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患者様の権利

患者様へのお願い

1.良質な医療を受ける権利
あなたは、どのような時でも安全な医療を平等に受けることができます。

2.医療情報を得る権利
あなたは、自分の病気や治療方法に対して知ることができます。

3.医療行為を選択できる権利
あなたは、自分の病気や治療に対して十分な説明を受け、治療法など自ら選択するこ
とができます。また、他の医師の意見（セカンド・オピニオン）を聞くこともできます。

4.プライバシーが守られる権利
あなたの診療に関する個人情報やプライバシーは保護されます。

5.ご自身が受けている医療について知る権利
あなたは、自分の診療記録の開示を求めることができます。

1.最良の医療を行うために、医師をはじめとする私達職員に、皆様の健康に関する情
報をできるだけ正確に伝えてください。

2.患者様ご自身の早い時期での健康回復・増進のために、私達職員と共に治療に参加
してください。

3.すべての患者様が適切な医療を受けられるために、他の患者様の医療に支障を与え
ないよう協力してください。

病院理念

基本方針

「 安全と信頼に基づき地域医療に貢献します 」

1. 私たちは、安全で質の高い医療を実践します
2 .私たちは、高い技術と真心で接します
3 .私たちは、地域の医療機関と協力します
4 .私たちは、健全な病院運営に努めます
5. 私たちは、人間性豊かな人材育成に努めます

津田沼中央総合病院広報誌
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今年度より入職しました外科
の小林直です。平成21年に
横浜市立大学を卒業し、これ
までに腹腔鏡手術を中心に
消化器外科全般の手術を学
んできました。患者様の安全
を第一に臨床に取り組みた
いと思っておりますのでどう
か宜しくお願いいたします。

4月より入職しました外科の
嶋口です。これまでは主に急
性期の外科治療や癌診療に
携わってきました。当院でも
積極的に手術を行い、患者
さんの回復の手助けができ
るよう診療に取り組みたいと
思います。よろしくお願いし
ます。

今年度より入職しました外
科の高橋秀樹です。
帝京大学医学部附属病院に
て初期臨床研修修了後、同
院外科に入局致しました。不
慣れな点も多々あるとは思
いますが、一所懸命診療に
取り組んで参ります。
よろしくお願いします。

平成31年4月に入職致しま
した、形成外科の森怜子と申
します。形成外科は本年度よ
り新規立ち上げとなります。
形成外科というあまり馴染
みのない科ですが、皮膚皮
下組織のできもの、やけど、
顔の骨折、けが、きずあと、
体表の先天異常など、主に

　はじめまして、本年４月より津田沼中央
総合病院の内科で勤務している廣瀬 正
二と申します。
防衛医大を卒業後、２年間の初任実務研
修後に防衛医大を退職し、横浜市大耳鼻
咽喉科学講座に入局し、13年間医局人
事で大学、横浜市内の病院にて研修して
まいりました。
その後、横浜市大の耳鼻咽喉科学講座を

医師になってちょうど10年目の内科医師
です。妻と4歳の息子がいます。
研修医後に消化器内科を中心に勉強して
いましたが、途中在宅診療に興味がでて、
3年ほど在宅クリニックの院長をしていま
した。そこでは検査が制限されたなか身
体診察である程度病気を推定する必要が
あり、呼吸器診療の大切さをしり、今回改
めて呼吸器内科を勉強するために当院に

4月1日から津田沼中央総合病院に入職
しました菅沼と申します。
初期研修終了後から麻酔科を専攻し、主
に手術中の麻酔管理の研鑽を積んでまい
りました。
手術中は多くのモニターに囲まれていま
すが、理学所見が大事との思いから在宅
医療で勉強させていただいたりしました。
一番大切にしていることは、安全で確実

