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健康診断・人間ドックからの
お知らせです！
無痛MRI乳がん検診のご案内

ホームページから市民健診などのご予約が出来るようになりました !

乳がん検診と聞いて、女性は少なからず嫌な気分になる

電話予約は大変混み合いますのでインターネット予約をお勧めいたします。

のではないでしょうか。
乳房をみせて、つぶされ、痛い思いをすると想像するから。

ご予約方法

そんな思いから解放される検査方法ができました。無痛

茅ヶ崎徳洲会病院ホームページトップページにある下記バナーをクリックし、画面の指示にしたがって入力して下
さい。スマートフォンの方は左上のQRコードからトップページにアクセス可能です。
人間ドック

T-POINTが貯まります

人間ドック
オンライン予約

（健康保険組合）

オンライン予約

Health screening

生活習慣病健診

茅ヶ崎市市民健診
オンライン予約

（協会けんぽ）

オンライン予約
Health screening

ワンコイン健診

健康診断・人間ドック担当(直通)
電 話：0467-89-2555
F A X：0467-89-2556

利用した痛みを伴わない検査です。
他人に乳房を見られることなく、さわられることもあり
ません。10 分あまりの撮影で済むから、手間も時間もかか
りません。
乳がんは日本人女性のがん罹患数では第 1 位です。
他のがんと異なり、若いうちに罹りやすいがんだからこ

お問い合わせ時間：

月〜土 13:00〜16:30
（日・祝日を除く)

そ、よりたくさんの女性に、少ないストレスで、検査を受

• 健康診断の結果で
「再検査」
の項目があった方
• 生活習慣を改善してその効果を確認したい方
• 外来受診・健康診断をする時間がなかなかとれない方
• 気軽に健康に関する数値を確かめたい方
コースを選択して気になる項目の血液検査を行うことができま
す。通常の健康診断とは違い、医師による結果説明や相談
は行いませんが、次の項目からお気 軽に検査をすることが
できます。検査結果は、採血後６０分ほどお待ちいただいて
当日お渡します。

茅ヶ崎徳洲会病院 健康診断・人間ドック担当
ご予約・お問い合わせは ☎０４６７-８９-２５５５

ご予約をおすすめします。
予約時はコース名をお伝えください。

コ ース
①貧血コース
②脂質コース

検

査

項

このような方に
乳がん検診を受けた事のない方
おすすめ！
血縁者に乳がんの人がいる方

高濃度乳腺（デントブレスト）の方
出産経験がない・初産年齢が高い・出産回数が
少ない方
授乳経験がない・授乳期間が短かった方
肥満体型・高身長の方
豊胸（インプラント）の方（※金属製の
チップが入ってる方は受診できません）

けてほしいという思いから生まれた検査方法です。

無痛MRI乳がん検診の特徴

■１コース 500円
（複数コース選択可能）■実施時間 14：00〜16：00
（平日）

受付時間 13：00〜16：30（日・祝日を除く）

編集後記

今まで通りお電話でのご予約、
お問合せも受け付けております。

MRI 乳がん検診（愛称：ドゥイブス・サーチ）は、MRI を

マンモグラフィが怖く、

目

■貧血の有無がわかります
赤血球、ヘモグロビン、ヘマトクリット
■血液中の脂質異常を調べます
中性脂肪、HDL コレステロール、LDL コレステロール、L/H 比、nonHDL-C

Tシャツを着たままで
検査ができます。

乳房を圧迫しないので
痛みはありません。

放射線を使わないので
被曝がありません。

肌を出さなくても乳房の検査

痛みに弱い方でも大丈夫です。

毎年、繰り返し受けても

③血糖コース

■糖尿病の指標になる検査です。
※空腹時の検査をおすすめします
空腹時血糖、HbA1c

④肝機能コース

■肝障害の有無を調べます
AST、ALT、
γ-GTP

⑤腎機能コース

■腎機能を調べます
クレアチニン、尿素窒素、ナトリウム、カリウム、クロール

⑥痛風コース

■痛風のときに上昇する血液中の尿酸値を調べます
尿酸、尿素窒素、クレアチニン

⑦尿 コ ー ス

■基本的な尿検査です
尿タンパク、尿糖、尿潜血

痛くない

⑧体脂肪コース

■肥満度を調べます
体脂肪率、身長、体重、
ＢＭＩ、血圧

乳房を圧迫

見られない
恥ずかしくない

しません。

T シャツを着たまま

新型コロナウイルスが猛威を振るい世界を席巻してもう 1 年以上がたちます。
収束の目処はたたず、いまもなお感染に怯えながらの生活を余儀なくされてしまった我々人類。
感染を防ぐにはマスクの着用・こまめな手指消毒・3 密を避けソーシャルディスタンスの確保・
ワクチン接種など
我々の自覚次第で感染を防ぎ、予防出来ると思います。
当院は、1 階と地下の出入り口にて職員を配置し手指消毒と体温測定・問診を行っています。
来院される皆さんに安心安全・健康を提供できるよう、院内でのクラスターを発生させないよう
に日々感染対策を行っています。
総務課 奥本
ご来院の際はご理解ご協力をお願いいたします。

