
午前

訪問診療
デイケア

増山
中村
関口

増山
中村
田村

中村
田代

塩月
吉野
（第2）

中村
増田
（第2）

中村
渡辺（洋）

増山
中村
渡辺（裕）

診療時間

内視鏡午前

午後

月 火 水 木 金 土

●栄養相談・運動相談…毎週水曜日午前
※第1木曜日午後・第2土曜日　日曜祝日は休診となります。

●胃カメラ…毎週水曜日・木曜日午前/第４土曜日午前

大井協同診療所大井協同診療所

上西
芳賀
渡辺（裕）

〈4〉

診療体制が変更する場合があります。ご了承ください。

栫

山名

山名

増山
関口

中村 芳賀 中村 中村

増山
田村

9月診療体制のご案内
（内科）

川村（第4）

夜間
18：00～19：45

14：00～16：30

8：30～12：00

渡辺（洋）

あさか虹の歯科あさか虹の歯科

※都合により診療体制が変更する場合がございます。　
※第5土曜日は午前のみ診療あり（医師体制：早田・窪田）

印刷には人と環境にやさしい
植物油インキを使用しています。

往診

往診

窪田 窪田
青柳

青柳
武内
島田

武内
島田

早田
青柳
窪田

早田
青柳
窪田

早田
青柳

早田
青柳

窪田
青柳
島田

早田
青柳
窪田

早田
川嵜（矯正）

窪田

早田
川嵜（矯正）

窪田早田
青柳
窪田

（窪田）

早田
青柳
島田

鈴木
島田
荒木
（第2・4）

早田
青柳
窪田
鈴木
島田
荒木
（第2・4）

診療時間

夜間

月 火 水 木 金 土（第1）土（第3）土（第4）

窪田

窪田 早田（真）早田（真）

早田（真） 早田（真）
窪田

早田

午後
12：30～17：00

18：00～20：30

午前
8：30～11：30

8:35
9:15
9:55
10:35
11:15
11:55
12:35
13:15

8:40
9:20
10:00
10:40
11:20
12:00
12:40
13:20

ふじみ野
駅西口発

大井協同
診療所発

運行日：月～金曜日 ※土曜は運休です。ご注意下さい。

大井協同診療所　ルート便案内大井協同診療所　ルート便案内

大井協同診療所

8:50
9:30
10:10
10:50
11:30
12:10
12:50

9:00
9:40
10:20
11:00
11:40
12:20
13:00

上福岡駅
西口発

大井協同
診療所発

お問い合わせ先：049-267-1101

巡回ルート

大井協同診療所 上福岡駅西口

ふじみ野駅西口 　この地域では、医療生協さいたまを身近に感じ、気軽に相談・ご利用いただけるよう、加入いた

だいている組合員さんに毎月『けんこうと平和』をお届けしています。『けんこうと平和』を通じて、

医療生協のさまざまな取り組みを知っていただくきっかけになればと思っています。

　しかし、配布者不足のため、お配りすることができない所もあります。そこでお住いの地域の配

布をしていただける方を募集しています！毎月１回、ボランティアで３部～何部でもかまいません。

「やってみてもいいかも」「月に１回だけなら」…よかったら手伝ってもらえませんか？ご協力いただ

ける方は、下記にご連絡ください！

急募急募 『けんこうと平和』を配達してくれる方を
募集しています !!

