
完全予約制 来院は2回
結果説明の来院は必須です。

※すでに乳腺外科や婦人科へ通院中の方は主治医の指示に
従ってください。
※受診に関する不明点につきましては八潮市立保健センター
にご確認ください。

 1 . 上記以外の時間帯は、ご予約ができませんので、予めご了承下さい。
 2 . 予約の際は、検査日と結果説明日時を第3希望まで検討し、ご予約をお願い致します。
 3. 保健センターより届くご案内書類がお手元にない場合は、ご予約ができません。
※ご案内書類がお手元にない場合は、八潮市保健センターへお問合せ下さい。

※予約時の注意事項を必ずお読みください。※予約時の注意事項を必ずお読みください。

①八潮市保健センターより受診のご案内書類が届く。
② 電話にて予約をする。
③ 当日、撮影来院をする。※予約時間の15分前に来院する。
④ 2週間後に結果説明の来院をする。
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予約～結果までの流れ

完全予約制です。（2回とも完全予約制）
※必ず、撮影・結果説明の２度来院して頂きます。

月～土曜日　
※時間につきましては、上記へお問合せください。

月～土曜日　
※時間につきましては、上記へお問合せください。

・健康保険証　・負担金（ある方のみ）
・保健センターより届くご案内書類
※保健センターより届く書類の持参がない場合は、ご受診できません。

当院では、妊娠中、豊胸手術をされている方、授乳中、断
乳後半年以内の方の撮影はできません。

完全予約制です。（2回とも完全予約制）
※希望日の1ヵ月前の予約となります。
※必ず、検査と結果説明の２度来院して頂きます。

・健康保険証　・負担金（ある方のみ）
・保健センターより届くご案内書類
※保健センターより届く書類の持参がない場合は、受診できません。

着脱しやすい服装でお願い致します。

①八潮市保健センターより受診のご案内書類が届く。
②電話にて予約をする。
③当日、検査来院をする。※予約時間の20分前に来院する。
④2週間後に結果説明の来院をする。

予約電話番号
（定員になり次第終了です）

お問い合わせ

〈平　 日〉8:30～12:00 13:00～17:00
〈土曜日〉8:30～12:00/日曜日・祝除く

八潮市立保健センター 048-995-3381

048-998-8001

予約時
の

注意事項

乳がん検診乳がん検診 子宮がん検診・・八潮市

新型コロナウイルスの影響により、実施内容等が変わる可能性がございます。

潮止小6年生 喜久川 瑶さんが
インタビュー

今月は、病院の院内感染対策について、潮止小学校6年の
喜久川瑶さんにおいでいただき、感染対策チームの責任者で
ある看護部の川名哲科長にインタビューしていただきました。
喜久川さんは、昨年度の八潮市青少年の主張大会で、感染

対策について発表し「優良賞」を受賞されています。

多職種で構成された感染対策チームが活動

院内の組織で「感染対策チーム」（ ICT＝ In fec t ion 
Control Teamと呼ばれています）があり、患者さまやご家
族、職員の安全を守るための感染対策活動に従事しています。
　具体的には次のような活動を行っています。

Q

A

八潮市立潮止小学校6年
喜久川 瑶さん

病院の院内感染対策は・・・病院の院内感染対策は・・・

病院内の感染対策はどのように実施していますか？

当院感染対策チームリーダー
看護部科長 川名 哲答える人 質問する人

●院内ラウンド
　院内の感染対策の実施状況を見回ることで、定期的に院
内各部署を巡視しています。例えば、医療・看護が提供され
る現場の環境状況や、手洗いや黙食などの確認と相談を受
けています。
●サーベイランス
　感染症の発生の状況を調べることです。院内の感染症の
発生率状況を把握するために、データ収集を行い分析と報告
を行っています。
●抗菌薬の適正使用についてのカンファレンス
　カンファレンスはメンバーが集まって行う会議で、毎週定期
的に行っています。院内の抗菌薬の使用状況を把握し適正に
使用されているか確認し院内感染発生防止に努めています。
●感染対策に関する相談
　各部所から感染対策に関する相談や運用方法など、感染対策
に関するすべての相談の窓口となり感染対策につなげています。

