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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：安心してご来院頂くための
                        取り組みについて

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 3 年三郷市住民健診のご案内
●実施期間：R３年５月６日（木）～令和３年12月10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 8:15～15:30
(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 10
10

：00～13：00／14:00～17：00
土曜日 ：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７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回の補助制度のため、前年度未受診の方のみ対象です。
　　　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　R2年度未受診の方に限ります。           



32

新しい医師のご紹介

　2021年4月から循環器内科に着任した新倉と申します。当院の循環器全般の診療に携わらせて頂きますが、特
に狭心症や心筋梗塞、閉塞性下肢動脈硬化症、心臓弁膜症に対するカテーテル治療、心不全診療などを専門とし
ています。胸痛や動悸、息苦しさ、下肢の痛み、むくみなど、日常生活の中で気になる症状をお持ちの場合はどう
ぞ気兼ねなく、一度受診をご検討ください。また近隣の先生方におかれましては循環器疾患に限らず心電図異常
や心雑音、下腿浮腫等、少しでもご心配、ご不安な事がありましたら、お気軽にご相談ください。地域の皆様の健
康維持や近隣の先生方の少しでもお役に立てるよう、日々鋭意努力致しますので宜しくお願い申し上げます。

循環器内科　新倉　寛輝

　2021年4月から三郷中央総合病院へ着任致しました循環器内科　永井泰斗と申します。専門は、心筋梗
塞・狭心症・閉塞性動脈硬化症などに対する心血管/四肢末梢血管カテーテル治療ですが、その他の循環器
疾患（心不全/不整脈/弁膜症など）にも幅広く対応させて頂きます。医師9年目となりますが、何事にも
フットワーク軽く、迅速かつ正確・丁寧な対応・診療を心掛けて参ります。患者様に安心して治療を受けて
頂けるよう努力致しますので、どうぞよろしくお願いいたします。

循環器内科　永井　泰斗

　初めまして。
　令和３年４月１日から三郷中央総合病院に勤務させて頂くことになった安達と申します。
　不慣れではありますが総合内科として一刻もはやく慣れ, 皆様の健康の維持・病気の治療の一助となりた
いと考えております。
　なにかご心配な点などございましたら気楽にご相談ください。

内　科　安達　運

　初めまして。本年4月より内科・腎臓内科医として就任しました秋好 怜と申します。
　出身は埼玉県で、後期研修で獨協医科大学へ入職し、このたび、三郷中央総合病院で1年間働かせていた
だく運びとなりました。業務としては毎週金曜午後に腎臓内科外来、第2週の水曜午後に内科外来、ほか病
棟業務や透析管理などを行っています。
　不慣れな点もありますが、精一杯頑張りますのでどうぞよろしくお願いいたします。

腎臓内科　秋好　怜

　この度、4月より三郷中央総合病院で勤務させていただきます泌尿器科 雨宮　卓正です。
　東京都出身で大学は聖マリアンナ医科大学を卒業し、その後は国際医療福祉大学熱海病院で初期研修を行
い、3月まで帝京大学付属溝口病院 泌尿器科で勤務しておりました。ご縁があり今年度4月より三郷中央総
合病院で勤務となり、引き続き真摯に患者様と向き合って診療に取り組んでいきたいと考えております。
　まだまだ未熟な点もありますが今後ともご指導、ご鞭撻の程よろしくお願い致します。

泌尿器科　雨宮　卓正

新型コロナウイルスワクチン接種について

　新型コロナウイルス感染症が全世界で流行して 1 年以上が経過しました。いまだ終息する状況ではありま
せんが、日本でもワクチン接種が開始されています。これまでのワクチンとは作用機序が異なり、予防効果
や副作用の問題など過去のデータがないため、どのくらいの接種者に副作用がでるかなど分からない状況
です。接種するかは自己判断する必要がありますので、厚生労働省からの発信される情報や市役所のホー
ムページなどで正しい情報の確認をお願いいたします。
　今回のコロナワクチンはインフルエンザ予防接種のように、どの医療施設でもどの自由に納品ができ、接
種できるというワクチンではありません。地域によりワクチンが納品される時期が大きく異なります。厚生労
働省、都道府県、市町村や医師会と医療機関が協働して、できるだけ早く接種ができるように検討しており
ますので、広報などを確認してお待ちください。
　テレビやインターネットでも伝えられておりますが、ワクチンを接種したからといって、新型コロナにかから
ないというわけではありません。第 4 波の原因の一つは変異株の流行と言われていますが、私たちの感染
対策への意識のゆるみも大きな原因となっていると思います。長期戦となりましたが、一人一人の行動が感
染拡大の波を小さくすることになりますので、感染対策、感染予防へのご協力をお願いいたします。

感染防止対策室　飯干　雅稔

安心してご来院頂くための取り組みについて

　病院の正面玄関の入口と出口の動線を、分けており、
病院入口においてサーモグラフィによる体温測定や、
新型コロナウイルス感染症が疑われるような症状がな
いか、職員が確認させて頂いております。
　外来部門では、飛沫防止のガードの設置や、席を空
けて着席をお願いしております。

　感染の疑いのある患者さんは、通常の外来のスペースとは異なる診察室にて診察を行い、駐輪
場に特別に設置した、コンテナ型のCT装置を使用して、検査を実施しております。
　この CT 装置は、AI 技術を搭載したカメラにより、患者さんの撮影に最適な位置決めを、自動
で行うことができ、患者さんに手を触れることなく、スピーディに撮影をすることができます。
　当院では、みなさまが安心して通院・入院できるよう万全の体制をとり、感染症の接触リスクを
少しでも下げるよう、取り組んでおりますので、ご理解、ご協力よろしくお願い致します。

正面玄関の動線とサーモグラフィ

間隔をあけての着席のお願い
駐輪場に設置されたコンテナ型CT

換気設備の整ったCT室内 天井に設置されたAI カメラ
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令和 3 年三郷市住民健診のご案内
●実施期間：R３年５月６日（木）～令和３年12月10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 8:15～15:30
(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 10
10

：00～13：00／14:00～17：00
土曜日 ：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７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回の補助制度のため、前年度未受診の方のみ対象です。
　　　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　R2年度未受診の方に限ります。           


