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特別講座
とっさの判断力をつける
脳トレーニング講座
もの忘れが気になる方、いくつになっても自転車
自動車を安全に乗りたい方へ

日時）９月４日 第１火曜日
第１回１０時〜
第２回１１時〜
参加無料・予約不要
場所）中新井自治会館ホール
（中新井 442-2）

内容
１記述式脳トレーニング
２脳の切り替えトレーニング
（脳を活性化するアロマを嗅ぎながら…）
３脳を休めるタッチセラピー
（脳を鎮静するアロマを嗅ぎながら…）

講座の特徴
人が急に飛び出して来たら、瞬時に停まれますか？
危険を感じたとき正しい判断、動作がとれますか？
このような日常必要な判断力を鍛えます。
認知症予防アロマを嗅ぎながら行います。

連絡先
医療生協さいたま 埼玉西協同病院
中居 ０７０−２１５４−７３５４

今年の健診はもうお済ですか？
〜健診
健診 + オプション検査のおすすめ〜
プ
検査
特定健診（特定健康診査）はメタボリックシンドロームに焦点を当てた健診です。心電図やがん検診は入っ
ていません。
年に一度の健診です。健康づくりや病気の早期発見・早期治療の機会となりますので、ぜひオプション
検査をご利用ください。

①所沢市国保加入

40 〜 74 歳の方（特定健診対象者）

所沢市国保特定健診（800円）+オプション（採血（貧血）+心電図+眼底（3,089円）+肺がん
健診（200円）
計 4,089円

②75 歳以上の後期高齢健診対象の方
後期高齢健診（800円）
+オプション
（採血（貧血）+心電図+眼底+肺がん健診
（4,115円）

計 4,915円
その他、所沢市大腸がん検診（500円）、胃バリウム検査、腹部エコー検査、血管年齢検査、内臓脂肪CTや
胸部CT、前立腺検査、骨粗鬆症検査などのオプションがあります。
詳細は受付窓口またはお電話にてお問い合わせください。

健 康 寿 命 を 延 ば そ う！
フ レ イ ル ( 虚 弱 ) 予 防！

シリー ズ 〜 運 動 ⑤ 〜

膝上げエクササイズ
鍛える筋肉：腹部から股関節周囲にかけての筋
①椅子、もしくはベッドの脇に座り、背もたれか
らは背を離します。両手は組んだ状態にします。

（前から見たところ）

（横から見たところ）

②両膝は曲げたまま、ゆっくりと上に持ち上げます。
上半身が後ろに過度にそらないように注意します。

（前から見たところ）

（横から見たところ）

③５秒保ち、その後ゆっくりと下げます。５回を１セットとして、まずは２セット程度から始めましょう。
＊きつい時は回数を減らしてください。腰や足に痛みがある場合は実施しないでください。
リハビリテーション科

建設工事の進捗状況
鉄骨はすべて組みあがり２階・３階
が
の床コンクリートの流し込みも終了し
ました。８月２３日に３階の既存棟と
増築棟をつなぐ部分の工事を行いまし
た。９月中に１階放射線奥・２階南側
奥を工事します。振動や音が出る工事
となります１週間ほどですがご迷惑を
おかけしますがご了承ください。
建設委員会では「病気でなくても行き
たくなる病院」のコンセプトにふさわ
しい内装の検討に入りました。
写真は現在の病棟を写した工事の様子
です。

冨田

哲

Ｘ 線 T V を 導 入 し まし た
皆様の出資金により新しい透視装置を購入
することができました。誠にありがとうござい
ます。この透視装置は当院では主に胃透視検
査で使用されています。バリウムという白い
薬（造影剤）と発泡剤（空気）を飲み、薄く
バリウムを胃に塗り付けて、様々な方向・角
度から観察し、早期胃癌・異常の発見を目的
とした検査です。
当 院では大 視 野 撮 影で一度に広 範 囲の 撮
影、被爆の低減、高画質化によって、より繊
細な観察が可能となりました。
放射線科