ご連絡・お問い合わせ
医療生協さいたま生活協同組合 あさか虹の歯科　電話 048-476-8241（代表）担当：長谷川

大井協同診療所　電話 049-267-1107（直通）担当：伊藤・菊池

持病は悪化していませんか？

★介護保険の申請/利用★介護保険の申請/利用

★健康診断★健康診断

★困ったことがあったら★困ったことがあったら

科　　科　　護
第94号 2020年2020年

医 歯医 歯 介介
健康づくりの安心ネットワーク

おたっしゃで・
なによ

南西部地区・川越比企地区 ネットワークニュース

りで

月号月号月号99 ●大井協同診療所
〒356-0050 ふじみ野市ふじみ野1-1-15
TEL 049-267-1101 FAX 049-267-1108

TEL 049-291-6001 FAX 049-291-6004

●生協ケアセンターたかしな
〒350-1137 川越市砂新田4-1-4 ブランドールビル2F

デイケア直通 TEL 049-267-1115

http://www.yuiyuidori.net/ohi-kyodo/

●ふじみ野ケアセンター
〒356-0004 ふじみ野市上福岡3-3-7
TEL 049-267-1104 FAX 049-267-0082

http://www.fu-care.net/

●あさか虹の歯科
〒351-0033　朝霞市浜崎724-2
TEL 048-476-8241 FAX 048-476-8242

http://asakaniji-dental.jp/

医療生協への出資にご協力下さい。

　2月以来、新型コロナウイルス感染症

は様々に影響を及ぼしながら、収束の

兆しを見せず、季節は秋冬に変わって

いく気配を見せています。

　この間、診療所では、「①マスクの着用②手指消

毒（人から人へうつさない）③3密回避」を基本に、

所内のアルコール除菌、清掃方法の変更、検温等

を徹底し、「持ち込ませない・うつさない・うつら

ない」取り組みを全力で行っているところです。

　しかし、「医療機関は感染するのが怖い」という

ことで、1割以上の患者様が受診控えとなって

いる状況です。そんな中、心配なのが、「持病の

悪化、認知機能の低下、運動機能の低下（足腰が

弱る）」です。どの症状も急激にすすむ症状では

ありませんが、3ヶ月、半年、1年と自粛生活が

続くと必ず問題になってきます。

65歳を過ぎ、足腰が弱ってきたり、日常の生活にサポートが必要

になってきたら、「介護保険の申請」をおすすめします。今までは、

近所の方の協力や、離れて住む家族の支援が気軽に受けられまし

たが、当分の間は、他県の家族や、ご近所の方は今までのように

すぐに来ることができなくなります。そんなときは、地域包括支援

センターや、かかりつけのクリニックで介護保険の相談をすると、

申請・利用の手続きを教えてくれます。必要なときに早く、「介護

保険」が利用できるよう、手続きをすすめておきましょう。

　11月までは2市1町のかたは「特定健診」が受けられます。年に

一度体をチェックしておきましょう。さらに、今年から、75歳以上の

方は基本健診が無料となりました。計画的な受診をお勧めします。

いつもの症状、ほかの症状、何か気になる症状

があったら、まずは診療所に相談をしましょう。

今までと違う生活の中で、家族関係、友人

関係、経済状況も変化があり、ストレスもかか

ってきます。「安心していつまでも住み続けら

れる地域づくり」。そんな活動が1日も早く再

開できるよう、今は、できることを、できる範囲

で頑張りましょう。診療だけが診療所の役割で

はありません。診療以外でも、様々なご相談を

お受けし、生活を支援していくことが診療所の

役割です。困ったことがあった

ら、まずはお電話でご相談下

さい。どうすることがいいか、

一緒に考えていきます。

コロナ禍の「かかりつけ医」ご利用ください。コロナ禍の「かかりつけ医」ご利用ください。



《歯科技工士：村澤》

手ぬぐいで簡単　～あづま袋の作り方～

2020年9月1日発行

大井協同診療所　TEL.049-267-1101 無料低額診療事業を行っています。
〈2・3〉医医 科科

あさか虹の歯科　TEL.048-476-8241歯歯 科科

おたっしゃで・なによりで 第94号

ふじみ野ケアセンターTEL.049-267-1104　ケアセンターたかしなTEL.049-291-6001 介護でお困りの方、お気軽にご連絡ください。介護でお困りの方、お気軽にご連絡ください。介介 護護

