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地域とともに３０年
ありがとう健康つながる笑顔∞

2022年度 所沢市特定健診・後期高齢健診
6月より予約開始となります！！
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必ず受診券が必要です！
健診当日までにご確認のうえ
ご持参下さい。

【所沢市特定健診・後期高齢健診について】
◆対象者：国民健康保険に加入の４０歳以上７５歳未満の方
　　　　　後期高齢者医療制度加入の方
　　　　　後期高齢者医療制度加入の方

◆自己負担金：８００円　後期高齢者の方：無料
◆基本検査項目

※後期高齢者健診には腹囲計測が含まれません。
※所沢市特定健診・30 歳代健診には 200 円追加料金で、胸部エックス線検査を追加できます。

◆所沢市特定健診利用の方は個別送迎と歯科相談（お口のチェック）を無料で
　つけられます。
　ご希望の方は予約時にお伝えください。

【所沢市がん検診について】
所沢市がん検診は特定健診と一緒に申込みできます。
大腸がん健診の同時受診シートは、所沢市からの健診受診券に同封されています。
胃がん検診（胃内視鏡）・前立腺がん検診・大腸がん個別検診は別途受診券が必要となりますので、
受診券がお手元にあるかどうかご確認の上、ご予約をお願いいたします
健診と同時にがん検診もご希望の場合は、予約の際にお申し出ください。
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対象者
接種日時
予約について
予約開始日

60歳以上、または18～59歳までで基礎疾患のある方
7月から毎週水曜14：00-16：00
当院へ直接ご連絡ください。
6/13（月）8：30から

※健診ご希望の際は、事前にお電話または窓口にて事前にご予約をお願いします。
※その他のオプション検査もございますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
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梅雨の時期は雨
や湿気による精
神的な不快感や、
なんとなくだるい
「梅雨だる」を感
じられるのではな
いでしょうか。め
ま い、むくみ、
関節痛などの症
状や食中毒も心
配になる時期です。まず咳や鼻水の原因にもなるカ
ビやダニを繁殖させないようこまめな部屋の喚起、
風通しに心掛け、天気の良い日には押し入れ、クロー
ゼットを時々開放しましょう。白癬菌というカビは人
間にも生じます。清潔にすることが一番ですが蒸れ
を防ぐために靴下はまめに変え、通気性の良い靴や
靴下（5本指）を選びましょう。また、食中毒は細
菌を「付けない、増やさない、やっける」の 3 原
則が大切で食材や手、調理器具はよく洗い、冷蔵
庫は食材を詰め込まず２割くらい余裕をもち、そし
て加熱調理（特に肉は）は中心部までしっかり火を
通し、食品は調理後２時間以内に食べる様にしましょ
う。気分の沈みがちな梅雨は雨の中、綺麗に咲く
紫陽花の花に目を向けたり、しっかりと食べて寝て
元気に夏を迎えたいものです

栄養価 （一人分）
　エネルギー125Kcal  
　塩分 0.7ｇ

（材料２人分）
油揚げ 2 枚、

鶏ひき肉 25ｇ、

玉葱 25ｇ、

酒 4ｃｃ、 パン粉少々、 卵 1/4 こ

こしょう少々、 たけのこ 20ｇ、 砂糖 2ｇ、

醤油 8cc、 だし汁適量

【作り方】
①竹の子は刻む。

②具をすべて混ぜ

　　合わせる。

　　※野菜は人参や

　　しいたけなど何で

　　も良い。

③混ぜ合わせたものを油揚げの中に

　　つめる。

④油揚げの口を楊枝などでとめる。

⑤調味料で煮込む。
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このたび、吉野肇先生の後を引き継いで埼玉西協同病院の院長を務めさ
せて頂く関口由希公（ゆきひろ）です。

コロナ禍を経験して、私たちは発熱外来、ワクチン接種、安心してかか
れる健診、面会を制限しての入院医療など、創意工夫をして医療と介護
を提供してきました。

またロシアのウクライナ侵攻では、命を守る医療従事者として、平和の大切さ、他国のことを
理解し、助け合うことの大切さを改めて考えています。

これからも、誰でもかかりやすく、親切で、質の高い医療と介護を提供する病院を目指します。
それと同時に病院で働く職員にとってもやりがいのある、働きやすい病院を目指したいと思い
ます。

どうぞよろしくお願いいたします。

信田巻き風煮

肇先生の後を引き継いで埼玉西協同病院の

就任のあいさつ就任のあいさつ



持続可能な開発目標 （SDGs ： Sustainable Development Goals）
とは、 2001年に策定されたミレニアム開発目標 （MDGs） の後継として、
2015年9月の国連サミットで加盟国の全 会一致で採 択された 「持続可
能な開発のための 2030アジェンダ」 に記載された、 2030年までに持続可能でよりよい世界を目指
す国 際目標で す。 17のゴール ・ 169のターゲットから 構成され、 地 球 上の 「誰一人取り残さない
（leave no one behind）」 ことを誓っています。 SDGsは発展途上国のみならず、 先進国自身が
取り組むユニバーサル （普遍的） なものです。

　フードドライブとはご家庭や企業 ・ 農家にて 「余ってしまい
そう」 「消費期限までに食べきれなそう」 「畑で取れたが
商品としてはちょっと・ ・」 いった食品ロスにになってしまい
そうな食材などを頂き、 それらを生活に困っている方にお渡
しする活動のことを言います。
　当院では、 このような預かりの窓口と受け渡しの窓口とし
て 「余ってしまってもったいない」 を 「困っている人を助ける」
に変換する活動を行っています。

　現在「埼玉県子ども食堂ネットワーク」を通じて17の
目標の内、8つの項目に関わる活動をしています。
　　1：【貧困をなくそう】ひとり親家庭や生活困窮者の
方、コロナ禍で生計を立てることが難しい学生などに
向けフードドライブ等による支援。　
　2：【飢餓をゼロに】子ども食堂では子ども食堂ネット
ワークを通し食材や衣類、生活必需品などの支援を頂
いておりそれらを活用し作ったお弁当などを小学生
100円・小学生以下無料でお渡しする活動を月一回
定期で行っております。
　　上記のような活動を地域住民・組合員・ボランティア
の方々の協力を得て現代社会において世界的課題と
なっている「ＳＤＧｓ」に取り組んでいます。

SDGs とは？

 

 

 
 

SDGｓへの取り組み 「フードドライブ」とは？

・お米　・缶詰め　・乾麺　・調味料　
・レトルト食品　　etc...

・着なくなった洋服や子供用品
・マスクやトイレットペーパーなどの消耗品
・生理用品　　 etc...

※生ものや消費期限の切れたものはお預かりできません

≪食 品≫

≪その他≫

 こういったものをお預かりしています

そういえば！
家に頂いたけど使いきれそうにない

お米が！

　子どもが大きくなってきて
まだ使えるのに着れなくなって
しまった洋服があったな！



＊①こぶし団地（東）に停車します。
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予約専用電話 
０570－010－323

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

～6月～

 患者さま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。

来院の際は、事前に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。
病棟入院患者様への面会は全面禁止しております。
入院患者様への荷物の受け渡しは総合受付で行っています。
オンライン面会を希望されるかたは事前に電話でご予約ください。

【医師体制の変更】
※17日（金）整形外科　丸木医師：休診

★


