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午後休診 午後休診

第2土曜日は
休診

夜間休診 夜間休診夜間休診
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通所リハビリ 通所リハビリ 通所リハビリ 通所リハビリ 通所リハビリ 通所リハビリ

2020年10月　診療のご案内2020年10月　診療のご案内

石　津

石　津

午前8：00～ お電話をお受けいたします。
048-752-6143
※お電話のおかけ間違いにご注意ください。

 胃カメラ
平　山

 健　診
浅　井

 健　診
浅　井

 往　診
平　山
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医療生協さいたまの
キャラクター”ココロン”

ご来院の予約は
◆胃カメラ……水曜日
◆ＣＴ…10月27日（火）
◆禁煙外来……金曜日

◆相談外来…金曜日
◆栄養相談…水曜日午前
　　　　　　 第3土曜日

※いずれも休診日と重なった場合は、おこなわれません。

夜間休診

大久保

大久保

大久保

大　木

大　木

印刷には人と環境にやさしい
植物油インキを使用しています。

古紙配合率70％再生紙を
使用しています。

202010
月号
10
月号

診療所発 春日部駅西口発
（交番付近）

時刻表

10：20
10：50
11：20
11：50
12：20

10：30
11：00
11：30
12：00
12：30

事業所利用委員会担当　看護長　土生（はぶ）みき子

　虹の箱への投書はありませんでした。街でおしゃ

れなマスクを見かけると、何故か少しほっとします。

でも手洗いの手は緩めずに、コロナとインフルエンザ

を吹き飛ばしましょう。皆様のご意見・ご提案

をお待ちしております。

13（火）
22（木）
23（金）
26（月）
27（火）

診療所日誌診療所日誌

10月のスケジュール
●事業所利用委員会
●東部地区支部長会議
●利根南地区支部長会議
●社保委員長会議
●保健委員長会議

連絡便のご案内連絡便のご案内

診療所　　春日部駅西口

春日部駅西口発着場所

交番

りそな銀行

春日部駅
西口

交
番
付
近

タ
ク
シ
ー

ロータリー

※土・日・祝日以外毎日運行しております。
　ご利用ください。
※土・日・祝日以外毎日運行しております。
　ご利用ください。

（交番付近）

連絡便をおこなっています。

●10日（第2土曜日）は休診となります。

に じ の は こ か ら！！

健康診断のご予約・ご相談は、かすかべ生協診療所まで。

診療所で健康診断を受けましょう!予約受付中です。病気の予防・早期発見、健康づくりのために

春日部市国保特定健診

国保ドック（白岡市・蓮田市・久喜市・幸手市・杉戸町・宮代町）

後期高齢者健診

TEL048-760-6100

2020年8月1日～2020年12月10日

医療生協への加入を
お勧めしています。
医療生協への加入を
お勧めしています。

　日頃よりかすかべ生協診療所の運営にご協力いただきありがとうございます。

　診療所では、まだ組合員でない方へ医療生協への加入をお勧めしています。医療生協は「いつま

でも健康で暮らしたい」「安心して医療や介護を受けたい」と考える地域の人たちが自ら出資し、

事業所の利用や運営に参加する生活協同組合です。

　かすかべ生協診療所を利用されている組合員のみなさんは、健康づくりや、組合員の交流を

地域ごとに行い楽しく活動されています。

　診療所では、健康診断、外来診療、通所リハビリの事業で、組合員のみなさんの健康づくりを

進めています。またフードドライブなど地域でお困りの方を支援する活動も行っています。

　まだ医療生協にご加入されていない方は、ぜひ医療生協へご加入いただきますようお願い

します。組合員のみなさんは、ぜひお知り合いの方へ医療生協への加入をよびかけていただけ

ればと思います。よろしくお願いします。



かすかべ生協診療所だより
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医療生協ケアセンターひだまり 電話 048-760-2630
FAX 048-760-2631

