
 

 

（４） 無料送迎バスのご案内  4月1日からぐみさわ東ハイツが追加になりました。 

 戸塚駅西口(三菱UFJ銀行前)から、戸塚診療所・戸塚病院行きの無料送迎車が運行されてい 

ます。お気軽にご利用ください。（月・水・金の隔日運行です）  
  

戸塚駅コース(月・水・金) ① ② ③      ④       ⑤       ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ 

戸塚病院 8:00 8:45 9:30 10:15 11:00 11:45 13:30 14:15 15:10 

戸塚駅西口 

三菱UFJ銀行前 
8:15 9:00 9:45 10:30 11:15 12:00 13:45 14:30 15:25 

戸塚診療所 8:22 9:07 9:52 10:37 11:22 12:07 13:52 14:37 15:32 

ぐみさわ東ハイツ 

（郵便ポスト前） 
8:30 9:15 10:00 10:45 １１:30 12:15 14:00 14:45 15:40 

戸塚病院 8:32 9:17 10:02 10:47 11:32 12:17 14:02 14:47 15:42 

 

 

 

診 療 体 制 表  ２０１９年 ５月 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
休診期間中、急病の方は生協戸塚病院(TEL：045（864）1241)にご相談ください。 
4月から医師体制が変更になっています。ご注意ください。 

（１）              ２０１９，４／２５ 発行 
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2019年度 がん検診の制度が変更になりました。  
  

 横浜市のがん検診の制度が変更になりましたのでお知らせしたいと 

         思います。 

          大腸がん、胃がん（Ｘ線）、乳がん検診 3点について変更になりました。 

 

  ① 大腸がん検診 

     検診にかかる自己負担額 600円が無料になります。 

  ② 胃がん（Ｘ線）検診 

     対象年齢 40歳から50歳からに引き上げられます。 

     受診間隔 1年度に1回から2年度に1回に変更にな 

 りました。 

  ③ 乳がん検診 

     視触診が選択制になりました。 

     マンモグラフィーのみの受診が可能になりました。（マンモグラフィー必須です） 

   

   2019年度戸塚診療所 がん検診料金表  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 乳がん検診については、戸塚病院にご相談ください。 

5月のニコニコ食堂＆カフェの予定 

            5月 11日（土）  12：00-13：00  2階ホール     

月 火 水 木 金 土

(胃カメラ)

外 山 外 山 薄 葉 古 屋 外 山 外 山
(一般内科) (第1 週)

午 前 (消化器) 鈴木ちぐれ

9：00～ (一般内科) (一般内科) (一般内科) (一般内科) 川 瀬 (一般内科)

12：00 (消化器) (消化器) (神経内科) 第1・3・５週

受付終了 （もの忘れ外来） 外　山

近 藤 外 山 塚 原 第１・２・４週 (第２・4 週　)

（糖尿病予約） (胃カメラ) （糖尿病予約） 森
(一般内科)

(消化器)

第１・３週 (整形外科)） 中　口
第1 ・3 ・5 週 (第２・4 週　)

初診は1 1時受付終了 （糖尿病予約）

外 山 外 山 14:00～

午 後 飯 塚 (一般内科) (一般内科) 矢 野
13:30～ (一般内科) (消化器) (消化器) (一般内科)

16:30 山　崎 野 末 （循環器）

受付終了 （整形外科） (神経科予約)

外 山
夜 診 (一般内科)

17:30～ (消化器)

19:00 加 瀬
受付終了 (神経科予約)

＊18:50まで

 

40～69歳 70歳以上

大腸がん 1年度に1回 40歳以上 無料 無料

胃がん（Ｘ線） 2年度に1回 50歳以上 3,140円 無料

胃がん(内視鏡） 2年度に1回 50歳以上 3,140円 無料

肺がん 1年度に1回 40歳以上   680円 無料

前立腺がん 1年度に1回 50歳以上 1,000円 無料

検診の種類 受診回数 対象
費　　用

 



 

 

 

 

（2）ＷＨＯ世界たばこ禁煙デー 
 

  世界保健機関（WHO）により毎年 5月 31 日に定められ、タバコフリー（たばこ 

から解放された）社会の構築を目指し、世界中でキャンペーンが行われます。 

2019年のテーマは、「たばこと肺の健康」です。 

日本では「2020年、受動喫煙のない社会を目指して～たばこの煙から子ども達を 

まもろう～」を 2016年からテーマにしています。 

医療生協は、この取り組みに賛同し禁煙ポスター、ぬ 

りえの取り組みを続けています。 

今年もたくさんの方にご協力をいただきました。 

 診療所に届いている沢山 

のかわいらしい色とりどり 

のぬりえ達が待合室を和ま 

せてくれています。 

ご提出いただいたぬりえは、6月 9日まで待合室に掲 

示しています。 

受診の際または近くにお越しの際は、是非１度ご覧に 

              なって下さい。 

  

 

高校生看護１日体験が終わって  看護師めざし がんばって！！ 

 

高校生看護１日体験が、3月 26日・29日の 2日間行われました。 

3人の学生が、将来自分達がついているであろう職種：看護師の体験をしました。 

          日常では、恐らく測ることがない血圧をお互いに測り 

             合いました。電子血圧計ではなく、アネロイド血圧計 

を使用して計ってもらいました。 

また、放射線技師・検査技師から診療所で行う検査に 

ついて話しを聴きました。薬については薬剤師から丁 

寧な説明を受けました。 

普段直接話を聞く機会が 

少ないので、とても熱心に耳を傾けて聞いていました。 

 短時間ですが、1日体験を通して医療現場で働く喜びや 

厳しさなど、少し参考にしていただけたらと思います。 

いつの日か一緒に働くことが出来たらと期待します。 

これからも後継者育成に努力していきたいと思います。 

外来診療時間中でしたが、患者の皆様には体験学習にご協力いただきありがとうご 

ざいました。 

（3）医師紹介  ～よろしくお願いします～ 

  

  4月から戸塚診療所で 2名の先生が一緒に働いて頂けることになりました。 

  先生方にいくつか質問をしましたのでご紹介します。 

 

  水曜日・午前担当 

 

  薄葉阿依（うすば あい）先生  

・出身は？ 新潟大学出身 

  ・趣味は？ 温泉旅行（最近中々行けていません） 

        買い物 

  ・休日の過ごし方は？ 3人の子供を追いかけ回しています。 

  ・専門の科は？  内科・小児科 

  ・医師になろうとしたきっかけは？ 

    当時は、白血病の治療（骨髄移植など）に取り組みたかったです・・。 

  ・その他一言 

    どうぞよろしくお願いします。 

 

  月曜日・午後担当 

 

  飯塚 友紀（いいづか ゆき）先生 

  ・出身は？ 神奈川県 

  ・趣味は？ 温泉 

        ダイビング 

        写真 

        旅行 

  ・休日の過ごし方は？ ひたすら寝る。 

             旅行のパンフレットを眺める。 

  ・専門の科は？ リウマチ・膠原病内科 

  ・医師になろうとしたきっかけは？ 

    一番最初のきっかけは、Drコトー診療所のドラマを見たことです。 

  ・その他一言 

    地域の皆様にご安心いただけるよう頑張ります。 

    どうぞ宜しくお願い申し上げます。 

 

  診療所から・・・お二人とも、とてもやさしい先生です。 

          些細な事でもご相談ください。 

 

 