今年度より津田沼中央総合病院で整形
外科診療に携わる事となりました、樫尾 
彰彦と申します。
腰椎分離症・腰椎すべり症・腰椎椎間
板ヘルニアを患い、脊椎の手術を4度受
けたという経験から、患者さんの立場に
立った医療を提供したいとの思いで医学
部を受験し、帝京大学卒業後、帝京大学
医学部附属病院で初期研修を行い、同病

2019年4月から内科、糖尿病内科、健診
ドックの診察を担当させて頂きます五藤良
将と申します。私はこれまで防衛医科大学
校卒業し防衛医科大学校病院、自衛隊中
央病院、自衛隊横須賀病院など勤務後、千
葉中央メディカルセンターでは丸４年間の
勤務してまいりました。もともと千葉県佐倉
市で小学校まで過ごしたこともあり、海も
山もあり東京へのアクセスも良い千葉が大
好きです。趣味は筋トレ、マラソン、旅行、
スーパー銭湯・温泉巡りです。千葉は幕張

海浜などの海岸沿いのジョギングは最高で
朝日、夕日を見ながらのジョギングは何の
ものにも代え難いものです。自己ベストは3
時間24分ではありますがサブスリーを目
指して日々努力中です。ジョギング、トレイ
ルランなど興味ある方はお声かけて頂けれ
ば幸いです。
赴任にあたり、患者様ひとりひとりとの対
話を大切にしながら、地域医療に貢献でき
るように全力を尽くしていく所存です。
よろしくお願い申し上げます。

退局し、横浜市内の一般病院に内科とし
て就職いたしました。内科としては10年
程、消化器と呼吸器の指導医したがって
研修してまいりました。当院では内科、特
に呼吸器系を中心に診療したいと思いま
す。
どうぞよろしくお願い致します。

入職しました。最初は迷惑変えることも
あるとは思いますが、内科及び救急でも
病院に貢献できるよう粉骨砕身の決意で
がんばりたいと思っています。どうかよろ
しくお願い致します。

な麻酔を提供することです。
微力ではございますが、周術期管理の担
い手の一人として尽力いたします。
どうぞよろしくお願いします。

院の整形外科に入局して1年間診療に当
たらせていただきました。
外部の病院で診療するのは初めての経験
であり、不慣れな点も多くあるかとは思
いますが、一生懸命診療をさせていただ
きます。
よろしくお願いいたします。

体表面に関する疾患を診察している科目です。何かお困
りのことがありましたらお気軽にいらしてください。お待ち
しております。皆様のお役に立てますよう精一杯頑張りま
すので、どうぞよろしくお願い致します。

外科 小林 直

形成外科 森 怜子

内科 五藤 良将

内科 廣瀬 正二

内科 富田 俊也

麻酔科 菅沼 大

整形外科 樫尾 彰彦

外科 嶋口 万友

外科 高橋 秀樹

　

新入職医師の紹介



VPD 10代 20代 30代 40代 50代 60代
子宮頸がん、HPV感染症
髄膜炎菌感染症
麻しん（はしか）
風しん
水痘（みずぼうそう）
おたふくかぜ
B型肺炎
インフルエンザ

百日せき

日本脳炎
破傷風
帯状疱疹
高齢者の肺炎球菌感染症

3回

3回

3回

毎年秋に１回（12歳以下は、原則として毎年2回）
１回（小児期に未接種の人は3回）

10年ごとに1回（小児期に未接種の人は3回）

1回

1回
1回

2回
2回
2回
2回

◎抗体価検査を受けて抗体がない場合　または
◎母子手帳や予防接種証明書は残っていませんか？

1歳以上で予防接種を受けた記録（記憶ではありません）がない・1回のみの場合
記録が2回になるまで予防接種を受けましょう。

抗体価検査・予防接種は健診センターへお問い合わせください。

麻しん・風しん については…

平成から令和にかけて、感染者がでたと大きなニュースになっている「麻しん」「風しん」。
昭和の時代にはありふれた病気だったのに・・。
麻しん・風しんはワクチン接種を受けることで防ぐことができる病気です。このような病
気をVaccine（ワクチン）　Preventable（防ぐ）　Diseases（病気）の頭文字をとって
VPDといいます。赤ちゃんが誕生すると、小学校に上がるまでにたくさんの予防接種を
打ちますよね。

