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埼玉観光㈱バス　三郷駅南口行き
　1月 4日より運行開始
　三郷中央総合病院前バス停下車

埼玉観光㈱バス　新三郷駅西口行き
　1月 4日より運行開始
　三郷中央総合病院前バス停下車
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特集：新型コロナウイルスの
　　　　　　　　　　流行にあたり

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 ２ 年三郷市住民健診のご案内
●実施期間：令和２年５月７日（木）～令和２年12月11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。
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、R1年度未受診の方のみとなります。    
　　　また、ﾋﾟﾛﾘ菌検診は生涯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　R1年度未受診の方に限ります。

毎週　月〜金　開催

健診時間 8:15～15:30
(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 健康管理課
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8日～1月30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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新型コロナウイルスの流行にあたり

2019年度　市民公開講座活動報告

　昨年の12月14日（土）に、三郷中央におどりプラザの会議室にて、市民公開講座「下肢静
脈瘤の治療」を開催しました。当日は天気にも恵まれ、多くの市民の方にご参加頂きました。
　德弘圭一院長の挨拶の後、循環器センター心臓血管外科片柳智之先生より「下肢静脈瘤の治
療」をテーマに、症状や静脈瘤のできる仕組み、主な検査方法や治療法について、費用や予防
について写真や動画を用いながら、講演を行いました。
　また、リハビリテーション技術科　萩野谷　哲秀（作業療法士）より「下肢静脈瘤の予防体操」
について、動画を見ながら、参加者の方々と一緒に体を動かしながら、講演を行いまいした。
　講演後の質問コーナーでは、活発なご質問があり、大変有意義な市民公開講座となりました。

サービス向上委員会　仲盛　和伸

新しい医師のご紹介

　４月から外科の常勤になりました土屋勝です。専門は消化器外科です。今までは肝胆膵脾の疾患を担当していま
したが、これからは胃や大腸疾患、鼡径ヘルニア（脱腸）など一般外科の病気も幅広く診療しながら、地域医療に
貢献できるように全力を尽くします。
　現在は新型コロナウィルス感染症の影響で気軽に受診していただく状況ではありませんが、病気でお困りの患者
さんは、一人でも多く当院で治療を受けて貰えるよう日々精進して参りますので何卒よろしくお願いします

外科　　土屋　勝

　新年度より麻酔科に入職しました寺端昭博です。これまで横浜の大学病院や心臓センター、小児医療センター等、
様々な専門施設で麻酔科医としての研鑽を積んできました。今回、地元が三郷近辺にあることから、当院で勤務
する機会を頂きました。手術や麻酔を受けられる患者さんの不安や恐怖心を取り除き、安心して手術を受けて頂
けるよう診療にあたっていきます。三郷市の医療に貢献できるよう頑張っていきますのでよろしくお願いします。

麻酔科　寺端　昭博

　東邦大学医療センター大森病院から参りました。脳血管障害を中心に脳血管内治療や脳血管外科手術に携
わってきました。これまでの経験を活かし、当院でも積極的に脳卒中急性期治療に取り組んでいきたいと思い
ます。医師として未熟な点も多々あるかと思いますが、皆さんと一緒に頑張りたいと思いますのでご指導・ご
協力のほどよろしくお願いします。

脳神経外科　原田　雅史

　今年度より集中治療室で勤務させていただくことになりました、長友香苗と申します。
　平成17年に医師免許取得以来、手術麻酔および集中治療分野で、臨床、研究、教育に従事してまいりました。
　人工呼吸管理や敗血症治療、外傷、術後合併症管理、また近年注目されている「せん妄」（一過性の認知機能障害）の管理に取り組んで
きた経験を生かし、微力ではありますが、地域に根差した医療の中で皆様のお役に立てるよう最善を尽くしてまいりたいと存じます。
　どうぞよろしくお願いいたします。

ＩＣＵ　長友　香苗

　はじめまして、4月より勤務させて頂く整形外科の神谷真理子と申します。昨年度まで、グループ病院である上尾中央総合病院の整形外科で勤務しており
ました。出身大学は東京女子医科大学（2016年卒）、その後、日本医科大学多摩永山病院で2年間の初期研修を終えた後、帝京大学整形外科に入局し、現在
に至ります。よく「整形外科っぽくないね！」なんて言われながらも、男性ばかりの職場でなんとか頑張っています。最初はなれないことばかりで戸惑うことも
多かったのですが、やっとなじめてきたかなと思っています。日々の診療においては、まだまだ経験が浅く、正直、知識不足な点がまだまだ多いのが現状で
す。知識・経験豊富な先生方の御指導を受けながら、引き続き頑張っていく所存です。至らない点もまだまだ多いですが、ぜひ、よろしくお願い致します。

