
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

外 山 塚 原 第１・２・４週 (第２・4 週　)

(胃カメラ) （糖尿病予約） 森
(一般内科)

(消化器)

(整形外科)） 塚　原
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 鈴 木 (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  

 

 

（４） 無料送迎バスのご案内   

 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）      2020年11月1日より変更になりました。 
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※発熱の症状がある方は、マスクの着用と合わせて事前にお電話でのご連絡をお願いします。 
※休診期間中、急病の方は生協戸塚病院（TEL：045（864）1241）又は＃7119にご相談ください。 
※川瀬先生の外来は、8月 6日、20日、27日です。ご注意ください。 
※矢野先生の外来は、8月 13日休診です。代診は外山先生です。 

（１）               ２０２１，7／２５ 発行 
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 令和 3年度 

成人用肺炎球菌ワクチン予防接種 

のご案内 

    
 

              令和3年度肺炎球菌ワクチン接種がはじまりました。 

対象者は、横浜市内に住民登録があり、過去に自費（任意 

接種）を含めて一度も23価肺炎球菌ワクチンを接種したこ 

とが無く、下記の年齢に該当する人です。 

 

 

 

65歳 昭和31年4月 2日生 

～昭和32年4月1日生 

70歳 昭和26年4月 2日生 

～昭和27年4月 1日生 

75歳 昭和21年4月 2日生 

～昭和22年4月1日生 

80歳 昭和16年4月 2日生 

～昭和17年4月 1日生 

85歳 昭和11年4月 2日生 

～昭和12年4月1日生 

90歳 昭和6年4月 2日生 

～昭和7年4月 1日生 

95歳 大正15年4月 2日生 

～昭和2年4月 1日生 

100歳 大正10年4月 2日生 

～大正11年4月 1日生 

  

実施期間は、令和3年7月 1日から令和4年 3月31日までです。 

接種費用は、3000円です。（ただし一定条件に該当する方は無料で受ける事ができます。予防接種のご案内を 

ご確認ください。） 

接種に必要なものは、予診表、健康保険証（住所・氏名・年齢を確認できるもの）、診察券などです。 

実施期間を過ぎると、3,000円で受ける事ができなくなりますのでご注意ください。 

 

戸塚駅コース（月・水・金） ①  ②  ③  ④  ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ 

戸塚病院 発 8:00 8:45 9:35 10:20 11:05 11:45 13:30 14:20 15:10 

戸塚駅西口 
(三菱UFJ銀行前) 

8:10 8:55 9:45 10:30 11:15 11:55 13:40 14:30 15:20 

戸塚診療所 8:17 9:02 9:52 10:37 11:22 12:02 13:47 14:37 15:27 

新宮之谷トンネル（シ
ャーメゾン前） 8:20 9:05 9:55 10:40 11:25 12:05 13:50 14:40 15:30 

ぐみさわ東ハイツ 
（郵便ポスト前） 8:27 9:12 10:02 10:47 11:32 12:12 13:57 14:47 15:37 

戸塚病院 着 8:32 9:17 10:07 10:52 11:37 12:17 14:02 14:52 15:42 

 



 

 

（２）エコー検査で分かること 

超音波（エコー）とは、人が聴くことができない高い周波数の音波です。この高い音を臓器に当て

て、跳ね返ってきた音を電気信号に変えて画像に表します。「何にあたって跳ね返ってきたか」によ

って受け取る信号は変わるため、内側の様子をより鮮明に知ることができます。 

 

超音波検査はこんな方にオススメです。 

 

☆体表超音波検査の場合（乳腺・甲状腺エコー含む） 

体表エコーは文字通り甲状腺・乳腺や皮膚の表面の病変の検出に優れていま 

す。また、脂質異常症の方で、めまいが起きたりする場合、頸の血管の 

超音波検査（頸動脈エコー）をする場合があります。 

具体的には 

・乳腺の腫瘍が気になる方         ・甲状腺が大きいといわれた方 

・ご家族の中に甲状腺疾患をお持ちの方   ・健康診断で甲状腺や乳腺の異常を指摘された方 

・皮膚の「できもの」が気になる方（悪性かどうかなど） 

・コレステロールが高く、頸の血管が詰まっていないか気になる方      などです。 

 

