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特集：日本医療機能評価機構の
　　　　3度目の認定を受けました

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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人間ドックのご案内

三郷市国保加入の皆様へ

◆当院の健康管理課で実施しております人間ドックは、助成の対象となります。
　ぜひ一度、ご自身の身体のチェックをされてみてはいかがでしょうか。

まずはお電話又は健康管理課窓口にお問い合わせ下さい。
三郷中央総合病院　健康管理課　　　電話０４８ （９５３） １３８２（直通）

◆月曜日～金曜日 ８：００～13：００／14：００～17：００　◆土曜日 ８：００～12：００　※祝祭日除く

人間ドックが￥２１，０４０で受けられます。
対象者

対象年齢

対象期間

助成金額

申請時に必要なもの

（事後申請）

お会計は当日全額窓口にて

お支払い頂きます。

受診後、三郷市役所

国保年金課　保険給付係へ

三郷市国民健康保険組合にご加入の方

受診日現在で、満３０歳以上の方

平成３１年４月１日以降、年度内１回

￥２０，０００（当院の場合）

・被保険者証　　　　　　

・人間ドック領収証

・印鑑（朱肉使用）　　　　

・委任状（本人以外が申請時）

・人間ドックの結果表

・受診者名義の預金通帳（振込先がわかるもの）

令 和 元 年
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日本医療機能評価機構の3度目の認定を受けました

　国民の医療に対する信頼を確立し、その質の一層の向上を図るために、医療機関の機能を学
術的観点中立的な立場で評価し、その結果明らかとなった問題点の改善を支援する第三者機関
です。

　三郷中央総合病院では、最良の医療と看護を提供するために日々研鑽につとめて参りまし
た。その取り組みのひとつとして、５年に１度、財団法人日本医療機能評価機構による「病院
機能評価」の受審を行っております。
　2018年10月には３度目となる認定を受けました。

　今後とも地域の皆様からのご支援ご指導を賜りますようお願い申し上げます。

新しい医師のご紹介

　2018年12月より脳神経外科常勤として入職させていただきました野手康宏と申します。
　3月までは東京にある東邦大学医療センター大森病院で勤務していました。
　2014年に1年間非常勤として勤務させていただいたことがありましたが、久しぶりの三郷中央総合病院ですので緊
張しております。三郷市は特に脳神経外科で手術可能な病院が当院のみですので、脳外科医が増えたことで地域医療
に貢献できるよう精進して参りたいと思います。これからどうぞよろしくお願い致します。

脳神経外科　野手　康宏

　平成31年1月付で健診部に入職した岩城聡子です。これまで循環器を中心とした内科および健診、産業医として勤
務して参りました。外来では、女性だけでなく多くの皆様にお気軽にご相談いただければと思っております。
　趣味は旅行です。特に遺跡巡りが好きで、昨年は約10年ぶりにカンボジア・アンコールワットに行ってきました。
どうぞよろしくお願い致します。

内科　岩城　聡子

　私は初期臨床研修を終えた当時、バイオメディカルモデルだけでは診療しきれない患者様の存在を目の当たりにし、漠然と全人的
医療の必要性を感じました。その後３年間呼吸器内科業務をこなす中で、心身医学的視点の重要さに気づかされ、2017年に東邦大
学心療内科への入局を決意しました。心療内科では精神分析学的な評価も大切ですが身体疾患の併発、機能的な問題も含めた病態評
価の重要性も改めて実感することとなりました。総合内科的な視点の見直しと並行して心身医学的な視点を持った診療の継続を目指
すべく、この度１年間の三郷中央総合病院内科への出向をさせていただく次第となりました。よろしくお願い申し上げます。

内科　須賀　俊介

　今回新たに東邦大学医療センター大橋病院から、4月より赴任して参りました武中宏樹です。心筋梗塞や狭心症、閉
塞性動脈硬化症といった、心臓や下肢に対するカテーテル治療を専門としていますが、心不全や不整脈といった循環
器疾患を幅広く診療しています。地域の医療を支えるべく、三郷中央総合病院を盛り上げて参りますので、よろしく
お願いします。

循環器内科　武中　宏樹

　2019年４月より勤務させて頂くことになりました、循環器内科の福山千仁と申します。３月まで東邦大学医療セン
ター大橋病院に勤務しておりましたが、この度ご縁があり三郷中央総合病院の一員として働かせて頂くことになりま
した。新天地であり不慣れなことも多く職場・患者さん方にご迷惑をかけることもあると思いますが、より良いチー
ム医療を提供できるように日々精進して参りますので、宜しくお願い致します。

循環器内科　福山　千仁

　2019年４月から三郷中央総合病院の心臓血管外科で勤務をさせて頂いている矢尾尊英と申します。昨年までは東京
の大学病院で勤務していましたが、私はもともと埼玉県出身であり、出身地である埼玉で医療に貢献できることを嬉
しく思っています。まだまだ不慣れなことも多く、患者様や近隣の先生方にもご迷惑をおかけすることも多いと思い
ますが、少しでも三郷市の医療に貢献できるように努力して参りますので、どうぞ宜しくお願い致します。

心臓血管外科　矢尾　尊英

　2019年4月から、１年ぶりに三郷中央総合病院に勤務させて頂いております整形外科の大森翔平と申します。また
地域の方々の健康な生活に貢献するため努力していきますので、先生方、パラメディカルの皆様、改めてどうかよろ
しくお願いいたします。

整形外科　大森　翔平

　４月から三郷中央総合病院の整形外科として働くことになりました茂木と申します。以前は帝京大学病院で働いて
おりました。山梨大学を卒業し、国立国際医療研究センターで初期研修を終えました。これから三郷を知り、貢献で
きるよう努めますのでよろしくお願いいたします。整形外科は痛みで困っている方がほとんどです。毎日の生活に痛
みが伴うと気分や日常生活の行動にも影響してきます。多くの人が、可能な限りその痛みが抑えられ、日常生活が普
段通り送れるよう、さらに楽しむ余裕ができるようにと努力してまいります。

整形外科　茂木　沙織

　皆さん初めまして。2019年4月から当院泌尿器科で勤務している齊川周と申します。泌尿器科というと皆さんはど
のようなイメージをもたれますでしょうか。
　膀胱がん、前立腺がん、腎臓がんなどの悪性腫瘍から、前立腺肥大症、過活動膀胱などの排尿関連疾患、尿管結石
などの尿路閉塞性疾患、膀胱炎、腎盂腎炎などの尿路感染症まで泌尿器科疾患は多岐にわたります。地域の皆様の健
康維持のお役に立てるよう診療してまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

泌尿器科　齊川　周

「日本医療機能評価機構」とは

（認定履歴）
1回目　2008年10月　Ver.5.0　認定
2回目　2013年10月　3rdG：Ver1.0　認定
3回目　2018年10月　3rdG：Ver2.0　認定
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