整形外科　神谷　真理子

　４月からお世話になります、整形外科の米澤圭祐と申します。昨年度まで、グループ病院である吉川中央総合病院にて、勤務をし
ていました。当院は、整形外科の規模が大きく、幅広い疾患の患者さんを診療できるので、非常に楽しみです。他科の先生方も快
く相談に乗ってくださり、スタッフの方々も感じの良い方ばかりで、まだ入職して間もないですが、働きやすい職場であると感じて
います。せっかく素晴らしい環境で働けるので、与えられるばかりでなく、患者さんに貢献できるよう尽力する所存です。その一環
として、超音波診療も行っていく予定でおります。ご迷惑おかけすることも多いと思いますが、何卒宜しくお願い致します。

整形外科　米澤　圭祐

　４月１日から内科常勤医を務めさせていただきます獨協医科大学埼玉医療センター腎臓内科の阿部利弘と申しま
す。獨協では主に腎不全患者の保存期管理、透析、糸球体腎炎を専門として日々診療に努めておりました。当院では内
科救急、病棟管理の他、透析管理、PTAやブラッドアクセス造設など院内で様々な業務に携わりたくさんのことを学ば
させていただきたいと考えております。1年間という短い期間ではございますが今後ともよろしくお願いいたします。

内科後期研修医　阿部　利弘

　こんにちは。4月から三郷中央総合病院の内科医としてお世話になります、山田舞耶と申します。反対から読んでも
「やまだまや」です。ぜひ覚えて頂けると幸いです。出身は長野県岡谷市という鰻が有名なまちです。ご当地キャラも
鰻で、すわ湖太郎&う～なちゃんという名ですが、彼らの出身は長野ではなくグアムだそうです。そんな岡谷市で実
家は小さな医院を開業しています。往診など患者さんの生活の様子や大切にしていることがわかる医療に憧れて、
私もそのようにありたいと思っています。地域のお役に立てるよう頑張りますのでどうぞ宜しくお願い致します。

内科後期研修医　山田　舞耶

　当部署では、人間ドックをはじめ特定健診、健康診断、各種予防接種を行っております。人間ドックや健康
診断では、自覚症状があり受診する内科や外科などの一般的な外来とは違い、自覚症状に表れず普段気がつき
にくい疾患や、臓器の異常や健康度などのチェックを行います。
　三郷市ならびに近隣にお住まいの皆様の、健康のお役に立てるよう、これからも努力いたします所存ですの
で、ご指導のほど、どうぞよろしくお願いいたします。

健康管理科　小松　直人

　新型コロナウイルスの流行にあたり、世界中で感染拡大防止のための取り組みがされていま
す。日本では全国に緊急事態宣言が発出され、「手指衛生」「マスク着用」「3つの密（密集・密閉・
密接）を避ける」など、感染終息に向けて国民全員で感染対策を行なう必要があります。
　少し前であれば、生活範囲も今よりも小さく、海外にもめったに行けることがありませんで
した。現在は交通が発達して国内の移動も簡単に、気軽に海外にも行けるようになりました。
人の流れが複雑になり、そのため感染拡大の危険性も大きくなりました。今回は新型コロナウ
イルスの流行ですが、世界中には様々な細菌、ウイルスが存在し、いつまた同じように国や地
域をまたいで流行するか分かりません。
　毎年流行するインフルエンザウイルスもその一つです。インフルエンザウイルスには抗ウイ
ルス薬があることから、感染しても薬を使用すれば大丈夫と思われがちです。しかし、全国に
はインフルエンザウイルス感染症で命を落とす患者さんもいます。インフルエンザウイルス流
行の際にも今回のような対策、「手指衛生」「マスク着用」などを国民全員が十分に行っていれ
ば流行を防ぐことができ、命を落とす患者さんもいなくなり、感染して体調不良でつらい思い
をして会社や学校を休むこともなくなるかもしれません。今回の感染対策を特別と考えず、い
つかまた流行した際にも、被害を最小限に抑えられるよう、国民全体で取り組んでいくしかあ
りません。数カ月に渡る感染対策のため、不便で不自由な生活を継続することになりますが、
こんな時だからこそ家族で、地域で助け合って乗り切りましょう。