こどものワクチン接種はよく知られていますが実は大人にも
ワクチン接種で防ぐことができる病気はたくさんあります。こどもたちが予防接種を打って
免疫を獲得したため、子供の病気だった麻しん・風しんが今では大人の病気になってし
まいました。
そして大人がかかってしまうことで通勤・通学や職場で感染を拡げてしまっているのです。
特に妊娠中の女性が感染するとおなかの赤ちゃんに大きな影響が出ることがあります。

B型肝炎
（母子感染予防を除く）

ロタウイルス

ヒブ

小児用肺炎球菌

四種混合（OPT-IPV）
三種混合＋ポリオ

BCG

MR
（麻しん風しん混合）

水痘
（みずぼうそう）

おたふくかぜ

日本脳炎

インフルエンザ

A型肝炎

髄膜炎菌

HPV
（ヒトパピローマウイルス）

不活化
ワクチン

不活化
ワクチン

不活化
ワクチン

不活化
ワクチン

不活化
ワクチン

不活化
ワクチン

不活化
ワクチン

不活化
ワクチン

不活化
ワクチン

生
ワクチン

生
ワクチン

生
ワクチン

生
ワクチン

生
ワクチン

定期

定期

定期

定期

定期

定期

定期

定期

定期

任意

任意

任意

任意

任意

●子供のVPD

●大人のVPD

ワクチン名

初期研修医
澤 良輔

今年の４月より津田沼中央総合病院でお世話になっており
ます、藤田医科大学から来ました初期研修医1年目の澤良
輔と申します。
愛知県の名古屋市出身で大学まで地元で生活しておりま
したが、医師となり社会に出ていく上で新たな環境で自己
研鑚して頑張りたいと思い、一旦地元を離れてこちらの地
域で働かせて頂くことになりました。
まだまだ不慣れなこともあり、毎日上級医の先生方や、親
切に対応して下さるコメディカルの方々、患者様から学ぶ
ことだらけの生活ですが、おかげさまで非常に充実した研
修生活を送らせて頂いております。
少しでも早く一人前の医師となれるようにこれからも日々
努力していきたいと思っておりますので、
今後ともよろしくお願いいたします。

初期研修医
奥 一誠

こんにちは。4月より新しく入職いたしました、初期研修医
の奥 一誠と申します。
出身は大分県で、大学進学時に千葉に参りました。大学時
代は医学の勉強はもちろんですが、フットサルや軽音楽、ア
ルバイトなど、多くの課外活動に取り組んで参りました。習
志野市には学生時代にもよく訪れ、非常に活気のある街だ
と感じておりましたので、この地で医師として働くことが出
来ることを非常に喜ばしく感じております。
まだまだ医師としての経験が浅く、自らの未熟さを痛感する
場面が多々ございますが、最大限患者様のお力になれます
よう、日々自己研鑚に励んで参りたいと考えておりますので、
宜しくお願い申し上げます。

こんにちは。4月より初期研修医1年目として働かせて頂く
ことになりました中屋義輝と申します。千葉大学医学部出
身で、テニスや野球などをして過ごしていました。元々津田
沼にはなじみがあるのでこの地で働けることを嬉しく思いま
す。まだまだ未熟ではありますが、地域の皆様のお役に立て
るように日々頑張っていきたいと思いますのでよろしくお願
い申し上げます。

初期研修医
中屋 義輝

はじめまして。4月より研修医として入職しました千賀一功
と申します。東京出身ですが、大学は長野県にある信州大
学医学部で硬式テニス部に所属しておりました。社会人と
して働くのは初めてですので、至らないところが多くあると
は思いますが、地域の医療に貢献できるように努めて参り
ますので、これからどうぞよろしくお願いいたします。