問い合わせ

ふじみ野ケアセンター：049-267-1104　担当：渡辺・高久

看護小規模多機能看護小規模多機能 通信

ふじみ野ケアセンター看護小規模多機能

看護小規模多機能では随時、見学・ご相談を承っています。
是非ご連絡ください。

049-261-0985

ふじみ野ケアセンター
ヘルパーステーションでは、一緒に働いてくれる登録ヘルパーさんを募集
しています。とても働きやすい職場です。お待ちしています。

　銀歯が金属アレルギーの原因になると聞いて心配で・・という方に最新のお知らせがあります。

　春の保険改定で、アレルギーを起こしにくい材料である「チタン」や「強化プラスチック」を使っ

た治療が今まで以上に幅広く認められました。

　「チタン」とは、最も人に優しい金属とも言われ、医療用として古くから使われています。歯科

では大臼歯に使えます。強化プラスチックを使った治療とは、正しくは「CAD/CAM冠（キャドキャム

かん）」と言います。白いプラスチックのブロックを機械で削り出して作るので、自分の歯に近い色で治せ

ます。以前から小臼歯と下の第一大臼歯には使えましたが、春の改定で上の第一大臼歯も適用になり、

さらに９月からは前歯にも使えるようになりました。お喋りしたり笑ったりしても銀歯のように黒く光って

目立つことのない、見た目にも優しい治療法です。

　歯科医師の診断によってはご希望に添えないこともありますが、ご興味のある方は歯科スタッフに

ご相談ください。

被せ物で金属アレルギーになるって本当？被せ物で金属アレルギーになるって本当？

トランプ勝負！！　白熱しています。　職員！　負けました…(;’∀’)

　毎年恒例となっているグリーンカーテンが今年も立派に

成長しました。3月より中止にしていた、事業所利用委員会

を7月に再開し、利用委員の方々が中心となり手入れをして

下さいました。ゴーヤやハヤトウリが蔦を這わせて、暑さを

和らげてくれています。特に今夏は猛暑の上、さらに感染対

策の防護服着用、換気

のための窓の開放等、

診療室がとても暑くな

りやすいため、「涼」を

とるグリーンカーテン

に職員一同とても喜ん

でいます。

グリーンカーテンで暑い夏を快適に！

介護士・看護師・ケアマネ・ヘルパー募集

　材料は手ぬぐい1枚のみ。（今回は100均の手ぬぐいを使用）

作り方もいたってシンプル。２か所縫うだけで作れます。

　7月からレジ袋が有料になりました。この機会に自分オリジナ

ルのあづま袋を作り、エコバックとして利用してみてはいかが

ですか？

　あづま袋ってご存知ですか？　風呂敷のような、
バックのような袋。持つと三角の形になる袋なんです。

【作り方】

布を三等分になるように両側を

パタンパタンと折りたたむ

AとA、BとBを縫い

合わせる

○注　Cの部分は縫わ
　  ない

生地をひっくり返すと 完成

デ イ ケ アデ イ ケ ア通信デ イ ケ アデ イ ケ ア

　前月、長年デイケアで使用していたルームランナーのベルトが剥が

れたため、お別れしました。それに伴い、今月から新しいルームラン

ナーが届きました！

　新しいルームランナーは、スピードが0.2～10km/hと幅広い方に

対応しているだけでなく、自動で脈拍を測定することが出来ます。

　また、平行棒のような手すりがついているため、平行棒で歩行練習

の延長で使用する

ことも可能となり

ます。

　より多くの方に

安心安全な運動を

提供出来る機械を

導入いたしました

ので、見に来てく

ださい！

新しい運動！！
　皆様、いかがお過ごしでしょうか。

　新型コロナ予防で外出もできず、まったく晴れない梅雨が終わったと思ったら記録的な暑さとずっ

と家にいる生活が続いているかと思います。外出しなくなり身体が弱ったという声が聞かれ、ケアマ

ネジャーからも動けなくなって介護保険を使いたいとの相談事がすごく増えていると聞いています。

　皆様に支えていただいている診療所とデイケア(介護保険でリハビリをする所)ですので、気軽に

相談していただければと思いますが、自宅でできる転倒予防についてもお伝えします。

　整形外科学会が推奨している運動の中にフロントランジというものがあります。軸足で身体を

支え、大きく踏み出す

ことで、身体の力とバ

ランスを鍛える運動に

なります。さらに極力

ゆっくり運動をするこ

とで最大限の効果を得

ることができます。

　ぜひぜひ取り組んで

みてください。

フロントランジ

ポイント

〈下肢の柔軟性、バランス能力、筋力をつけます〉

上体は胸を張って、良い姿勢を維持します。
大きく踏み出し過ぎて、バランスを崩さないように気をつけます。

1日の回数の目安：5～10回（できる範囲で）×2～3セット

フロントランジの取り組みフロントランジの取り組み

ロコモチャレンジ！推進協議会
ホームページからの転載


