２０１９年２月１日発行

2月号
月号

埼玉西協同病院の増床・歯科開設も、いよいよ目前まで迫ってまいりました。より一層地域
を支え、皆様にとって利用しやすい病院となるよう、組合員・地域の皆様のご協力をいただき
ながら、一緒につくり上げていきたいと思います。
西協同・さんとめの地域での役割をお知らせし、組合員のみなさんと職員と懇談しましょう。
どなたでも気軽にご参加下さい。とくに新しく増床する地域包括ケア病棟について説明します。
入院期間は？入院の対象者は？リハビリは？一般病棟や療養病棟とのちがいは？
など、どんなことでもご質問下さい。
埼玉西協同病院 事業所利用委員会

2018 年度医療懇談会
テーマ
「 西協同・さんとめの地域での役割を知ろう 」

松井支部
安松柳瀬支部
東富岡支部
中新井第 1 支部
中新井第 2 支部
新所沢東支部
西富岡支部

医療者と考える終活シリーズ第3弾

自分が望む最期を迎えるために知っておきたいこと
人生の残り時間が近づいた時、食べられなくなった
時あなたはどうしますか？いま延命治療を望まな
い高齢者が増えています。
しかし本人の意思表示
が出来なくなった時、家族はどう意思決定したらい
いでしょうか？
看取りの経験から一緒に考えましょう。

2019年2月21日（木）
14：00〜16：00（受付 13：30〜）
並木まちづくりセンターホール（並木公民館）
〒359-0042 埼玉県所沢市並木８丁目３
参加費無料 定員200名 申し込み不要

＜第1部 講演＞
最期まで「食べる」を楽しんで生きる！
〜摂食嚥下障害とはなにか、その予防法〜
埼玉西協同病院歯科（4月開設予定）歯科医師 荒木拓道 先生
＜第2部 看取りの経験＞
○在宅での看取り
本人が望む最期を迎えるために家族が出来ること
〜看護師が実際に自宅で家族を看取った経験から〜
みずの会 訪問看護ステーションすずらん看護師 伊東洋子 氏
○病院での看取り
最期の願いをかなえたい。意思決定の支援と実現への挑戦
埼玉西協同病院 総看護長 小野寺由美子 氏
健康診断の結果について
今年度の健診はいかがでしたか？

◎検査数値の経年変化を見て、原因を自分なり
に振り返る
毎年健診を受け、検査値の変化に注意を払うことは、
病気の予防や早期発見に大変重要です。今は自覚症状
がなくても、目に見えないかたちで体がサインを出し
ていることがあります。特に生活習慣病は、長期にわ
たって自覚症状がほとんどなく、気づいたときにはか
なり悪化していることが多いのです。また健診結果は
ファイルに綴じるなどして保管しておきましょう。

◎｢早期発見、早期治療｣のチャンス！
要精密検査、要治療と診断された方は、なるべく早く
医療機関へ受診しましょう。

部門紹介

《薬局》

増床にむけて、薬剤師を増員しました！最適な薬物療
法を提供するために、病棟業務の充実化をはかります。
たくさんの薬を服用することによるリスクの回避な
ど、医療安全への貢献や他職種との連携によりチーム
医療を推進していきます。患者さんが退院された後も、
転院先の病院薬剤師や保険薬局薬剤師との連携を密に
していきます。また、地域の皆さんのより良い相談相
手となれるよう活動をし、資格取得に向けた研修会へ
の参加など個々の能力を高めていきたいです。

《精密検査の一例を紹介します》
再検査項目
検査内容
その他
栄養相談
血液（脂質・糖代謝） 頸動脈エコー・ＡＢＩ
（動脈の狭窄・閉塞検査） 眼科受診
７５ｇＯＧＴＴ
（糖尿病検査） （糖尿病）
腹部エコー
栄養相談
血液（肝・腎機能）
尿検査
胸部Ｘ線・腹部超音波 ＣＴ
ホルター心電図・心エコー
心電図
胃カメラ
ＭＤＬ
大腸内視鏡
便潜血
眼科受診
眼底
＊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。

