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謹賀新年

＊＊＊ ご あ い さ つ

＊＊＊

新年あけましておめでとうございます。昨年度のアメリカ合衆国大統領選挙結果には皆さんも驚
いたことと思います。しかし、格差社会の増大に伴って見捨てられていた個人が変化を求めた結果
ともいえます。新しい政権の方向次第では日本政府の再軍備や核武装への道がますます進んでいく
ことが懸念されます。また、一時期、影をひそめた憲法改正論が今年は再び登場してくるのではと
予測されます。改めて現憲法を正しく学ぶべきではと思います。
医療介護分野に目を向けると医療介護費は削られ、自己責任、高負担へと社会保障制度の後退が
進み、一方で高齢化がますます進んで、厳しい環境が作られていきます。これまで医療生協の病院
として健康づくり運動を一つの柱として取り組んできましたが、ヘルスプロモーションを中心とし
た世界的な潮流もあり、医療生協にとどまらない町づくり、地域社会の変革に目を向けなくてはな
らない時期に来ていると思います。新しい年度は私たち自身が変わり、社会の変革を作っていく年
にしたいと願っています。
２０１６年度は病院機能評価も無事終了しました。またうれしいことに長年期待の多かった埼玉西
協同病院の増床許可が認められました。２年後には９
協同病院の増床許可が認められました。３年後には９９床の病院に生まれ変わることとなります。
協同病院の増床許可が認められました。３年後には
職員、医療生協組合員の力を合わせて成功に向け、今年度以降の活動をますます頑張ろうと思います。
昨年以上に今年度のご支援、ご協力をお願いして、新年の挨拶とさせていただきます。
埼玉西協同病院 院長 吉野 肇

網 膜 硝 子 体 手 術とは
人間の眼球の一番奥には、
カメラのフィルムに該当する、網膜という脳神経由来の大事な膜
人間の眼球の一番奥には カメラのフィルムに該当する
網膜と
が広がっています。
網膜は、糖尿病・高血圧などの全身の病気を反映しやすく、それらの病気の結果、網膜が出
血したり浮腫んでしたりして、著しい視力低下の原因になることがあります。
網膜硝子体手術は、出血の除去により視力の回復・失明予防を目的とする手術です。
他にも、網膜剥離（網膜が剥がれてしまい視野が欠けたり視力が低下する病気）
・黄斑疾患（網膜の中心部である
黄斑部に穴が開いたりシワが寄ったりする病気）
・感染症（眼の手術の傷口を経由して外から細菌が入ったり、身
体の内臓に溜まった膿から血液の流れに乗って細菌が運ばれてきたりすることがあります）
・眼球内異物（鉄片が
眼球に突き刺さった）など、数多くの眼の病気に対して行われるのが網膜硝子体手術です。
ご心配な症状がある方はご相談ください。
眼科 山路浩平

健 康 診断の結果について
◎検査数値の経年変化を見て、
今年度の健診の結果はいかがでしたか？
健診の結果はいかがでしたか？
◎検査数値の経年変化を見て 原因を自分なりに振
原因を自分
り返る
健診は受けたらそれで終わりではありません。今は自覚
年に一度は健診を受け、各検査項目の数値が過
症状がなくても、目に見えないかたちで体がサインを出
去からどのように推移しているかをチェックして、
していることがあります。特に生 活習慣 病は、長 期にわ
自分のからだの変 化を確 認しましょう。また健 診
たって自覚症状がほとんどなく、気づいたときにはかな
結果はファイルに綴じるなどして保管しておきま
り悪 化している場合 があります。検 査 値の意 味を 理 解
しょう。
し、その結果を生活習慣の改善や治療につなげてこそ、
健 診を受けた意義があります。毎年定 期 的に健 診を受 ◎｢早期発見、早期治療｣のチャンス！
要精密、要治療と診断された方は、なるべく早く
け、検査値の変化に注意を払うことは、病気の予防や早
医療機関へ受診しましょう。
期発見に大変重要です。
《精密検査の一例を紹介します》
再検査項目
その他
検査内容
血液（脂質・糖代謝）
頸動脈エコー・ＡＢＩ（動脈の狭窄・閉塞検査）
栄養相談
７５ｇＯＧＴＴ（糖尿病検査）
眼科受診（糖尿病）
血液（肝・腎機能）
腹部エコー
栄養相談
尿検査
胸部Ｘ線・腹部超音波
ＣＴ
心電図
ホルター心電図・心エコー
ＭＤＬ
胃カメラ
便潜血
大腸内視鏡
眼底
眼科受診
＊医師の判断により上記以外の検査を行う場合や食事・運動療法を行う場合もあります。
＊前立腺ＰＳＡは泌尿器科、聴力は耳鼻科を受診してください。
＊心配なことがある方は、検査相談や看護外来があります、いつでもご相談ください。

