4月診療のご案内

ご予約は０４８−５５６−４５８１
（代）へ

予約外でお越しいただく患者さまへ
●内科の受付時間は、診療終了時間の３０分前までとなます。 ●歯科は完全予約制となりますので急患の場合はご連絡ください。
※なお、発熱が続くなどコロナウイルス感染症が疑われる場合は事前にご連絡ください。
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午後

植山

井上
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吉崎
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早田（幸）
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松澤

荒木

早田（真）
山崎

早田（真）
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摂食嚥下

休診日／日曜・祭日、第２土曜日（内科・歯科）、第４土曜日（歯科）
医療福祉相談／毎週木曜日（祭日休）
９時〜１２時４５分

診療所相談室

診療所の無料通院送迎をご利用ください

http://www.gyouda-clinic.coop/

行田協立診療所 内科・歯科・在宅医療 ０４８-５５６-４５８１

短時間通所リハビリテーションたびくら ０４８-５０１-８７４０
ケアセンターさきたま （居宅介護支援・訪問介護・定期巡回訪問介護看護・訪問看護・小規模多機能ホーム）
048-556-４６１２

地域交流棟完成…地域交流の拠点に
オシノテラス

武石・野田

診療所にまた一つ新たな機能が加わりました。
ごあいさつ

いつも大変お世話になっております。
4月に完成した地域交流棟「オシノテラス」

医療福祉、介護などの相談を行っ
ています。相談を希望される方は
受付職員におたずねください。

は、地域の皆様に利用していただける地域交
流スペースが併設されます。地域交流スペー

行田協立診療所（内科・歯科）では、歩行が不安定であったり、通院のための交通手段のない患者様に対して無料の

スは、多くの 方に、多 目 的に活 用して 頂く

送迎サービスを実施しております。送迎範囲の条件など詳しくは職員におたずねください。

フードパントリーのお知らせ
【毎月第３土曜日開催】

4月17日（土）13：00〜14：00

発 熱・咳、呼 吸 困 難、味 覚 異 常 な ど の 症 状 が あ る 方 は、
直接来院せずに、あらかじめ行田協立診療所へ電話を入れて

オシノテラス 地域交流スペース

生活にお困りの方であれば、どなたでもご遠慮
なくお越しください。また、食品や食材の提供が

N

新年度に向けて、現在計画中
です。内容や日時など決まり
次第お知らせいたします。
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バス停「忍城」

自主学習、時間を区切った団体利用なども可能です。新型コロナの収束までは利用人数や時間等に制限を
設ける可能性がありますが、なるべく気軽に利用できるスペースにしたいと考えています。
今後ともどうぞよろしくお願い致します。

行田協立診療所

所長：井上 豪

地域に開かれた施設として
地域交流スペースは自治会やボランティアの活動、自主的に活動されている団体や学校の生徒さんなど、
幅広い目的で利用して頂ける施設にしたいと考えています。利用方法など詳しくはお問い合わせください。

県道

可能な方のご協力もお待ちしています。

うきしろカフェの
ご案内

場 所となって います。ちょっとした休 憩や

急性期症状のある方の受診について
いただくようお願いします。

ワンチームでがんばります！

〒361-0052 行田市本丸18-3

（第1・3）

松澤

夜間 木曜日……17：00〜19：30
内科

きょうりつだより
月号

午前 月〜土曜日 8：30〜12：00

午後

吉野（第1）
植山（第3）
井上（第4）

武石・野田

菊池
胃カメラ・西巻

第350号

お城の見える診療所

オシノテラス内に

地域包括支援センターほんまるを併設
行田市地域包括支援センターほんまる 048−578−7761
行田市委託事業の「地域包括支援センターほんまる」は、昨年の

中央小学校

10月に診療所内に仮設事務所としてスタートしました。この度の

忍中学校

地域交流棟オシノテラス完成に伴い、事務所をオシノテラス内へ
水城公園

移設します。地域の困りごとを、地域の医療・介護事業所、行政と一体となって解決していきます。
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きょうりつだより

2021年4月号

第350号

ご存じですか？ 行田協立診療所の機能
内科、歯科外来と訪問診療、通所リハビリに加え、ケアセンターの訪問看護をはじめとする在宅
ケア（２４時間）、小規模多機能ホームでのケアを含む複合施設になっています。また、地域包括支援
センターや診療所の無料低額診療事業など、地域の相談センターとしての機能も持っています。
お困りごと・ ご相談は お気軽に総合相談室まで （５５６−４６８１）

