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がん検診を受診する方への注意

■注意事項

実施しております︒皆様の健康保
事項は︻表２︼の通りです︒よく
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南大和病院に常勤医として着任して

このたび 平成
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を撮影することで︑患者様に負担

をかけず眼の詳細を把握すること

年間 地域に根付いた 南大和

のどの部分の異常によるものか︑モニ が可能になりました︒

ターや模型を使ってその都度お伝え

する方針をとっています︒また︑眼科 グループが築いてきた伝統を受け

の特徴として︑視力・眼底などたくさ 継ぎ︑新しい技術を取り入れなが
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んの検査を行いますが︑一連の流れと ら患者様の身近な存在でありたい

してただ 漠然と検査するのでなく︑

その結果を分かり易く説明し 患者様

南大和クリニックにて眼科 をオープン が納得する治療プランを一緒に立てて

致しました︒眼科常勤医の武井由紀子 いきたいと思います︒

などの手術 も行っております︒

なっております︒更に白内障

となり︑診療日が 月〜金曜と

４月から 眼科常勤医が２名

行っております

４月から 眼科手術を

です︒どうぞよろしくお願いします︒ 眼球はとても小さい臓器です︒そし

私が医学部を卒業して眼科を専門と て その内部は非常に 複雑な構造から

して選んだ理由は︑地域の患者様の為 成り立っています︒目の網膜の毛細血

に眼科医として働く祖父の姿を幼少期 管は人体の血管の中で唯一︑肉眼で

から見ていたからです︒祖父は 昭和 直接 観察できる場所です︒高血圧が

一桁生まれで頑固なところもあります あり 動脈硬化が気になる方は︑年に

一度は眼科での眼底診察をお勧めし

その様子は︑ただ病気を診るだけでな 内科疾患は目に合併症がでやすいの

気になる症状がある方はお

眼科につきましては次ページにも

気軽にご相談ください︒
っていることを的確に受け取るという

特集がございます︒

し︑平成 年 ３月 ７日 月( よ
) り電子
カルテを導入いたしました︒それに

向上とより安全な医療の提供を目指

当院ではさらなる医療サービスの

電子カルテ
お呼出方法が変更となりました／南大和病院
導入に伴い

ことです︒そしてその症状が眼球の中 機器を導入し︑瞬時に網膜の断層写真

今回︑眼科開設にあたりＯＣＴ検査

ことは問診をしっかり 行い患者様が困 います︒

その影響もあり︑私が心がけている テで情報を共有しながら診療を行って

く心も癒しているように思いました︒ で︑南大和病院の内科医師と電子カル

やさしく丁寧に診察を行っていました︒ます︒また︑糖尿病や腎臓疾患等の

が︑患者様の話には静かに耳を傾け
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大和市がん検診を４月１日から
持のため︑この機会にがん検診を
ご確認の上︑来院いただけます様

受付までお問い合わせください︒

尚︑ご不明な点がありましたら

お願い申し上げます︒

おすすめ致します︒

■対象者
当院でがん検診を受けることの

1000 円

できる方と検査内容 および 費用は

︻表１︼の通りです︒対象者である

＊ 喀痰検査は医師が必要と認めた患者様のみの実施となります。
＊＊乳がん検診で 30 歳 ~39 歳の女性の方は問診時に [ 視触診 ]か
[ 超音波検査 ］どちらかを選んで検査を行います。
○ 70歳以上の方の自己負担金はありません。

伴い︑患者様のお呼出方法が変更と
◎変更点

なっております︒
・患者様のお呼出は︑受付票に記載の
﹃ 受付・会計番号﹄① にてさせて頂きます︒

１

40 歳以上の女性
2000 円
視触診＋マンモグラフィー

30 歳以上の女性
700 円
視触診

大和市民の方には︑大和市より

日

2500 円

﹁がん検診 受診カード﹂が送付され

月

胃部 X-P（バリウム検査）

ています︒
︵今年度は緑色︶︵写真１参照︶

年 ４月１日〜

■実施期間

平成

年度 がん検診 受診カード

■受診方法
平成

と保険証 と診察券 を持参してご来

院ください︒
当院では子宮がん検診を除く全

項目が実施可能です︒
乳がん検診は完全予約制となり

ます︒尚︑マンモグラフィ検査で
女性技師を希望される方は予約の
際にその旨をお伝えください︒
胃がん検診の内視鏡検査とバリ
ウム検査も予約制です︒問診時に

不明な点などございましたら
お近くの病院職員にお尋ねください。

700 円
大腸がん検診 便潜血２日法

大和市在住の
2500 円

30 〜 39 歳の女性
超音波検査
（エコー）
（＊＊） 1200 円
乳がん検診

自己負担金 対象者（大和市在住）
検診内容

40 歳以上の方

内視鏡検査

胃がん検診

胸部 X-P ＋喀痰検査（＊） 2000 円
肺がん検診

胸部 X-P

武井 由紀子 医師
モニター ③ にお呼出のご案内が表示され

お呼出のご案内が
表示されます

【表１】当院で実施可能な大和市がん検診
【表２】がん検診を受診する場合の注意事項
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・指定の待合② でお待ちください︒付近の

③ 付近のモニターに

30

検査の希望日をご相談ください︒

ております︒

●

̲裏

11

28

・診察・会計の順番がきましたら︑モニター

こちらの番号で
①…診察とお会計の
ご案内をさせて
頂きます

平成28年度 がん検診受診カード̲表

28
28

がん検診名

[ 注意点 ]
①当日、下記の必要書類を忘れると受診できませんのでご注意ください。
②当日は問診があります。待ち時間が長くなることが予想されますので、
予約をお勧めします。
③がん検診終了後に会計があります。
④がん検診の結果は郵送しておりません。
（乳がん検診を除く）
⑤便や喀痰検査の検体の提出は必須となっております。提出が遅れますと
検査結果が出ませんのでご注意ください。
［当日持参するもの］
○保険証 ○診察券（当院に受診歴のある方）
○平成 28年度がん検診受診カード【写真１】
○自己負担の免除に該当する方はその証明書
・生活保護費受給票
・中国残留邦人等支援証明書
・平成 27年度 非課税証明書
｛６月１日以降に受診される方は平成28年度 非課税証明書をご持参ください｝

(写真１)

胃
( がん検診時の費用のお支払いは
検査当日となります︒ )

指定の待合で

●

28

と音声でお知らせいたします︒

②………… お待ちください

( 医師名 )

●

今年も大和市がん検診が始まりました！

