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子宮頸がんにならないように

Hot Mail

パート 1

―予防ワクチン接種の勧め―

病院長

雨宮

章

我が国で子宮頸がんは 12000 人 / 年の女性に発生し、その結果 2400 〜 2500 人 / 年が死亡しています。
最近特に 20 〜 30 代の若い女性に急増していることが大変に問題です。子宮頸がんはヒトパピローマウィル
ス（ＨＰＶ）の感染が原因となって発生します。ＨＰＶは男性にも女性と同率に感染しており、主に性交渉で
感染し、性交渉のある女性の 80％は感染していると考えられています。ＨＰＶの中で特に頸がんを発生し易い

ひ

だま り

16 型、18 型に対するワクチンが最近開発され、これを接種することで頸がんの発生を少なくとも 70％妨げ
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るようになりました。しかし、これは予防のワクチンなので、現在子宮頸がんになっている方を治療する働き
はありません。
従って、女性は 20 歳を越えたら子宮頸がん検診を１〜２年に１回必ず受けてください。

医療福祉相談室よりお知らせ
ご入院先の検討や療養上のお悩みなどのご相談がありましたら
ソーシャルワーカーまでお気軽にお声かけください。
ご相談内容についての秘密は厳守いたします。

お問い合わせ

本院

044-955-8220（一般 / 療養）

分院

044-955-1611（療養）

保育室から

入学おめでとう！

今年もたま日吉台病院保育室か
ら子どもたちが巣立ちました。
今春から小学校に通う子どもた
ちです。
保育室で多くの時間を過ごし、
仲良しのお友達に囲まれて毎日
思いっきり遊びながら、たくさ
んの思い出を作った３人の子ど
もたち。
保育室の思い出と共に、元気いっぱい成長してくれることを願って
います！

編集後記
花の便りもあちこちで聞かれる季節にな
りました。お花見の計画を立てている方
も多いのではないでしょうか。既に楽し
まれた方もいらっしゃるかもしれません
ね。花どきは気候不順とか。皆様もおか
らだには十分お気をつけてこの時期の美
しさを満喫してください。
皆様が新年度を力いっぱい踏み出されま
すよう、たま日吉台病院職員一同、実行
力をもってなお一層努力してまいります。
それでは次号もお楽しみに。

新富士病院グループ
医療法人社団 [ 神奈川県 ]

晃進会
広報委員Ｒ

たま日吉台病院
たま日吉台病院分院
よろこび ( 訪看 ) ほか

医療法人社団 [ 東京都 ]

医療法人社団 [ 東京都 ]

三医会

逸生会

鶴川記念病院
ひまわり ( 訪看 ) ほか

大橋病院
ラポール高島平

医療法人社団 [ 静岡県 ]

医療法人社団 [ 静岡県 ]

医療法人社団 [ 神奈川県 ]
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新富士病院
ヒューマンライフ富士 ( 老健 ) ほか

たま日吉台病院本院

ヒューマンヴィラ伊豆 ( 特集 )

ヴィラージュ富士 ( 特養 )
富士中央ケアセンター（老健）
ほか

〒215-0013 神奈川県川崎市麻生区王禅寺 1105 番地
TEL: 044-955-8220 FAX: 044-953-8199

分院

たま日吉台病院の
スマホサイトはこちら

ヴィラージュ川崎 ( 特養 )

〒215-0013 神奈川県川崎市麻生区王禅寺 1142 番地
TEL: 044-955-1611 FAX: 044-955-1621

健康診断
予約
不要

本院は予約不要で
当日の健診が可能
です !!

ひだまり 2013 Spring Vol.34
本院、分院それぞれで
健康診断を受けることができます。

本院
予約制

分院は予約制です。
日時を設定し安心して
健診が受けられます !!

たまひよ病院イベント告知

労働安全衛生法に関わる健診
（雇入時・入学時の健診診断）

本院では、このほか外来受診と
ワクチン接種もおこなっています。

川崎市がん検診

今年は、前回の大好評だった「川崎体操」のほか、新たにバザーを用意しております。

胃がん・大腸がん・肺がん

その他のプログラム

外来

ワクチン接種
任意予防接種 子宮頸がん予防ワクチン、肺炎球菌ワクチン

（予定）

被用者保険特定健康診査

・講演
・各種測定（身長 体重 血圧 骨密度 血管年齢） ・クイックマッサージ
開催時間 13 時 30 分〜 16 時 00 分（受付開始時間 13 時 00 分より）

分院で受けることのできる健診

協会けんぽ生活習慣病予防健診
人間ドッグ

・内科 ・外科 ・整形外科 ・脳外科
・皮膚科 ・婦人科 ・リハビリテーション科

今年は「身近な病院」をコンセプトに健康に感謝する日を開催いたします。
日々の暮らしの中で、健康に不安を感じたら「そうだ !! たま日吉台病院へ行こう」
と思って頂ける病院をこのイベントで感じて頂ければと思います。

地

子宮がん・乳がん・骨粗しょう症

後期高齢者健康診査

6 月１日（土）開催します !!
域の皆様へ

本院・分院のどちらでも受けるこのできる健診

川崎市特定健康診査（特定健診）
及び、特定保健指導

「第 13 回 健康に感謝する日」

分院

基本半日コース
レディースコース

☆がん検診等、通年受けられますので
お問い合わせください。
お待ちしております !!

各種測定
クイックマッサージ

インフルエンザワクチン など

身長 体重 血圧
骨密度 血管年齢

お問い合わせ先
お問い合わせ先

044-955-1611
044-969-0454（健診部）

お問い合わせ先

044-955-8220

コメディカル情報

路 線 バ ス 乗 り 場 案 内
たまプラ方面

日吉ノ辻

たま日吉台病院
分院

時刻表をご希望の方は受付にお越し下さい。
※病院から、新百合ヶ丘・あざみ野への
送迎バスも出ております。

本院 下車

延命地蔵尊

分院 下車

日吉の辻

こんにちは、
リハビリテーション科です。
行楽シーズンに向けてお体
を整えてみませんか。
腰痛予防におすすめの体操
をご紹介します。
是非お試しください。

延命地蔵尊
たま日吉台病院

柿生方面

川崎体操

たま日吉台病院

本院

たま日吉台病院

分院