運 転 手
当直事務

募集

くわしくは、事務次長 星野
TEL:04-2942-6099
までお問い合せ下さい。

埼玉県オレンジリボン
キャンペーン
賛同企業に登録！
埼玉県内の児童虐待に関する相談件数

オレンジカフェさんとめ
（所沢市委託みんなのカフェ）

オレンジカフェなかとみ

は、増加傾向にあります。埼玉県では、
この
「オレンジリボン」を県民に周知し、子供へ
の虐待について、知り、考え、自分ができる

さんとめ
なかとみ

毎月第３水曜 14：30〜16：30
毎月第４木曜 13：00〜15：00

ことから、児童虐待ゼロを目指しています。
埼玉西協同病院は、埼玉県が実施している
児 童 虐 待 防 止 啓 発 事 業「オレンジリボン
キャンペーン」の賛同企業として登録し、啓
発活動を通して協力をしていきます。
引き続き、生活困窮されている方への食品
提供（フードドライブ）、多世代参加型子ども
食堂「さんとめキララ」のボランティアなど、
皆様のご協力を宜しくお願いします。
※「オレンジリボン」は子供虐待の現状を広
く知らせ、子供虐待を防止し、虐待を受けた
子供が幸福になれるように、
というメッセー

今回は、オレンジカフェのボランティアの紹介
です！
オレンジカフェは、認知症の方や介護者の方な
どが集まり、お茶を飲みながらお話をすることを
目的に始まりました。現在は、広く地域住民の方々
が集える場所として開催しており、毎回５〜１０人
の方が参加してくれています。
ボランティアの内容は、参加者にコーヒーやお茶
などを出したり、一緒にお話することです。西協
同待合と小規模多機能さんとめの２ヶ所で開催し
ているので、ご都合に合わせて活動していただけ
ます。関心のある方は、ぜひ一緒にやってみませ
んか？

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 中居）

ジが込められています。

ーあなたの一本の電話で
救われる子どもがいますー
189
（「いちはやく」）児童相談所
全国共通ダイヤル
（24時間365日つながります）

189
89

〜虹のバレンタイン行動
のお知らせ〜
日時：２月８日
（金）
１１時〜１２時
場所：コープ新所沢店前
（所沢市花園3-2371-9）
内容：医療生協のお知らせ行動
です。
ぜひご参加ください！

２月のスケジュール
脳トレ広場
（小規模多機能さんとめ１Ｆ）

5日 10：00〜11：00、11：00〜12：00

※インフルエンザ感染対策のため、会場が変更になっております。

虹のバレンタイン行動
（コープ新所沢店前）

8日 11：00〜12：00

うたごえひろば
（小規模多機能さんとめ１Ｆ）

14日 10：00〜12：00

地域別総代・支部代表者会議（コーププラザ所沢２Ｆ）

18日 13：30〜16：00

オレンジカフェさんとめ（小規模多機能さんとめ１Ｆ）

20日 14：30〜16：30
市民公開講座

21日 「自分が望む最期を迎えるために知っておきたいこと」
（並木まちづくりセンターホール）

22日 支部長会議（桂の樹１Ｆコミュニティルーム）9：30〜
多世代参加型子ども食堂「さんとめキララ」

22日 （小規模多機能さんとめ１Ｆ）17：30〜19：00
西協同増床建設委員会（小規模多機能さんとめ１Ｆ）

28日 13：00〜

※今月のオレンジカフェなかとみ（西協同病院待合）は、インフルエンザ
感染予防のため中止とさせていただきます。

〜2 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】
※ 8日（金）外科 休診
※ 9日、23日（土）坂東医師 休診
※13日（水）糖尿病外来 休診
※28日（木）糖尿病外来 休診
※1月24日より 毎週木曜日午前皮膚科 吉澤学医師が担当します。
※もの忘れ外来は 火曜日午前または金曜日午前で診療を行っています。
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。
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東所沢２丁目
④ところバス
東所沢３丁目レクセルガーデン 東所沢前
⑤東所沢３丁目レクセルガーデン
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
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病院
病
院着
着
＊①こぶし団地（東）に停車します。

