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◆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。
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2021年5月　診療のご案内2021年5月　診療のご案内

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

 胃カメラ
平　山
 胃カメラ
堀　江

 健　診
浅　井
 健　診
浅　井

 往　診
平　山

ご来院の予約は

◆胃カメラ…水・金曜日
◆ＣＴ… 5月25日（火）
◆禁煙外来……金曜日

夜間休診

●3日～5日（ゴールデンウィーク）、
　8日（第２土曜日）は休診となります。
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春日部駅西口発着場所
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診療所発 春日部駅西口発
（交番付近）

時刻表

※土・日・祝日以外毎日運行しております。ご利用ください。

診療所日誌診療所日誌

5月のスケジュール
11（火）
13（木）
17（月）

21（金）
24（月）
25（火）

●事業所利用委員会
●利根南地区 地区別総代会
●東部地区支部長会議
●東部地区 地区別総代会
●利根南地区支部長会議
●社保委員長会議
●保健委員長会議

月 火 水 木 金 土

診療所　　　春日部駅西口
（交番付近）の連絡便を
おこなっています。

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。

事業所利用委員会担当  看護長　土生（はぶ）みき子

に じ の は こ か ら！！

　　　　　　インフォームドコンセントという言葉が当たり前

の世の中になってきました。医療の中心は患者様ご本人で

あり、医療スタッフはご本人と一緒に疾患に向かい、治療の

手助けをするという立場です。

　私たちは分かりやすい言葉で、疾患のこと・治療の選択肢の

ことなどを患者様に説明し、不安に応えなく

てはなりません。投書をいただいて、あら

ためて丁寧な説明の大切さを感じることが

できました。ありがとうございました。

＜おたより＞

＜お返事＞

 健康診断の結果のことで不安な

点が多かったので、先生に相談しました。納得のいく説明を

していただき希望が持てました。

出資金の増資にご協力ください。出資金の増資にご協力ください。
　日頃より、かすかべ生協診療所をご利用いただきありがとうございます。

　昨年度は、新型コロナウイルスにより診療所も大きな影響を受けましたが、組合員のみなさんに多大

なるご支援をいただきました。出資金も例年以上におおぜいの方にご協力いただきました。本当にありが

とうございました。今後も、感染予防を徹底し、安心してご利用いただけるよう、取り組んでまいります。

　医療や介護、健康のことなどお困りの事があり

ましたら、お気軽にご相談く

ださい。今年度も出資金の増

資へのご協力をお願いいたし

ます。

　日頃より、かすかべ生協診療所をご利用いただきありがとうございます。

　昨年度は、新型コロナウイルスにより診療所も大きな影響を受けましたが、組合員のみなさんに多大

なるご支援をいただきました。出資金も例年以上におおぜいの方にご協力いただきました。本当にありが

とうございました。今後も、感染予防を徹底し、安心してご利用いただけるよう、取り組んでまいります。

　医療や介護、健康のことなどお困りの事があり

ましたら、お気軽にご相談く

ださい。今年度も出資金の増

資へのご協力をお願いいたし

ます。

　4月からかすかべ生協診療所に配属

になりました、宮内聖里奈です。

　一日でも早く業務を覚え、即戦力と

なれるように励みたいです。また、笑顔で地域の

皆様と関わっていきたいです。どうぞよろしくお願い

します。

事務総合職　宮内  聖里奈

　回復期リハビリ病棟で1年・老人保

健施設の療養棟で3年・デイケアで

14年介護職として働いてきました。

　お一人お一人に寄り添い、安心できる介護を目指

して取り組んできました。

　今までの経験を活かして頑張りたいと思います

ので、よろしくお願いします。

介護福祉士　鈴木  智美

　熊谷生協病院から異動してきまし

た平嶋です。

　組織担当として北部地区の深谷市、

寄居町、本庄市、上里町を担当していました。

　かすかべ生協診療所での担当は利根南地区になり

ますが、診療所内で御用がある際には気軽にお声掛

けして頂ければと思います。よろしくお願いします。

組織担当　平嶋  悟

　5年間お世話になりました。

かすかべで学んだことを南部地区

でも活かしていきたいと思います。ありがとう

ございました。

元組織担当　水野  健志
お世話になりました。

よろしくお願いします。よろしくお願いします。人事往来人事往来



（症状例）お母さんと娘さんの場合

外来　阿波根　昌和

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

花飾りを作りました。