初期研修医
千賀 一功

初期研修医
奥村 玲奈

4月より研修医として入職致しました奥村玲奈と申します。東
京都三鷹市にある杏林大学出身で、学生時代は学業に勤し
みつつ、水泳部に所属し6年生の夏まで泳いでおりました。
新米研修医でまで右も左もわからないような状態ですが、早
く仕事に慣れて、習志野の皆さんに少しでも貢献できるよう
努めて参りたいと思います。何卒宜しくお願いいたします。

「ワクチンで防ぐことができる病気」
があることをご存知ですか？

感 染 対 策シリーズ新入職研修医の紹介
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無料クーポン配布対象年齢

40歳：昭和53年４月２日～
　      昭和５4年４月１日

❶ 予約 ❷ 検査当日 ❸ 結果郵送
電話、放射線科窓口
にて行っております。

・マンモグラフィ撮影
・お会計

郵送にて結果をお伝
えします。

2019年度

のお知らせ

乳がん検診
(マンモグラフィ)

※奇数年齢の方で昨年度受診していない方は検査できます。 
※無料クーポン券をお持ちの方は奇数・偶数どちらでも検査できます。

習志野市  乳がん検診（マンモグラフィ）の予約をとる前に・・・

□ 習志野市在住ですか?　
□ 今年度（平成31年3月31日）で満40歳以上ですか?　
□ 2020年3月31日で偶数年齢ですか?※

□ 2019 平成31年4月1日から現在までに市の健診でマンモグラフィ検査を受けて
いませんか？

□ 豊胸手術、ペースメーカー、植込み型除細動器（ICD）、シャント、CV ポートなど
手術をされたことはないですか？

□ 授乳されていませんか？

乳がん検診の簡単な流れ乳がん検診の簡単な流れ

郵送にて結果をお知らせします。 20日前後お時間を頂く予定ですが、１ヶ月以上たっても届かな
い場合はお手数ですが、下記までお問い合わせください。

津田沼中央総合病院 健康管理課 直通 （受付時間）14：00～17：00047-476-5134

３マンモグラフィ検査結果

検査はお早めにお受け下さい。～2019年度乳がん検診（マンモグラフィ）のお知らせ～放射線科だより

直接来院の場合
2F健診センター
（Gカウンター）

AM PM

9:00
9:30

10:00
10:30
11:00
11:30

14:00
14 :30
15 :00
15 :30
16 :00
16:30
17:00

検査時間検査時間

電話、または来院にて下記の通りお伝えください。　　　
・｢市の健診　マンモグラフィの予約｣
・ご希望日、ご希望時間（来院時間は検査の３０分前です。）
※子宮がん検診・一般検診ご希望の方はお伝え下さい。
※子宮がん検診は婦人科の診察日のみ受け付けています。

電話予約の場合

診察日の変更がある場合がございますのでご確認ください。

※土曜日は
　AMのみ

047-476-5134

マンモグラフィ予約１

先着 
100 名様に
ノベルティを
プレゼント
致します。

マンモグラフィ検査当日のながれ。

２ マンモグラフィ検査

※必ず持参してください。お持ちでない場合検査できません
のでご注意ください。

・保険証  ・診察券（お持ちの方のみ）
・自己負担金￥1000
・無料券※（お持ちの方のみ）　
・無料クーポン券※（お持ちの方のみ）

最後にお会計へ

検査代金
自己負担金

無料券

無 料
クーポン券

￥1000
￥0
￥0

 お会計

検査
終了後

｢市の乳がん検診 マンモグラ
フィ｣と伝えて持ち物を出して
ください。
※他の検査や診察などある方
はその旨もお伝えください。

・検査の流れ
・市健診対象者確認シート
　をお受け取りください。

検査
30分前

総合受付

マンモグラフィ撮影

検査

放射線科

※放射線科窓口（Ｅカウンター）
　にお声をかけてください。
※パンフレットをお渡しします
　ので必ずお読みください。
※問診表は検査前に必ずご記
　入ください。

持
ち
物
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