっぷり）
　　 ２．少塩多酢　（酸味をきかして、塩分減らす）
　　 ３．少糖多果　（甘い菓子より、自然の果物）
　　 ４．少食多噛　（ゆっくり噛んで　腹八分目）
　　 ５．少衣多浴　（厚着を捨てて、太陽を浴びる）
　　 ６．少車多歩　（車に頼らず、大いに歩く）
　　 ７．少煩多眠　（くよくよせずに、ぐっすり眠る）
　　 ８．少怒多笑　（腹を立てずに、いつも笑顔）
　　 ９．少言多行　（グズグズ言わず、せっせと動く）
　　10．少飲多施　（自分のことより、まず人のため）
　三郷中央総合病院としましても、皆様の健康を維持していただくために益々ご協力させてい
ただく方針であります。三郷市は、高齢化ばかりではなく都心からのアクセスが良いことから
住環境が整いつつあり、以前の人口推移予測より多くの方々がお住まいになっております。そ
のために、定期的な体調の目安としての健康診断、病気の早期発見に寄与する人間ドックを充
実していく方針であります。 その結果、疾患の早期発見からその後の早期治療に対応できるよ
う努めてまいります。
　また、急性期病院として救急体制のレベルアップをはかると共に、入院が必要な場合には早
く日常生活、社会生活に復帰していただくため、病状に応じて早期から充実したリハビリテー
ションを提供しています。多職種で協働し、病院全体が一丸となって「愛し愛され信頼される
病院」としてご期待にそえますよう勤めていきたいと思っています。
　本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

栄　養　相　談　の　ご　案　内
食事や栄養について当院の管理栄養士が相談に応じます

栄養相談をご希望される方は、担当医までお気軽にお申し出ください

　主治医の指示のもと、みなさんの普段の生活などをお聞きしながらお食事のご相談をさせていただきます。
　ご自身やご家族の「病気に対するお食事」について、少しでも気になることがありましたら、お気軽にご相談
ください。

外食が多いけど、選び方の

ポイントって？

血糖値や塩分も気になるけど

どうすればいい？

お家に帰ってからの

食事は・・・

家族の食事が心配・・・

体重を増やしたくない ご相談ください
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