●感染症発生時の対応
　ウイルス疾患などが院内で発生した場合の対応や保健所
に発生届の対応など院内で発生した感染症に対する対応を
行っています。
●職員研修
　全職員を対象に院内感染研修会を年2回行っています。ま
た、感染リンクスタッフ（各部署の感染対策担当者）を中心に各
部署年2回の研修会を実施しており、感染対策への意識を向上
するために努めています。

●ポスター掲示による注意喚起
　院内には様々な方の出入りがあり
ます。その方々に向けマスク着用や手
洗いの実施・検温実施協力などのポ
スター掲示による注意喚起するため
にICTや感染リンクスタッフなどでポ
スター内容を検討し掲示しています。

きくかわ　　　 よう
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内科、呼吸器内科、循環器内科、消化器内科、糖尿病内科、神経内
科、内視鏡内科、人工透析内科、緩和ケア内科、リウマチ科、外科、
呼吸器外科、心臓血管外科、消化器外科、乳腺外科、整形外科、脳
神経外科、形成外科、小児科、皮膚科、泌尿器科、婦人科、眼科、耳
鼻咽喉科、リハビリテーション科、放射線科、麻酔科（玄 運官）

※日・祝日は休診。但し救急外来
は24時間受付しております。

八 潮 中 央 総 合 病 院 の 概 要

9:00～ 13:00・14:00～ 17:30
8:00～ 12:00・12:30～ 16:30

9:00～ 13:00
8:00～ 12:00〈受付時間〉

平　日

〈受付時間〉
土曜日

名　称

医療法人　社団協友会　八潮中央総合病院
診療科目

診療時間

所在地

〒340-0814　八潮市南川崎845番地

設立年月日
昭和48年3月24日

建　物
鉄筋コンクリート造5階建・免震構造

認可病床数

250床（一般186床・緩和ケア14床・回復期リハ50床）



❶まず手指を流水
でぬらす

❹手の甲を手の
平でもみ洗う

❺指を組んで指の
間をもみ洗う

❻親指をもう片方
の手で包みもみ
洗う

❼指先をもう片
方の手の平で
もみ洗う

❽両手首までてい
ねいにもみ洗う

❾流水でよくすすぐ

❷石鹸液を適量手
の平に受け取る

❸手の平をこすり
合わせよく泡立
たせる

ICTメンバー
医 師

看 護 師

臨床検査技師

薬 剤 師

総 務 課

渡辺（内科）

川名科長（感染管理室）、室井係長（5A病棟）、
杉野係長（手術室）、石川係長（4B病棟）、
横山主任（4B病棟）

長谷川科長（検査技師長）・東主任

岡平科長（薬局長）・饗庭主任

岡田 計：11名

●ICTメンバー集合写真

●院内ラウンド風景（5A病棟内）

ICTは感染制御の最前線

感染症にはいろいろな種類が

洗ったつもりでも洗い残しが・・・

院長直属のチームで、医師・看護師・薬剤師・検査技
師・事務職など、病院内のさまざまな職種のスタッフ
がチームで対応します。

Q

A

感染対策チームは、どのようなメンバーで活動を
しているのでしょうか？

ワクチン接種をする理由は…何回もやるのはなぜですか？

ワクチンを接種することにより、あらかじめウイルスや細菌（病原体）に対
する免疫（抵抗力）を作り出し、病気になりにくくするのです。 コロナになら
ないわけではありません。コロナになりにくくするということと、感染しても
症状を緩和する目的で行います。ワクチンの役割は、「個人を守ること」と「社
会を守ること」と言われています。
ワクチンを何回も行うのは、一度ワクチン接種をしても時間が経過すると

効果が薄れてくると言われています。また、ウイルスが変異してより感染力が
強くなっていくため、現在わが国では3回の接種を勧めています。

Q

A

ワクチン接種をする理由は何ですか。また、何回もやるのはなぜですか？

一人ひとりが意識して感染対策を

昨年度の八潮市青少年の主張大会で喜久川さんが発表されたように、マ
スクや手洗いなどの感染対策を一人ひとりが意識をして実施していくことに
尽きると思います。
コロナの感染はまだまだ油断できない状況です。今後も日常生活の中の