●甲状腺エコー 

のどの部分にある甲状腺に超音波を当て、甲状腺の大きさ、主要病変の位置や大きさ・性状などを

調べる検査です。血液検査（FT3、FT4、TSH）とセットでの検査を行うことがあります。 

これらの検査により甲状腺のう胞、バセドウ病、橋本病などの疾患の診断などが可能です。  

 

●頸動脈エコー 

首の血管に超音波を当て、頸動脈の動脈硬化やプラーク（動脈壁が厚くなっていること）による閉

塞がないかを調べます。頸動脈は脳につながる大切な血管です。この血管がつまったり細くなった

りすると、脳に十分な血液が流れません。 

頸動脈エコーは全身の動脈硬化度の評価の指標となり、頸動脈狭窄や閉塞、あるいは脳梗塞になり

える動脈硬化性血管病変の発見に有効な検査です。 

 

☆腹部超音波検査の場合 

検査部位としては、肝臓・胆のう・膵臓・腎臓・脾臓・膀胱・前立

腺・婦人科系臓器などです。腫瘍はその大きさや性状だけでなく、

場合によってはどのくらいの深さまで達しているかなども判別でき

ることもあります。 

健康診断の血液検査（特に肝機能の値：ALP、AST、ALT、γ-GPT など）の数値が基準より高く「要

検査」となった場合は、こうした腹部エコー検査を受ける場合があります。 

（３） 

具体的には 

・肝機能異常を指摘されている方      ・脂肪肝を指摘されている方 

・胆嚢ポリープを指摘されている方（大きくなり1cm以上になると手術の適応になります） 

・最近右の脇腹に痛みをかんじる方（胆石の疑いがあります） 

・腹痛の診断をより正確に知りたい方    ・腎臓疾患・尿管結石などが気になる方 

・最近頻尿が気になる方（過活動性膀胱の精査にも有用です） 

 

☆心エコー（心臓エコー） 

心エコー検査とは、超音波を用いて心臓を画像にして心臓の動きや大きさ、弁の状態、血液の流

れなどを観察する検査です。弁膜症、虚血性心疾患、心筋症、先天性心疾患などの診断に用いら

れます。 

 

☆下肢血管エコー 

脚部にある深部静脈という血管には、血液のかたまり（血栓）が出来ることがあります。その血

栓が肺に流れて詰まると、呼吸困難や突然死の原因となる可能性があります。下肢血管エコーは、

そうした深部静脈にある血管を探るのに効果的な検査です。 

太ももからくるぶしにかけて動脈や静脈の流れが順調か、血栓がないかを 

検査します。 

具体的には、歩行時の足の痛みやしびれの原因となる閉塞性動脈硬化症の 

有無、脳梗塞・足のだるさ・むくみの原因となる深部静脈血栓や静脈瘤の 

有無と原因を調べることが出来ます。 

  

☆乳腺エコー（戸塚診療所では行っていません） 

乳房にエコーをあて、視触診で発見したしこりの性状の観察や、乳腺の状態を調べる検査です。

乳腺が発達している若い世代でも、しこりが見つけやすく、手で触れないような小さなしこりも

発見できるのが特徴です。嚢胞や腺腫などが見つかった場合は、精密検査が必要となる場合もあ

ります。  

 

実際にエコー検査を受けたことがある人も、こんなにもエコーの種類があるとご存じでしたか？ 

大腸カメラや胃カメラに比べると、患者さんには比較的気軽に受けていただける検査だと思いま

す。 

健康診断で肝機能障害を指摘されている方などは、エコー検査で精密検査が必要になるケースも

多いです。 

健康診断の結果をそのままにはしていませんか？ぜひ、一度ご相談ください。 

 

 