退院支援の
取り組みについて
病 棟 では、患 者さ ま が ス ムーズに 在 宅 に 戻
れるように 入 院 早 期 から退 院 支 援を行って い
ます。ケアマネージャーとの 情 報共 有のほか、
初めて 在 宅 介 護される場 合には介 護 指 導や 各
医 療・介 護 サービス担 当 者 が 同 席する支 援 会
議 や 退 院 前 訪 問を行 い 安心して 在 宅 復 帰でき
る体 制 を整 えています。退 院 後 訪 問 にも 取り
組 み、状 態 確 認と状 況 に合った 支 援を行って
い ま す。退 院 後 の 不 安 など ありましたら、お
気軽に看護師にお声がけください。
病棟看護師・長谷川幸路

部門紹介

《医事課》
医 事 課 は常勤・パート合わせて２０名の職 員で、
診 療 受 付、会計計算、病 棟 業務、健 診 業務、レセ
プト請求 業務などの医事 業務にあたっております。
今 年度、医 事 課では総合 受 付に「なんでも相 談 窓
口」を設 置しました。事 務 職 員 が患者 様 からのご
相 談 を率 先してお伺 いし、素 早く解 決で きるよう
対応します。医 療 制 度の 事、病 気の 事、家 庭の 事
など、困りごとがありましたら「なんでも相談窓口」
をご利用ください。

オイルハンドマッサージ、
養成講座を1回目を開催
１２/１２（月）埼玉西協同病院３階会議室でふれあいボランティアの２期生を養成する講座を開催し
２（月）埼玉西協同病院３階会議室でふれあいボランティアの２期
ました。お申込みが多数あり定員１０名のところ１５名での開始となりました。
１期生から２期生への温かいメッセージもあり和やかな雰囲気でスタート。みなさん、真剣なまな
ざしで先生のお話＆実技を見て一生懸命オイルタッチを行われていました。
卒業まで、みんなで頑張っていけたらと思います。

【投 書】
地域の組合員さんより、連絡便（虹の風号）の活用について
要望・提案がありました。航空公園行きの公共バスが大変本
数が少なく、生活に不便を来たしています。虹の風号の患者
さんが少ない時など、地域にお住まいの組合員が利用させて
いただくことはできないでしょうか。何卒ご配慮をお願いし
ます。

【回 答】
虹の風号の有 効活用に貴 重なご意見いただきましてありがとうございます。満席で
はない場合には病院利用以外でも乗車 場から乗り降りいただき地 域の皆さまの足とし
て活用していただけるようにいたします。
事務次長 星野 玲子

≪食・動・楽・知・休≫
ワンポイント
認知症予防

10日 脳トレ広場 １回目10：00〜
2回目11：00〜
20日 Aブロック支部長会議 9：30〜
24日 西部地区保健長会議 10：00〜
※会場：所沢診療所
26日 さんとめ付属建設委員会 9：30〜
埼玉西協同病院増床建設委員会
11：00〜

脳いきいき５か条シリーズ③
らく

楽
・誰かと 1 日 1 回以上、自分から話をしましょう
・指先や頭をつかった趣味を楽しむ
（なんでもよいので楽しいと思えることをする）

〜日常生活に意識して取り入れてみましょう〜

急患の方はいつでも受け付けています。（来院の際は、お電話でご連絡ください。）
在宅で療養する患者様への往診もおこなっています。
入院患者様への面会時間は14：00〜20：00です。