ができます。

大丈夫です。

撮影できます。

乳腺 MRI 検査

お問合せ

無痛 MRI 乳がん検査をご希望の患者様は
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健康管理センターにお電話ください。
【料金】19,800 円（税込）

健康管理センター
（直通）
0467-89-2555 FAX：0467-89-2556
月〜土曜日（祝祭日除く）13時〜16時30分

患者様が抱えるモヤモヤを無くし、
診察後にスッキリした気持ちになれる

ひとりひとりに寄り添った胃がんの治療を
消化器外科の医師は、胃がんの患者様を診る機会が多くあります。当病院で行う主な治療法は、

そんな治療を心がけています。

内視鏡・腹腔鏡手術・抗がん剤治療などがあり、患者様ひとりひとりの症状に合わせ、直接向き合い、
時間をかけて相談をしながら、胃がんの治療に取り組んでいます。
近年では、胃がんの早期発見が増え、死亡率は年々減少していますが、今なお日本人が罹るがん
の中でも胃がんは男女問わず多い病気です。

消化器外科部長

加

納

そのため、ひとりでも多くの方が早期発見できるように、胃カメラでの検診をオススメしています。

恒
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まだ経験したことない方にとっては、とても怖いイメージがある胃カメラですが、最近の医療機器

久

はとても進化しており、それほど苦痛を感じることなく検査をすることができますので、お気軽に
お問い合わせいただければ幸いです。

患者様はお客様であるという考え
医師を目指したきっかけ
小学生の頃に祖母が亡くなったのですが、その時、
何故人は亡くなるのかということが理解できず、途方
にくれたことがありました。
今思えば、身近な人の死に直面したことが大きな衝
撃となり、子供ながら病気を治す医学の道への関心が
芽生え始めていたかもしれません。
一方、幼少期から科学雑誌が好きだったことや、父
が水族館にある水槽を設計するという仕事をしていた
こともあって、建造物を見ることやモノ作りにも非常
に関心がありました。
そのようなことから、高校時代には医学、工学の両
方の道を進みたいと思うようになり、大学受験時は両

つけることのできる外科分野が、建築や工学にあこが
れた少年時代の夢となんとなく繋がる気がしたからで
す。

消化器外科の治療内容
消 化 器 と は、食 道、胃、膵 臓、肝 臓、胆 嚢、小 腸、

察に来られる時間は、医師である私がサービスを提供する時間です。一番避けたいのが、患者様が
モヤモヤした気持ちを持ったまま帰宅してしまうこと。来ていただいた以上、やはりスッキリした
気持ちでお帰りになってもらわなければなりません。
もちろん、病気によっては、確実な答え＝治療が確認されていない場合もあります。しかし、そ
のような場合でも、わかりやすく病状について説明し、これからの治療の道筋をより詳しく指し示
して、満足してお帰りいただく…患者様と対峙するときには、常にこのようなことを心がけています。

大腸など、口から肛門まで続く器官のことを指し、こ
れらの器官の病気を外科的に治療する診療科が消化器
外科となります。
主な病気は、消化器系のがん（食道がん、胃がん、
大腸がん、肝臓がん、膵臓がんなど）、腹膜炎、腸閉塞、
ヘルニア、虫垂炎、胆石などがあり、腹痛、下血、吐
血といった症状で来られる患者様を診察します。

学部を受験することに。人の命を助けたいという想い

たかが「腹痛」と言っても、重い病気が原因の可能

が強かったことから、医学部の門を叩くことにしまし

性もありますので、少しでもそうした症状があった時

た。

や心配な時には遠慮なく受診していただければと思っ

その後、医師になり、消化器外科を専門に選びました。

医師にとって、患者様は患者であるとともにひとりのお客様であると思っています。患者様が診

消化器外科部長
か

加

のう

納

つね

恒

ひさ

久

●専門
消化器外科・一般外科
●所属学会
日本外科学会、日本消化器外科学会、
日本消化器病学会、日本内視鏡外科学会、
臨床外科学会

ております。

これは人体や病気の構造を視覚的に捉えて治療に結び
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