お問い
合わせ先

夏の暑さにもマケズ…

医療生協ケアセンターひだまり 電話 048-760-2630
FAX 048-760-2631

お問い
合わせ先

介護福祉士  若林　みずき

通所リハビリ通信通所リハビリ通信 通所リハビリ直通電話
048-752-6130

ひだまり通信ひだまり通信 ひだまり通信ひだまり通信 

　ケアセンターひだまりでは毎週金曜日の朝に「生協10の基本ケア」の学習会を始めました。  

「10の基本ケア」は

①換気をする　②床に足をつけて座る　③トイレに座る　④あたたかい食事をする

⑤家庭浴に入る　⑥座って会話をする　⑦町内会にお出かけをする

⑧夢中になれることをする　⑨ケア会議をする　⑩ターミナルケアをする　の10項目があり、

住み慣れた家での自分らしい生活をおくるため、生活の中でのリハビリと自立支援のケアを

強化し、最後までその人らしく過ごすための取り組みです。

　私たちの介護の質を向上させるための学習を継続していきたいと思います。

　今年の夏は連日の猛暑。その上、コロナ予防の為にマスク必須で暑さとの戦いでしたね。そんな日々でもデイケアの

利用者様は元気にお過ごしです。

　今回は“セラバンド”の紹介をしたいと思います。一日コースの午後の

時間の活動の一つとしてセラバンドを使ったストレッチ体操を行ってい

ます。セラバンドとはゴム製のトレーニング道具で幅の広いきしめんの

ようですが衰えがちな筋力を効果的に鍛える力があるので、いつまでも

元気で生き生きとした生活が送れるような体作りのお手伝いになれたら

いいなと思います。

　ご興味ありましたら、一度見学に来てみませんか？ お気軽にお問合せ下さい。

ケアセンターひだまり  所長  中鉢　優

今年は早めのインフルエンザ
ワクチン接種を！
今年は早めのインフルエンザ
ワクチン接種を！

健 康
トピックス
　新型コロナに加え、インフルエンザ流行の季節がやって

きました。突然の発熱や咳・倦怠感など、インフルエンザ

と新型コロナ感染症の症状はよく似ており、臨床症状

のみで両者を鑑別することは難しいとされています。

両者が同時に流行すると、今以上に医療機関が検査に

追われて医療体制がひっ迫し、的確な治療の遅れが重症

化を拡大させてしまいます。そのため専門家会議では、

新型コロナとインフルエンザの同時流行を「最大限に警戒

すべき」として、「医療関係者、 高齢者、ハイリスク群の

患者も含め、インフルエンザワクチン接種が強く推奨され

る」と提言しています。

　ワクチンを接種をしても発病を完全に避けられるという

ことではないですが、重症化を予防

できるとされています。

　コロナ禍のインフルエンザの季節、

まずはどちらの予防にも有効な手洗いの徹底や3密の

回避、換気を心がけ、インフルエンザワクチンを接種しま

しょう。

　厚生労働省によると、今シーズンは10月以降およそ

6,300万人分のインフルエンザワクチンが供給される

見込みですが、接種希望者が急増すると思われます。

診療所では10月からインフルエンザワクチン接種を開始

いたしました。予防接種は予約制となりますので、お電話

にて早めのご予約をお願いいたします。

接種後、免疫がつくまでに2週間程度
かかります。免疫効果は約4ヶ月です。

※春日部市以外の高齢者公費負担対象の方は各市町村の問診票をご持参ください。

◎春日部市の高齢者インフルエンザの実施期間

ご予約受付時間は平日8:30～16:30となります。

2020年１０月1日（木）～2021年1月３１日（日）

◎一般のインフルエンザの実施期間
2020年１０月1日（木）～2021年1月３１日（日）

◎春日部市以外の高齢者インフルエンザの実施期間
2020年１０月20日（火）～2021年1月３１日（日）

※かかりつけ医がある方は必ず、かかりつけの医師にご確認の上、ご予約ください。ご予約は、医療生協の組合員に
　加入している方に限ります。

効果効果

TEL048-752-6143（代）ご予約は

　私たちは内視鏡医師・看護師です。コロナ禍、組合員の皆様も苦労の多い日々を過ごしていらっ

しゃることと思います。私たちの現場では、報道にもあるように、感染防護具の不足が大変問題と

なっております。内視鏡検査では、患者様一人終えるごとに毎回防護具を変えなければなりま

せん。7月までは医療用ではないアームカバーや長手袋などを利用し、ホームセンターに売って

いるネギ袋を試したりして凌いできましたが、思うように物を調達できなくなってきました。

　この現状をボランティア「はなみずき」に相談したところ、とても安価な４５Ｌごみ袋で快適な使い

捨てアームカバーを大量に作成してくださいました。写真は白黒で分かりづらいですが、アーム

カバーとエプロンが分かれているので、今までより涼しく暑さ対策にもなっております。

　ボランティアの皆さま、本当にありがとうございます。なかなか直接お会い出来ないので、紙面をお借りしてお礼申し上げます。

　組合員の皆様から頂いたレインコート・フェイスシールド・マスク・その他なども様々な場面で有効に活用させて頂いて

おります。重ねてお礼申し上げます。
追
伸

感 染 防 護 具 作 成 の お 礼

フードドライブを行っています。フードドライブを行っています。フードドライブを行っています。
　当診では経済的な事情により食料品を必要とされている方を支援しております。無償
で食料品を受け取ることができます。主にお米、缶詰、調味料、乾麺等を扱っており
ます。ぜひ、ご利用下さい。

※地域の組合員さんのご協力により多くの食材が集まっております。
　ご協力ありがとうございます。

お電話にてお問い合わせください。直接お越し頂いても構いません。

個別に相談をお受け致します。

食品提供 ※提供の際は申請書をご記入頂きます。

受け取りのご案内

　7月号に掲載させていた

だいたマッサージチェアー

の記事ですが予想を超える

ご反響を頂きました。

　改めて、ご連絡・ご寄付

頂きましたすべての皆様に

お礼申し上げます。

　ありがとうございました。

通所リハビリ

　7月号に掲載させていた

だいたマッサージチェアー

の記事ですが予想を超える

ご反響を頂きました。

　改めて、ご連絡・ご寄付

頂きましたすべての皆様に

お礼申し上げます。

　ありがとうございました。

通所リハビリ

感謝

①換気をする①換気をする

②床に足をつけて座る②床に足をつけて座る