【医師体制の変更】
（月曜日） 午前＋午後 林医師 休診
※23日
※毎週火曜日 山名医師は大学内異動のため
同大学医局から有間医師が診療します。

月〜金 午前８時３０分〜午後５時まで
土曜日 午前８時３０分〜午後1時まで
上記以外の時間は代表電話におかけ下さい。
午前受付 8:00〜11:30(月)〜(土) 診療開始 8:30
午後受付 13:00〜16:00(月)〜(金) 診療開始 14:00
夜間受付 17:00〜19:30(火)〜(木) 診療開始 18:00
夜間受付 17:00〜20:00(金)

患者様にはご迷惑をおかけしますがご理解とご協力をお願いいたします。
わからない時は、病院へお問い合わせください。

連絡便
（虹の風号）
時刻表
＊時刻はすべて、それぞれのバス停を発車する時刻です。＊土曜日は午前の便のみとなります。＊日曜・祝日は運行しません。
１号車 新所沢コース（月曜日〜土曜日運行・土曜日は午前のみ）
土曜最終便
病院 発
ネオポリス
郊外 マンション
郊外マンション
たつ み そばや
たつみそばや
新所沢 駅（東口）
新所沢駅
所沢北 高校前
所沢北高校前
ニュータウン
（東口 ）
航空公園駅（東口）
こぶし団 地（東）
並木通り団地
病院 着

正面玄関前
柳野公園前
管理事務所前
店舗駐車場№41
やきとり備長扇屋前付近
クラブ
スイミングクラブ
正門向スイミングクラブ
正門向スイミング
正門向
駐車場前

飯能信用金庫付近

8:15
8:30
8:35
8:40
8:50
8:54
8:57

9:05
9:50 10:35 11:20
9:15
11:30
9:20 10:00 10:45 11:35
9:25 10:10 10:55 11:40
9:35 10:20 11:05 11:50
9:39
11:54
9:42
11:57

12:05 12:50 13:35 14:25 15:15
12:15 13:00 13:45 14:35 15:25
12:25 13:10 13:50 14:40 15:30
12:35 13:20 14:00 14:50 15:40

駅前ロータリー
展示飛行機前

14:05 14:55
14:15 15:05
降車時お知 降車時お知
らせください らせください

降車のみ
正面玄関前

9:05

9:50 10:35 11:20 12:05 12:50 13:35 14:25 15:15

２号車 航空公園コース（月曜日〜土曜日運行・土曜日は午前のみ）
正面玄関前
病院 発
8:30
9:20 10:10
ミニコープこぶし店隣
こぶし団地（東）
8:40
9:30 10:20
自治会館前
マルイ美容室前
8:43
9:33 10:23
こぶし団地（西）
駅前ロータリー
8:50
9:40 10:30
航空公園駅（東口）
展示飛行機前
9:00
9:50
所沢診療所
西武 バス停出口付近
西武バス停出口付近
9:10 10:00 10:40
並木通り団地
正面玄関前
9:15 10:05 10:45
病院 着
東 所 沢 コ ー ス（月曜日〜金曜日運行）
正面玄関前
病院 発
13:40
不動産前
新倉不動
新倉不動産前
ロータリー内 新倉
①ＪＲ東所沢駅
Ｒ東所 沢駅
13:55
校門前
13:58
②安松中学校
②安 松中学校
東所沢２丁目
14:02
③ところバス
14:04
④東所沢３丁目レクセルガーデン東所沢前
④東所
東所沢３丁目レクセルガーデン東所沢前
丁目レクセルガーデン東所沢前
センタースクエア
14:11
⑤中富南エステシティー
中富南エステシティー
入り口
道傍公園前
14:13
⑥中富南エステシティー
中富南エステシティー
正面玄関前
14:16
病院 着

14:20
14:35
14:38
14:42
14:44
14:51
14:53
14:56

15:00
15:15
15:18
15:22
15:24
15:31
15:33
15:36

土曜最終便

10:50
11:00
11:03
11:10

11:30
11:40
11:43
11:50
12:00
11:20 12:10
11:25 12:15

12:15 13:00
12:25 13:10
12:28 13:13
12:35 13:20
12:45 13:30
12:50 13:35

個別送迎（無料）
行っています。
受付にお申し
込み下さい。

※運 行ル ート上でしたら降 車はどこでもできます。運 転手にお伝えください 。

写真は航空公園停車場

