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石　津
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 胃カメラ
平　山

 往　診
平　山

◆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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午後休診 午後休診
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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

2021年6月　診療のご案内2021年6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
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平　山
 胃カメラ
堀　江

 健　診
浅　井
 健　診
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ご来院の予約は
◆胃カメラ…水・金曜日
◆ＣＴ… 6月29日（火）
◆禁煙外来……金曜日

夜間休診

●12日（第２土曜日）は休診となります。

月 火 水 木 金 土

「軽度認知障害」（MCI）を
ご存じですか？

「軽度認知障害」（MCI）を
ご存じですか？

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。

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
12：10

10：30
11：00
11：30
12：00

事業所利用委員会担当　看護長　土生（はぶ）みき子

2021年５月は虹の箱への投書がありませんでした。

事業所利用委員会では、皆様からのご提案を

もとに、皆様の役に立つ診療所を目指して真

摯に話し合いを重ねています。皆様のご意見・

ご提案をお待ちしております。

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
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※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。

に じ の は こ か ら！！

8（火）
17（木）
18（金）
21（月）
22（火）
26（土）

診療所日誌診療所日誌

6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
●通常総代会

　軽度認知障害は、認知症と健常の中間ぐらいの状態で、そのまま放置しておくと、5年

以内に約50％の確率で認知症を発症すると言われています｡

　しかし早期に発見・対策をすれば、進行を遅らせる可能性はゼロではありません。原因は、

アルツハイマー型認知症と同様に、脳内に「アミロイドβ」などの物質が過剰に蓄積する

ことによる考えられています｡症状も、アルツハイマー型と同じように物忘れをはじめと

する「記憶障害」、物事を順序立てて行えなくなる「実行機能障害」などが見られます。

　軽度認知障害への対策は、早期であればあるほど効果的とされています｡高齢者のうち

4人に1人は軽度認知障害や認知症であることを考えると、家族に少しでも変化のある

場合は、できるだけ早い段階で医師の診断を受けてください｡

　「まさか」ではなく「もしかして」という意識を持つことが大切です。
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シリーズ

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

“鯉の滝登りのように…”

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 

　２０２１年度介護保険の改正がありました。今回の改正では感染拡大や自然災害が発生した時でも事業を継続

することができるように対策や対応の強化が求められています。新型コロナウイルスは

今でも勢いが衰えず、感染者が増え続けています。利用者様やスタッフが感染したときに

どのような対応が必要なのか、感染予防のための取り組みが周知され実行されている

のか、指針の整備や訓練の実施など日ごろからの対策が重要となってきます。

　通所リハビリでは５月の

壁面として“鯉の滝登り”を

製作しました。ウロコは一

つ一つ折り紙で折り、鯉の

形の画用紙に色の配置を考

えながらウロコを並べての

り付けや、目玉を書く方…と皆さんチームワーク良く取り組まれていました。

　完成した壁面を見て鯉の滝登りのように困難にくじけず、このコロナ禍を乗り越えていこうと強く思いました。

毎日、体操や脳トレ問題、レクリエーション等皆様に楽しんで頂けるよう試行錯誤しながら取り組んでおります。

　ご興味のある方はいつでも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

介護福祉士：若林  みずき

健診でわかる癌健診でわかる癌

桜の季節は足早に去り、青々とした緑が眩しい季節を迎えましたね。

　肺がんは治療成績が悪いことで知られています。自覚症状が出たときはすでに全身に広がっていること

が多い、早期で発見されにくいがんです。肺がんの罹患数は男性で４位、女性で3位。死亡数は男性で

1位、女性で2位です（1位は大腸がんですが、結腸と直腸にわけると、肺がんが1位）。

　自覚症状のでない早期で発見するために、毎年がん検診を受けましょう。
　かすかべ生協診療所では昨年９月に装置が新しくなり、とてもきれいな胸部Ｘ線写真が撮影できます。

当診ではおこなっていませんが、埼玉協同病院や近隣医療機関では低線量ＣＴでの肺がん検診も行って

います。擬陽性（疑いがあっても精査でがんではないこと）や被曝などのデメリットもありますが、 Ｘ線検査

では発見できない小さながんを見つけることが出来ます。肺がんＣＴ

検診認定機構のホームページから認定医師または認定技師のいる

医療機関を探すことも出来ます。気になった方はアクセスしてくだ

さい。また、胸部X線での肺がん検診で精密検査が必要な場合は

医師にご相談ください。CT検査等必要な検査のできる医療機関を

紹介します。
診療放射線技師　肺がんＣＴ検診認定技師：有賀

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

健 康
トピックス ①肺がん

緊急・かつ大切なお知らせ緊急・かつ大切なお知らせ

　布・ウレタンマスクより不織布マスクの方が吸い込み
飛沫量･吐き出し飛沫量共に減少します。春日部市でも
変異株のコロナ感染が報告されています。安心して過ごせる
明日を取り戻すために、できることを実践しましょう。

　布・ウレタンマスクより不織布マスクの方が吸い込み
飛沫量･吐き出し飛沫量共に減少します。春日部市でも
変異株のコロナ感染が報告されています。安心して過ごせる
明日を取り戻すために、できることを実践しましょう。

　昨年度6月より本格的にフードドライブを開始しました。食品は延べ54名の方から

213品の寄付がありました。食品以外にも、生活必需品のマスクやトイレットペーパー、

歯ブラシ等もありました。ご協力、本当にありがとうございました。

　2020年度は64件の利用がありました。コロナの影響で生活困窮の方が多くいらっ

しゃいました。お渡しすると、ほっとした顔になり帰られました。

　これからも、多くの方に情報が届くように活動を進めていきたいと思います。また、

寄付金により棚と食品を購入させて頂きました。

フ ー ド ド ラ イ ブ 通 信フ ー ド ド ラ イ ブ 通 信

現在不足している食品　レトルトご飯、缶詰等 です。ご協力宜しくお願い致します。　

! !
受診の際は、布マスクではなく不織布マスクの着用をお願いします。