ケアセンターさきたま
●ケアプラン ●訪問看護
●訪問介護
●定期巡回・随時訪問介護看護
●小規模多機能ホームうきしろ

行田協立診療所

地域交流棟 オシノテラス

●内科外来

フードパントリーをはじめ、地域交流・

●訪問診療

●デイケアたびくら

多世代交流の場

行田協立診療所歯科

●地域包括支援センターほんまる

●歯科外来

●訪問歯科

ぜひ、医療生協の仲間になって
活動してみませんか

●口腔ケア ●摂食嚥下

職員人事のお知らせ
組織担当職員の高橋卓哉が４月１０日付で医療生協
さいたま本部へ異動、４月１１日付で南西部地区組織

定期巡回訪問介護看護管理者の今村寿子が介護複合

担当職員の菊池明が利根北地区の組織担当職員と

施設くまここへ異動、うきしろ管理者の坂野まゆみが訪問

して異動・入職します。

介護へ異動します。うきしろ管理者は山下真となります。

組織担当：高橋 卓哉

うきしろ管理者：坂野 まゆみ

新型コロナワクチンの接種が始まりました。現在使用されているワクチンは従来のものと異
なり、ウイルスの遺伝子情報の一部を接種することにより体内でウイルスの一部がつくられて
免疫ができる新しいタイプのワクチンです。もちろん接種は強制ではありませんが、ただ「国が
奨めるから接種する」とお考えの方は、その前に一度は効果とリスクを知ることが大切です。
ワクチンの有効性は臨床試験で示されていますが、接種することで安全が保証されるわけではありません。接種
しても一部の人は発症します。発症しなくても、感染して無症状病原体保有者として人に広げる可能性もあり
ます。また接種しなかったり、接種できなかった人が差別されることのない社会でないとなりません。ワクチンだけ
では新型コロナウイルスは制御できません。これまで通り、うがい・手洗い・不要不急の外出や多人数での会食は
控えるなどの感染対策は継続していきましょう。

一般接種の流れ

接種の時期より前に市町村から「接種券」と「新型コロナワクチン接種の
お知らせ」が届きます。次にお知らせにあるワクチンを受けられる医療機関や

接種会場を確認して予約を取ります。予約は電話やインターネットで行います。接種当日は、市町村より郵送され
る「接種券」と「本人確認書類（運転免許証、健康保険証など）」を必ず持参します。なお、接種費用は全額公費
（無料）で接種出来ます。ワクチン接種の時期・会場などについては、現在のところ明らかになっておりません。

薬剤師：藤元 奈央子

詳細が分かり次第、随時お知らせして参ります。

ケアセンター通信

〜ケアセンターさきたま〜

日々これ研鑽（けんさん） 小規模多機能ホームうきしろ
前号の通信でも生協１０の基本ケアについて触れられていましたが、私たちも日々の支援のなかで、生協１０の
基本ケアを積極的に取り入れ、日常生活の中で残っている機能を生かしながら、生活リハビリを取り入れた
ライフスタイルを提案しています。
下の写真は生協１０の基本ケアの中の一つ、
「足を使って立ち上がる」という立ち上がりまでの一連の動作を
利用者様のご協力を頂き、職員の勉強会をしている様子です。このように私たちも定期的に学習の機会を設け
ています。

事業所建設に関わる貴重な経験をさせて

小 規 模 多 機 能ホー ムうきしろのご利 用

いただきました。主体的に事業を支える組合

者様、ご家族様そして地域の皆様には大変

今後も生協１０の基本ケアを軸に少し

員の皆様には感謝の言葉しかありません。

お世話になりました。今後ともどうぞよろ

でもご利用者様の自立支援に、そして、

3年間ありがとうございました！

しくお願い致します。

家族様の介護負担の軽減につながるこ

定期巡回訪問介護看護管理者：今村 寿子

とで、利用者のみなさんが充実した日々

利根北地区の組織担当になります。菊池

さきたまに来て10年、たくさんの方に支

を送ることができるように、確かな知識

明 です。大 井 協 同 診 療 所 で 南 西 部 地 区 の

えられ、学ぶことができ介護の仕事に携わる

組織担当をしておりました。組合員活動と

ことが出来ました。本当にありがとうござい

事業所、地域で活躍できるようがんばります。よろしく

ました。熊谷に行ってもその気持ちを忘れずに頑張って

お願いいたします。

いきたいと思います。

利根北地区組織担当：菊池 明
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ケアセンターさきたま

★新型コロナウイルスワクチンについて★

と技術の会得のため、日々研鑽していき

ゆっくりと・・・・あくまでもご本人のタイミングに合わせて、
安全に配慮しながら介助します。

たいと思います。

（小規模多機能ホームうきしろ：山下
古紙配合率70％再生紙を
使用しています。

真）

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。
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