① 娘さんと10時に買い物の約束をしました。

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

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 

　4月より埼玉協同病院からケアセンターひだまりへ異動になりました看護師の新井直美です。

　入職してからずっと病院勤めだったので、病院外での勤務は初めてになります。ケアセンター

ひだまりには、自転車で通勤をしています。通勤時の新しい道やお店を発見することを楽しんで

います。訪問看護師として地域へ出て笑顔でがんばっていきます。よろしくお願いします。

　始めは「難しい」「うまく出来ない」との声も聞かれましたが花びらをカールさせたり花びらを重ねて立体的になっ

ていく過程で、利用者様も「きれいだね」と言われたり、出来上がった時は仕上がりを喜ばれていました。利用者様

ひとりひとり違う花飾りが出来、素敵に仕上がりました。手先の細かい作業は職員もお手伝いすることもあります

が、ゆっくり、出来ない部分をサポート

しながらなるべくご自身で仕上げて頂く

ようにしております。

　通所リハビリでは身体を動かす運動の

ほか手作業なども行っております。利用者様皆様楽しみなが

ら作ってくださっています。

ケアセンターひだまり 看護師：新井  直美

介護福祉士：桑原  涼子

もしかして！！ 認知症??もしかして！！ 認知症??

健診で行う心電図で何がわかるの？健診で行う心電図で何がわかるの？

健 康トピックス
・同じ話を無意識のうちに繰り返す。     　・物をしまった事、またはしまった場所を忘れる。
・知っている人の名前が思い出せない。　・今、しようとしていることを忘れる。　など

※娘さんは外出の時間を何度も伝えたが、忘れたのか外出の支度ができていない。夏なのに冬服を着ていた。

※自宅のトイレの場所がわからない。初めは夜中だけだったが日中もわからなくなる。

③ 娘さんを姉さんと呼びお母さんが心配だから出かけてくると言った。
※娘さんを姉さんと呼ぶ。自分の年齢生死に関することの記憶がなくなる。ヒントを言っても思い出せない。

　放射線科の前にウォーターサーバーを設置しましたのでご利用ください。従来の古い

給茶機は、水の中にお茶の粉が混入したり、目詰まりのため時々排水があふれ出したり

していました。新しい機器はお水だけで少し淋しいのですが、感染予防の観点から清潔

優先を念頭に選択致しました。職員からは「おいしいお水」と好評です。　最近の出来事でも忘れてしまい思い出すことが出来なくなったり、単なる物忘れとは違い
ます。認知症の種類によって症状の現れ方や治療の対応の違いがあります。
　進行状況に応じた適切な対応を受けることが大切です。
　「おかしいな」「困ったな」と感じたら一人で悩まず当診療所にお気軽にご相談ください。

　心電図は心臓の電気信号を波形としてとらえたものです。心臓には四つのお部屋があり上から

下へ流れる電気信号を体につけた電極の位置から心臓を全体的に見るようにしています。

　では、心電図で何がわかるかといえば、大きくわけて2つあります。先ずは不整脈と（心筋梗塞、

狭心症）がわかります。心筋梗塞や狭心症はとにかく“ヤバい”と言うこと、みなさんもご存じとおもわれますのでここ

では、不整脈についてお話しします。

　心臓は1分間に60～100回の拍動があり、心電図でいう不整脈は、徐脈性不整脈と頻拍性不整脈があります。頻拍性

不整脈は心房発作性頻脈と心室発作性頻脈とがあり、心室発作性頻脈には心室細動、心室頻脈があります。これも、緊急を

要する不整脈です。直に処置（AEDや心臓マッサージ）を行わければ、生命の危機に関わるものです。

　また、心房発作性頻脈には心房が不規則に電気信号を発し、脈が乱れる状態の心房細動があります。これをこのまま放置

すると心房内に血栓ができやすくなり、その血栓が脳に飛んで脳梗塞を引き起こしたりします。

　心房徐脈性不整脈には、洞不全症候群と房室ブロックがあります。房室ブロックとは心房から心室伝わる電気信号が途絶

えることで、typeによりⅠ度～Ⅲ度に分けられています。Ⅲ度の房室ブロックは大変危険な波形で直にペースメーカー植え

込みが必要となります。また、Ⅱ度の房室ブロックにも（ウェンケバッハとモービッツ）の二種類があり、モービッツtypeの

ほうが、危険な心電図となります。

　このように、心電図では心筋梗塞や狭心症だけではなく、心房

から心室へ伝わる電気信号から、いろいろな不整脈をとらえること

で危険な不整脈を見つけることが可能です。みなさまが、年に一度

行う健康診断は必ず受けるようお勧めします。

　なお、弁膜症は心電図で見つけることは出来ません。医師の診察

で聴診により、心雑音がある場合には心エコーで精査することに

なります。

フレッシュ！ ウォーターサーバーフレッシュ！ ウォーターサーバー

今回はコーヒーフィルターを使用し薔薇の花飾りを作成しました。

② お母さんがトイレに行きたいけど、何処にある？ と聞いてきました。

認知症
とは…

新型コロナウイルス感染症等の感染予防のため、必ずご自宅で
事前に検温を行い、ご来院頂きますよう、宜しくお願い致します。
また、体調が悪い場合や発熱等の風邪症状がある場合は、
事前にご連絡下さい。

お願いお願い