感染対策をお願いします。
病院の中でも、患者さまやご家族、職員が感染しないよう、ICTのメン

バーを中心に病院全体で、感染対策を徹底していきたいと思います。

Q

A

私たちが学校など日常生活で気を付けることは何でしょうか？

皆さんが知っている結核やインフルエンザ、麻しん（は
しか）、日本脳炎など数多くの感染症があります。
感染経路は、「接触感染」「飛沫感染」「空気感染」があ

ります。
テングのようなマスクを見たことがあると思います

が、ウイルスの大きさによってマスクが変わってきます。
「接触感染」を防ぐためには手洗いが必要です。
「飛沫感染」を防ぐためには、マスクの着用ですね。
「空気感染」を防ぐためには、人と人との距離をとるこ
とや換気をすることなどが対策として考えられます。

Q

A

感染症といわれるものは、コロナのほかにどのよ
うなものがありますか？それらの予防はコロナの
場合と同じでしょうか？

例えば自分では手洗いをしていると思っても、洗い
残しがあるとウイルスは残ってしまいます。
当院では、市内各小学校のご希望に応じて「手洗い

教室」を実施しています。その時は、洗い残しが出な
いよう正しい手洗いができるようにポイントをお伝え
しています。
また、マスクについては、つけたまま話していると鼻

が自然と出てしまうことがあります。学校のお友達に
もいるかもしれませんが、注意が必要です。

Q

A

手洗いやマスクをしても感染してしまうことが
あります。どうしたらよいでしょう？

手洗いのポイント
八潮市立潮止小学校6年 喜久川 瑶さん

インタビューを終えて

病院の感染対策をいろいろと聞くことができ、とても勉強になり
ました。当たり前の日常が戻ってくるのはもう少し時間が必要だと
思いますが、今後も自分でできる感染対策を意識して行っていきた
いと思います。

おいでいただきありがとうございました。
喜久川さんはとてもしっかりとした考えをお持ちで感心しまし

た。将来の夢はいろいろあると思いますが、個人的には医療従事者
として活躍していただきたいと思いました。

リハビリテーション科リハビリテーション科 当院リハビリテーション科では、ストレッチや筋力トレーニングの方法をYouTube動画やインスタ
グラムでわかりやすく解説しています。ぜひ一度ご覧いただき、ストレッチ・筋トレ等をお試しください。

▼やしおリハちゃんねる ▼Instagram（インスタグラム）

当院感染対策チームリーダー 川名 哲科長

https://www.instagram.com/yashio_rehachannel/youtube.com/channel/UCYvvSlAu2wmi_qZgHI9f9ng?app=desktop

きくかわ　   よう かわな  さとる
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※ご案内書類がお手元にない場合は、八潮市保健センターへお問合せ下さい。

※予約時の注意事項を必ずお読みください。※予約時の注意事項を必ずお読みください。

①八潮市保健センターより受診のご案内書類が届く。
② 電話にて予約をする。
③ 当日、撮影来院をする。※予約時間の15分前に来院する。
④ 2週間後に結果説明の来院をする。

受 

付

実
施
日

受 

付

実
施
日

当日の持ち物

注意事項

予約～結果までの流れ

当日の持ち物

注意事項

予約～結果までの流れ

完全予約制です。（2回とも完全予約制）
※必ず、撮影・結果説明の２度来院して頂きます。

月～土曜日　
※時間につきましては、上記へお問合せください。

月～土曜日　
※時間につきましては、上記へお問合せください。

・健康保険証　・負担金（ある方のみ）
・保健センターより届くご案内書類
※保健センターより届く書類の持参がない場合は、ご受診できません。

当院では、妊娠中、豊胸手術をされている方、授乳中、断
乳後半年以内の方の撮影はできません。

完全予約制です。（2回とも完全予約制）
※希望日の1ヵ月前の予約となります。
※必ず、検査と結果説明の２度来院して頂きます。

・健康保険証　・負担金（ある方のみ）
・保健センターより届くご案内書類
※保健センターより届く書類の持参がない場合は、受診できません。

着脱しやすい服装でお願い致します。

①八潮市保健センターより受診のご案内書類が届く。
②電話にて予約をする。
③当日、検査来院をする。※予約時間の20分前に来院する。
④2週間後に結果説明の来院をする。

