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特集：感染対策チームからのお知らせ
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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令 和 元 年三郷市住民健診のご案内
●実施期間：令和元年５月７日（火）～令和元年12月13日（金）

※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10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 50歳以上 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 40歳以上 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、30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　30年度未受診の方に限ります。
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感染対策チームからのお知らせ
　当院では感染対策チーム（ICT）が活動しています。感染対策チームとは、医師・看護師・
検査技師・薬剤師などから構成される院内の感染対策のため少人数のチームです。
　感染対策チーム（ICT）活動の1つに院内ラウンドがあります。感染対策がきちんと行われて
いるか、設備上問題がないか、院内を定期的に巡回して確認しています。本日も院内ラウンド
を行ない、手指衛生を行っていない職員を確認して、通路にあった廃棄物もすぐに片付けるよ
うに指導しました。
　感染対策で一番重要なことは手洗い、手指衛生です。外来に来られる患者さま、入院されて
いる患者さまを感染から守るために、医療スタッフ、お見舞いの方々、そして患者さまご本人
も手指をきれいにすることが重要な感染対策となります。病院に来られた際にはいつもよりも
手洗い・手指衛生を行ってください。病院入口、病室入口には消毒液が設置されていますの
で、皆様ご利用下さい。
　これから冬に向けてインフルエンザウィルスが流行し始めます。日ごろの健康管理に加え
て、手洗い、うがい、予防接種、マスク着用が重要となります。当院でも外来にて予防接種を
行いますが、その効果を考えて、遅くとも12月までに接種することをお勧めいたします。
　インフルエンザウィルスが流行し始めると、当院では他の施設よりも早めにマスク着用の案
内や面会制限などを実施いたします。これも入院患者さまが感染しないための対策です。
　わたしたち、感染対策チーム（ICT）は院内全体のスタッフとともに、患者さまが感染しな
いよう、取り組んでまいります。感染対策へのご協力をお願いいたします。

放射線技術科よりお知らせ
　マンモグラフィ装置を、更新しました。
　従来のデジタル装置の約 40％の放射線被ばくを実現し、高速の検出器を搭載したデジタル
撮影装置により、検査時間が短くなりました。
　この装置は、乳房を圧迫する板が柔らかい素材でできています。
　最適な圧迫を感知する機能を有し、乳房の痛みを最小限に抑えつつ、病変を高画質で描出し
ます。
　当院では、マンモグラフィ撮影認定技師を含む、4名の女性技師が撮影をすべて担当します。
　わからないことや、不安な事がありましたら遠慮なく、質問していただき、安心してご来院
くださいませ。

市民公開講座開催のご案内

　下肢静脈瘤はとても身近な血管の病気
です。通常は生命を脅かすような危険な
病気ではありません。しかし軽症でも女
性は美容的に悩むケースも多く、また、
足のだるさやむくみなどの症状が慢性的
におこり、生活の質（QOL）を低下させ
ます。
　まれに湿疹ができたり、皮膚が破れる
潰瘍（かいよう）ができ、重傷になるこ
とがあります。できるだけ早く専門の病
院を受診されることをお勧めいたします。

三郷市近隣に在住の皆様に、下記の日程で市民公開講座（参加無料）を開催いたします。

2019年12月14日（土曜日）　14：00開始    
におどりプラザ3階会議室    
下肢静脈瘤の治療    
片柳　智之医師（心臓外科医）    
無料です    
60名（先着順）    

日　時
場　所
内　容
講　師
参加費
定　員

新しい医師のご紹介

　2019年7月1日より三郷中央総合病院麻酔科に参りました、菅野敬之と申します。
　1996年に新潟大学医学部を卒業し、以後東京大学医学部附属病院麻酔科、東邦大
学医療センター佐倉病院麻酔科等を経て現在に至ります。手術麻酔を専門と致して
おります。
　三郷市および近隣地域の手術医療に貢献できれば幸いです。また、学会活動も怠
らずに、新しい情報を積極的に取り入れていくように努めたいと存じます。
　不束者ではございますが、何卒よろしくお願い申し上げます。

麻酔科　　
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