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並木・富岡・柳瀬地区

医療者と考える終活シリーズ第2弾

自分らしい最期を迎えるために
いま知っておきたいこと
人生の最期をあなたはどこで迎えたいですか？
の最期をあなたはどこで迎えたいですか？
病院、自宅、それとも施設？
延命治療の選択や家族の看取りについて
医師と一緒に考えてみませんか

参加費
無料

11.29

2018.
(木)
13:30〜15:30(受付13:00)
30〜15:30(受付13:00)
並木まちづくりセンターホール
定員200名

申込不要

講演 1.時々入院ほぼ在宅！上手な病院の利用法
在宅を支える地域包括ケア病棟
講師: 埼玉西協同病院 吉野肇院長

2.安らぐ我が家で医療を受ける
最期まで家にいたい！を支える訪問診療
講師: みずの内科クリニック 水野康司院長

3.認知症にならないために今できること
講師:特別養護老人ホームアンミッコ 谷本力也氏

TEL:04-2942-609 （埼玉西協同病院内事務局）
TEL:04-2942-6099
主催：みんなで考える地域包括ケア実行委員会
助成：公益財団法人 在宅医療助成勇美記念財団
秋の

建設キャンペーン 実施中９月２５日（火）～１１月３０日（金）

埼玉西協同病院では、2019 年 4 月新棟オープンに向けて
秋の建設キャンペーンを実施中です。
ぜひこの機会に建設増資へご協力をお願いいたします。

< キャンペーン景品プレゼント対象 >
① 期間中に 1 回 2,000円以上の「増資」をして頂いた方
2,00 円以上の「増資」をして頂いた方
② 期間中に 1,000円以上の出資で「加入」をして頂いた方
1,00 円以上の出資で「加入」をして頂いた方

＊＊キャンペーン景品＊＊
「コンパクトエコトート」
または
「アニマルキッチンスポンジ」

建設工事の進捗状況
建設委員会で外来待合室ソファーや病棟デイルームのテーブル・イスと
建設委員会で外来待合室ソファーや病棟デイルームのテーブル・イスと病棟ベットの選定を行
いました。ショールームを見学し病院で使いたいと思った商品を持ってきていただき座り心地や
使い勝手を実際に試しました。委員の皆さんの意見を基に決定していきます。

部門紹介

《外来看護》

外来看護では内科、訪問診療、眼科、整形外科、外科、皮膚科の診療補助や処置のほか、内視鏡（胃
眼科、整形外科、外科、皮膚科の診療補
カメラ、大腸カメラ）等の検査介助を行っています。患者様が安心して診療、処置・検査が受けら
れるよう、わかりやすい説明や不安軽減のための声かけ、介助を心がけています。昨年度から訪問
看護を開始し緊急時、一時的に看護ケアが必要な方への訪問を行っています。

部門紹介

《口腔ケアチーム》
口腔ケアチームでは、入院中の患者さんの口腔内の
チェックや、歯科衛生士と協力した口腔ケアの実施、
言語聴覚士による 飲み込む力 の評価を行い、口腔
内環境の改善に向けた取り組みを行っています。
また、所沢歯科医師会と連携し、歯科検診を月２回行い、
必要に応じて義歯調整や作成などのお手伝いをしてい
ます。

病院ボランテ ア
病院ボランティア
「ぶどうの会」

ボランティア「ぶどうの会」です。私たちは
毎週水曜日に活動しています。
活動内容は、主に２Ｆ病棟に入院されている
患者さんとのふれあいです。お話相手になった
り、童謡や唱歌、懐かしのメロディーなどの歌
をうたったりして、約１時間を過ごしています。
他にも季節に合わせて、お雛様会、七夕の会、
クリスマス会を開催しています。
短い時間ですが、ボランティアをしている私た
ちの方が元気を頂く時間にもなっています。興
味のある方はぜひ一緒に活動しましょう！

ボランティア活動についての問い合わせ先：070-7354-2154
（地域連携課

送迎ドライバー

募

個別送迎・虹の風号ドライバーを募集しています。

水・木・金 8：00 〜 12：00
土
8：00 〜 13：00
68 歳までの方

集

連絡先：04-2942-6099

事務次長

星野までお気軽にご連絡ください。

みんなで地域のまつりに参加しましょう！
支部名
事業所

日程

曜日

時間

場所

11月4日

日

コーププラザ

〜

松井

内容

健康チェック（骨密度・
血 圧・体 組 成・握 力・
棒反応）、ふれあい喫茶
（所沢市若松町
スマイル、歯科学習会フ
826-7） リーマーケット、お楽し
15時00分
み抽選会など

10時30分

健康チェック（骨密度・

13時00分 中新井自治会館 棒 反 応・握 力・血 圧）、
11月14日 水

健 康 相 談、お せん べ い
（所沢市中新井
返しゲーム・記憶力ゲー
442-2） ム、脳トレ体操（飯田さ
15時00分
ん講師）

〜

中新井
第１・２

西富岡

11月20日 火

〜

13時30分
16時00分

県西地域

11月17日 土

北中公民館

健康チェック（骨密度・
（所沢市北中２丁目 血 圧・棒反 応）、学習会
１２９−３）（講師選定中）

9時〜16時

中居）

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 の ス ケ ジ ュ ー ル
松 井 支 部 健 康まつり（コーププラザ

4日 826-7）10：30〜15：00

若松町

（西協同病院１Ｆ外来待合）
6日 脳トレ広場
10：00〜11：00、11：00〜12：00
（小規模多機能さんとめ１Ｆ）
8日 うたごえ広場
10：00〜12：00
中新井第１・２支部健康まつり（中新井自治会館

14日 中新井442-2）13：00〜15：00

西富岡支部健康まつり
20日（北中公民館
北中2-129-3）13：30〜16：00
オレンジカフェさんとめ

21日（小規模多機能さんとめ１Ｆ）14：30〜16：30
21日 支部長会議（西協同病院３Ｆ会議室）9：30〜
地域別総代・支部代表者会議

21日（西協同病院３Ｆ会議室）13：00〜15：40
西協同増床建設委員会

22日（西協同病院３Ｆ会議室）9：30〜
所沢診療所
・桂の樹

11月18日 日 10時〜14時

所沢診療所・
桂の樹駐車場

健康チェック・バザー・
ステージ・模 擬 店・DP
エアロ等

オレンジカフェなかとみ
22日（西協同病院１
Ｆ外来待合）13：00〜15：00
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（祝日ですが開催
します！）
市民公開講座「中年期以降の膝・股関節痛」
26日（所沢市文化センターミューズ マーキーホール）
14：30〜16：00
市民公開講座「自分らしい最期を迎えるために いま
（ 並木町づくりセンターホール）
29日 知っておきたいこと」
13：30〜15：30

23日
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。

〜11 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】
※10日（土）滝澤医師→代診
※14日（水）糖尿病外来 休診
※15日（木）堀江医師→代診
※22日（木）堀江医師→代診
※29日（木）糖尿病外来 休診
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。