感染防止対策室　飯干　雅稔

※三郷市住民健診のご案内は裏面をご覧下さい
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います。せっかく素晴らしい環境で働けるので、与えられるばかりでなく、患者さんに貢献できるよう尽力する所存です。その一環
として、超音波診療も行っていく予定でおります。ご迷惑おかけすることも多いと思いますが、何卒宜しくお願い致します。

整形外科　米澤　圭祐

　４月１日から内科常勤医を務めさせていただきます獨協医科大学埼玉医療センター腎臓内科の阿部利弘と申しま
す。獨協では主に腎不全患者の保存期管理、透析、糸球体腎炎を専門として日々診療に努めておりました。当院では内
科救急、病棟管理の他、透析管理、PTAやブラッドアクセス造設など院内で様々な業務に携わりたくさんのことを学ば
させていただきたいと考えております。1年間という短い期間ではございますが今後ともよろしくお願いいたします。

内科後期研修医　阿部　利弘

　こんにちは。4月から三郷中央総合病院の内科医としてお世話になります、山田舞耶と申します。反対から読んでも
「やまだまや」です。ぜひ覚えて頂けると幸いです。出身は長野県岡谷市という鰻が有名なまちです。ご当地キャラも
鰻で、すわ湖太郎&う～なちゃんという名ですが、彼らの出身は長野ではなくグアムだそうです。そんな岡谷市で実
家は小さな医院を開業しています。往診など患者さんの生活の様子や大切にしていることがわかる医療に憧れて、
私もそのようにありたいと思っています。地域のお役に立てるよう頑張りますのでどうぞ宜しくお願い致します。

内科後期研修医　山田　舞耶

　当部署では、人間ドックをはじめ特定健診、健康診断、各種予防接種を行っております。人間ドックや健康
診断では、自覚症状があり受診する内科や外科などの一般的な外来とは違い、自覚症状に表れず普段気がつき
にくい疾患や、臓器の異常や健康度などのチェックを行います。
　三郷市ならびに近隣にお住まいの皆様の、健康のお役に立てるよう、これからも努力いたします所存ですの
で、ご指導のほど、どうぞよろしくお願いいたします。

健康管理科　小松　直人

　新型コロナウイルスの流行にあたり、世界中で感染拡大防止のための取り組みがされていま
す。日本では全国に緊急事態宣言が発出され、「手指衛生」「マスク着用」「3つの密（密集・密閉・
密接）を避ける」など、感染終息に向けて国民全員で感染対策を行なう必要があります。
　少し前であれば、生活範囲も今よりも小さく、海外にもめったに行けることがありませんで
した。現在は交通が発達して国内の移動も簡単に、気軽に海外にも行けるようになりました。
人の流れが複雑になり、そのため感染拡大の危険性も大きくなりました。今回は新型コロナウ
イルスの流行ですが、世界中には様々な細菌、ウイルスが存在し、いつまた同じように国や地
域をまたいで流行するか分かりません。
　毎年流行するインフルエンザウイルスもその一つです。インフルエンザウイルスには抗ウイ
ルス薬があることから、感染しても薬を使用すれば大丈夫と思われがちです。しかし、全国に
はインフルエンザウイルス感染症で命を落とす患者さんもいます。インフルエンザウイルス流
行の際にも今回のような対策、「手指衛生」「マスク着用」などを国民全員が十分に行っていれ
ば流行を防ぐことができ、命を落とす患者さんもいなくなり、感染して体調不良でつらい思い
をして会社や学校を休むこともなくなるかもしれません。今回の感染対策を特別と考えず、い
つかまた流行した際にも、被害を最小限に抑えられるよう、国民全体で取り組んでいくしかあ
りません。数カ月に渡る感染対策のため、不便で不自由な生活を継続することになりますが、
こんな時だからこそ家族で、地域で助け合って乗り切りましょう。

感染防止対策室　飯干　雅稔

※三郷市住民健診のご案内は裏面をご覧下さい
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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

埼玉観光㈱バス　三郷駅南口行き
　1月 4日より運行開始
　三郷中央総合病院前バス停下車

埼玉観光㈱バス　新三郷駅西口行き
　1月 4日より運行開始
　三郷中央総合病院前バス停下車
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特集：新型コロナウイルスの
　　　　　　　　　　流行にあたり

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 ２ 年三郷市住民健診のご案内
●実施期間：令和２年５月７日（木）～令和２年12月11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。
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、R1年度未受診の方のみとなります。    
　　　また、ﾋﾟﾛﾘ菌検診は生涯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　R1年度未受診の方に限ります。

毎週　月〜金　開催

健診時間 8:15～15:30
(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 健康管理課
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8日～1月30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。

…