予約電話番号
（定員になり次第終了です）

お問い合わせ

〈平　 日〉8:30～12:00 13:00～17:00
〈土曜日〉8:30～12:00/日曜日・祝除く

八潮市立保健センター 048-995-3381

048-998-8001

予約時
の

注意事項

乳がん検診乳がん検診 子宮がん検診・・八潮市

新型コロナウイルスの影響により、実施内容等が変わる可能性がございます。

潮止小6年生 喜久川 瑶さんが
インタビュー

今月は、病院の院内感染対策について、潮止小学校6年の
喜久川瑶さんにおいでいただき、感染対策チームの責任者で
ある看護部の川名哲科長にインタビューしていただきました。
喜久川さんは、昨年度の八潮市青少年の主張大会で、感染

対策について発表し「優良賞」を受賞されています。

多職種で構成された感染対策チームが活動

院内の組織で「感染対策チーム」（ ICT＝ In fec t ion 
Control Teamと呼ばれています）があり、患者さまやご家
族、職員の安全を守るための感染対策活動に従事しています。
　具体的には次のような活動を行っています。

Q

A

八潮市立潮止小学校6年
喜久川 瑶さん

病院の院内感染対策は・・・病院の院内感染対策は・・・

病院内の感染対策はどのように実施していますか？

当院感染対策チームリーダー
看護部科長 川名 哲答える人 質問する人

●院内ラウンド
　院内の感染対策の実施状況を見回ることで、定期的に院
内各部署を巡視しています。例えば、医療・看護が提供され
る現場の環境状況や、手洗いや黙食などの確認と相談を受
けています。
●サーベイランス
　感染症の発生の状況を調べることです。院内の感染症の
発生率状況を把握するために、データ収集を行い分析と報告
を行っています。
●抗菌薬の適正使用についてのカンファレンス
　カンファレンスはメンバーが集まって行う会議で、毎週定期
的に行っています。院内の抗菌薬の使用状況を把握し適正に
使用されているか確認し院内感染発生防止に努めています。
●感染対策に関する相談
　各部所から感染対策に関する相談や運用方法など、感染対策
に関するすべての相談の窓口となり感染対策につなげています。

●感染症発生時の対応
　ウイルス疾患などが院内で発生した場合の対応や保健所
に発生届の対応など院内で発生した感染症に対する対応を
行っています。
●職員研修
　全職員を対象に院内感染研修会を年2回行っています。ま
た、感染リンクスタッフ（各部署の感染対策担当者）を中心に各
部署年2回の研修会を実施しており、感染対策への意識を向上
するために努めています。

●ポスター掲示による注意喚起
　院内には様々な方の出入りがあり
ます。その方々に向けマスク着用や手
洗いの実施・検温実施協力などのポ
スター掲示による注意喚起するため
にICTや感染リンクスタッフなどでポ
スター内容を検討し掲示しています。

きくかわ　　　 よう

〒340-0814 埼玉県八潮市南川崎845番地 
TEL 048-996-1131 FAX 048-997-2135
http://www.yashio-cgh.jp

上尾中央医科グループ　医療法人 社団協友会

日本医療機能評価機構認定

病院ホームページ▶ 
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内科、呼吸器内科、循環器内科、消化器内科、糖尿病内科、神経内
科、内視鏡内科、人工透析内科、緩和ケア内科、リウマチ科、外科、
呼吸器外科、心臓血管外科、消化器外科、乳腺外科、整形外科、脳
神経外科、形成外科、小児科、皮膚科、泌尿器科、婦人科、眼科、耳
鼻咽喉科、リハビリテーション科、放射線科、麻酔科（玄 運官）

※日・祝日は休診。但し救急外来
は24時間受付しております。

八 潮 中 央 総 合 病 院 の 概 要

9:00～ 13:00・14:00～ 17:30
8:00～ 12:00・12:30～ 16:30

9:00～ 13:00
8:00～ 12:00〈受付時間〉

平　日

〈受付時間〉
土曜日

名　称

医療法人　社団協友会　八潮中央総合病院
診療科目

診療時間

所在地

〒340-0814　八潮市南川崎845番地

設立年月日
昭和48年3月24日

建　物
鉄筋コンクリート造5階建・免震構造

認可病床数

250床（一般186床・緩和ケア14床・回復期リハ50床）


