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市民公開講座

中年期以降の膝・股関節痛
第一部
1.変形性関節症について
2.お薬・サプリメントの関節痛への効果
3.リハビリの進め方
埼玉協同病院
講師 仁平 高太郎 整形外科部長
第二部
1.変形性関節症 最新の軟骨再生医療
2.人工関節手術
埼玉協同病院
講師 桑沢 綾乃 整形外科副部長
日時

２０１８年１
８年 １月２
１月 ６日㈪
６日

開場

午後２時

講演

午後２時 ０分〜４時
午後２時３
０分〜４時００分

場所

所沢市文化センターミューズ
マーキーホール（所沢市並木 1−9−1）
定員 640 名（先着順）

予約不要・入場無料

主催

埼玉西協同病院
埼玉県所沢市中富1865

☎ 04
（2942）
6099

皮膚科 着任のあいさつ
島田俊嗣医師
2018 年６月から皮膚科外来を水曜日午前に担当
させていただいております。
湿疹、足水虫などの皮膚感染症、外傷や皮膚のでき
ものの手術まで幅広く対応いたします。皮膚の病気
は長年悩んでいても受診されない患者様も多くい
らっしゃいます。そういった方々の手助けもできれ
ばと考えております。
皮膚に関することでしたらどんなことでもお気軽に
ご相談ください。

建設工事の進捗状況
外回りはかなり出来上がり 工事全体の５０％
外回りはかなり出来上がり、工事全体の５
の出来です。建設委員会で壁や床の材質・カラー
を設計会社からサンプルを基に説明を受け、内装
の検討を行いました。病院周辺の自然豊かな環境
にマッチし、温かみがあり落ち着いて過ごせる療
養環境をイメージし、検討を行っています。

平和報告会
を終えて
８月２５日 ( 土 ) 平和報告会・コン
コンサー
トを開催し、約７０名の方にご参加いた
だきました。
報告会では、原水爆禁止世界大会と西
日本豪雨災害の支援に参加した若手職
員が、現地に赴き、学び得たことを報
告しました。
平和コンサートでは、うたごえサーク
ルこだまの皆さんによる素敵なコーラ
スに、思わず涙する方もいました。報
告会・コンサートを通して、幅広い世
代の方が平和について考える、貴重な
機会となりました。

インフルエンザの予防をしっかりと ！
インフルエンザの予防をしっかりと！
インフルエンザが流行る季節がやってきます。インフルエンザにならないようにするためには、早めの予防が大切
ンフルエンザが流行る季節がやってきます インフルエンザにならないようにするためには
です。日常生活のなかでも出来るインフルエンザ対策を行いましょう。
・栄養と休息を十分にとり体調を整えて、抵抗力をつけましょう。
・なるべく人ごみを避け、ウイルスを寄せ付けないようにしましょう。
・外出後は手洗い、うがいを必ず行いましょう。
・おでかけにはマスクを着用しましょう。特に、高齢者の方、妊婦、肺疾患、心疾患をお持ちの方などは積極的に
予防のためにマスクの着用をおすすめします。
ワクチンの接種は、例年ですと１０月中旬より開始していますが、接種の時期については、詳細が分かり次第、
院内に掲示いたします。
薬剤師 中村 奈緒子

地域デビューしませんか

配布・仕分けボランティア

ボランティア募集中！

毎月１回組合員さん宅に広報紙をお届けしなが
ら、さりげない見守りをしていただきます。

あなたのお力、
お貸しください！

くらしサポーター

脳トレひろばボランティア

（有償ボランティア）
６０分７００円

組合員さん同志の助け合いとして、自分ができる
ことを誰かのために役立てませんか？
くらしサポーターに登録して活躍を！！

月１回運営のお手伝い

毎月第１火曜日

居場所づくりボランティア
地域の繋がりが薄れてきている今、近くで集え
て話せる場所が求められています。月に何回か地
域の居場所のお手伝いをしていただくボランティ
アです。
＜多世代参加型食堂＞毎月第４火曜日
＜オレンジカフェ＞毎月第４木曜日など
※ボランティア保険について
保険に加入しています。医療生協さいたまの組合員
加入をしていただくことで活動時の保険が適用され
ます。安心してご参加下さい。

くらしサポーターコーディネータも募集中

【お問い合わせ】
０７０‐２１５４‐７３５４
埼玉西協同病院 地域連携課

みんなで地域のまつりに参加しましょう！

東富岡

日程

曜日

時間

場所

10月17日 水

中富会館

さいたま
スーパー
アリーナ

健康フェスタ 2018

14時30分

10月14日 日

〜

10時

全県

15時30分

安松柳瀬

10月28日 日

〜

10時30分
14時30分

松井
西富岡

11月4日

健 康チェック（足指力・
握 力・棒 反 応・体 組 成
松郷
計）、バザー、体操、朗読、
中央会館 ビンゴ、オカリナ、クイ
ズ、歌、配置薬

日

未定

未定

未定

11月20日（予定） 火

未定

未定

未定

11月17日 土 9時〜16時

朝霞市
JA ドリームフェスタ・
朝霞の森広場 健康クイズ

11月18日 日 9時〜16時

JA ドリームフェスタ・
朝霞市
朝霞の森広場 健康クイズ

11月18日 日 10時〜14時

所沢診療所 健康チェック・バザー・
桂の樹
ステージ・模擬店・
駐車場
DP エアロ等

西部地区

所沢診療所
桂の樹

内容
お口の健康学習会・健康チェッ
ク（血圧、骨密度 300 円、握力、
棒 反 応、ア カン ベ チェック）、
健康相談・お食事会、バザー（ラ
ベンダー販売）、コーヒー・ケー
キ販売、配置薬

10時30分
〜

支部名
事業所

現在、予定されている健康まつりです。日程、会場、内容
は変更することがあります。
詳しくは各支部だより、ニュースでお知らせします。たくさ
んの方のご参加をお待ちしています。

中居（なかい）

10 月 の ス ケ ジ ュ ー ル

〜10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】
※ 9日（火）夜間診 休診
※25日（木）糖尿病外来休診
※10日（水）黒田医師休診
※26日（金）井合医師休診
※17日（水）糖尿病外来休診
※毎週木曜日 内科 杉田医師は大学内異動のため 同大学医局から堀江医師が診療します。
※毎週火曜日 午前内科 草野医師は異動のため 代診医師の診療になります。
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。