ZEXIRA

DREX‐80

〜夏の疲労回復メニュー〜
★大根のかに酢和え★（１人分）
【材料】
・大根 50ｇ ・乾燥わかめ 少々
・かに風味かまぼこ 10ｇ ・酢 5ｇ(小さじ１杯)
・砂糖 ３ｇ(小さじ１杯)
・塩 0.2ｇ(ひとつまみ)
【作り方】
①乾燥わかめは水に浸し戻し、水をきっておく。大根は千切りにする。
②鍋に水を入れ火にかけ大根を入れ茹で、大根に火が入ったら戻したわ
かめを入れ、
火を止めてザルにあげて水にさらし、
手で絞る。
③ボールに酢と砂糖と塩を入れて混ぜ、②を入れて和え皿に盛りつける。
【ひとくちメモ】
お酢に含まれるクエン酸が疲労回復のスピードを速めてくれたり、体内
の脂肪をエネルギーに変えて消費したり、細菌の繁殖を抑える効果もあ
ります。
食養科 蛭川

原水爆禁止世界大会 2018
8/6 〜 9 に行われた原水爆禁止世界大会
2018 に参加しました。
三日間通して核兵器反対運動は国内だけ
でなく、世界各地で核を無そうとしてい
る活動が行われていることを学びました。
また、被爆者の方々の講演では、その当時、
多くの家族が亡くなったり、被爆後の脱
毛や嘔吐の症状に苦しめられたなどの話
を聞き、戦争や原爆により、多くの市民
が被害にあい、生活が崩れていった悲惨
さを改めて痛感しました。そして現在、
被爆者の方々は高齢化が進み、その状況
を語れる人が徐々に少なくなっているた
め、私たちの世代がしっかりと核兵器に
ついて学習し伝えていく必要があると思いました。今後、私は核兵器根絶へ向けて平和活動を職場や地域
でも行動していきたいと思います。
病棟看護師 淺海 拓真

虹の箱より
【投書】
「茶友」
（給茶器）
のコップのこと
ですが、１個と
るつもりでも２個３個とくっつい
てくることが見受けられます。今
朝は４個が上にそのまま置かれて
いました。何とかいい方法はない
ものかと思います。きれいな形で
次の人が使えることは出来ないで
しょうか。

【回答】
虹の箱にご意見いただきましてあ
りがとうございます。
早速、紙コップが１個ずつ出るカッ
プホルダーを購入いたしました。
清潔な紙コップをご利用下さい。

９月のスケジュール
（特別講座 とっさの判断力をつける脳トレーニング講座）
４日 脳トレ広場
中新井自治会館
（中新井442-2） 第１回 10時〜 第２回 11時〜
21日 支部長会議
（西協同病院３Ｆ会議室）
9：30〜
21日 西部地区生協強化月間スタート集会（西協同病院３Ｆ会議室）14：00〜15：30
27日 西協同増床建設委員会
（西協同病院３Ｆ会議室）
9：30〜

今月の居場所
13日 うたごえひろば（小規模多機能さんとめ１Ｆ）
10：00 〜 12：00
19日 オレンジカフェさんとめ（小規模多機能さんとめ１Ｆ）
14：30 〜 16：30
27日 オレンジカフェなかとみ（西協同病院１Ｆ外来待合）
13：00 〜 15：00
28日 多世代参加型子ども食堂「さんとめキララ」
（小規模多機能さんとめ１Ｆ）17：30 〜 19：00

〜９月〜

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】
※ 1日（土）、29日（土）松村医師 休診
※ 3日（月）整形外科 休診
※ 7日（金）大澤医師 休診⇒代診
※11日（火）夜間診 休診
※12日（水）糖尿病外来 休診

※13日（木）杉田医師 休診⇒代診
※18日（火）武井医師 休診⇒代診
※20日（木）水谷医師・杉田医師 休診⇒代診
※22日（土）坂東医師 休診⇒19日（水）午前診療
※25日（火）草野医師 休診⇒代診
※29日（火）滝澤医師 休診⇒代診予定

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

正面玄関前
病 院発
自治会館前
①こぶし団
地（東）
①こぶし団地
（ 東）
校門前
② 安松中学校
安松中 学校
ロータリー内 新倉不動産前
③ＪＲ東所沢
Ｒ東所沢駅
駅
東所沢２丁目
④ところバス
⑤東所沢３丁目レクセルガーデン
東所沢３丁目レクセルガーデン 東所沢前
センタースクエア入口
⑥中富南エステシティー
中富南エステシティー
道傍公園
道傍講演
⑦中富南エステシティー
中富南エステシティー
正面玄関
病 院着
＊①こぶし団地（東）に停車します。

