健康と生活

⑴ 523号

2019年８月１日

523号
（私たちの願い）
一人ひとりが人間として尊重される社会をめざし、様々な人々と手をつなぎあい、
保健・医療・介護の事業と運動をとおして、健康で明るい地域をつくることです。
健康生協ホームページ

URL http://hcoopt.com/

8
2 0 1 9

Health and life

2019年6月末日現在
◆組合員数
44,703人
◇出 資 金 1,221,568,649円

発 行 所
発行責任者

徳島健康生活協同組合
徳島市下助任町4丁目9番地
吉野才治 電話088－654－8363
毎月1回1日発行

徳島健生病院ホームページ http://kenkou-seikyou.com/

つくろう新病院、
広げよう明るいまちづくり
第65回総代会

～新病院建設を契機に健康生協を知らせ、仲間をふやし明るいまちづくりを～
【地域・組織構想】

組合員を増やし、
身近なネットワークをつくり、
くらし安心、健康なまちづくり
に貢献します

６月 日（土）教育会
館で徳島健康生活協同
組合、第 回総代会が
開催されました。
総代定数２２１名の
うち本人出席１７１
名、代理出席４名、委任
状 名が参加し、第１
号議案から第５号議案
まで賛成多数により可
決いたしました。
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医療・介護事業と地域の
助け合い・支えあいを通じて
くらしに貢献します

誰一人取り残さない
社会の実現をめざします

新病院建設着工の年、
安定した経営基盤を
つくります
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【事業構想】

理念、いのちの章典を
実践する人づくりを
すすめます
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骨粗しょう症外来（整形外科）
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便秘外来（外科）

当院では骨折ゼロを目指し、骨粗しょう症外来を2019
年春より開始しています。

2019年5月より始まりました。便秘が続くとお腹が張って苦しくなったり、吐き気や食欲の
低下につながったりすることもあるので早めに対処することが大切です。

毎週木曜日：午前（９時～１０時）※予約

第2・第4水曜日：午後（14時～ 16時）※予約

骨密度検診

大腸ＣＴ検査

骨粗しょう症予防のためには、検査を行って、早期
治療につなげていくことが重要です。
最新の骨密度測定装置を導入しています！
骨折しやすい脊椎部、大腿骨の骨密度
を直接測定します。
痛みはなく10分程度と迅速で、被ばく線量も極めて
少なく精度の高い測定ができます。
骨密度検診について詳しくは健診センターにお問い
合わせください。

水曜日

午後13:00 ～ 15:00

金曜日

午前

9:00 ～ 12:00

※第４０３回のクイズ当選者は９月号に掲載予定です。

予約で呼吸器外来を設けています。
無呼吸症候群だけでなく喘息など呼吸
器に関することで少しでも気になる方
は、お問い合わせください。

徳島健生病院に関するお問い合わせ
088-622-7771（代表）
健診に関するお問い合わせ
088-622-7847
※ご連絡は平日の午後からでお願いします。

こんな症状のある方は
「頭痛・めまい・しびれ・物忘れ・ふらつき」
診療時間

月

火

水

木

金

土

9時～ 12時

休診

○

○

休診

○

休診

脳ドック健診

充実した検査項目！驚きの検査費用！脳神経外科専
門医が多方面から脳、血管の病気の兆候や危険因子を探
ります！
徳島県下でもトップクラスの充実した検査を実施す
ることで、病気の早期発見、早期治療はもちろん、病気
の兆候や危険因子を探り病気の予防へつなげます。
実施日

火曜日（完全予約制）
＊簡易脳ドックは平日受付

■お申込み・お問い合わせ：
徳島健生病院 健診センター
（電話）088-622-7847

腹腔鏡下手術のお知らせ（外科）

2018年12月より「3D腹腔鏡下システム」を導入しました。
お腹の中の微細な構造まで立体的に見えることで手術が格段
に行いやすくなりました。
《利点》
・傷が小さいので身体
への負担が少ない
・術後の身体の回復が
早い（高齢の方のが
んの手術でも翌日か
ら歩行できます）
・小さいところも拡大
して見えるので繊細
な手術が可能

ご存知ですか？

徳島健生病院では睡眠時無呼吸症候
群の検査・治療も行っています。
検査を行う場合は
「自宅で検査」また
は「入院して検査」が選択できます。

脳神経外科（予約・一般ともに対応可能）

─健生病院のご案内─

呼吸器外来（内科・総合診療科）

楽な大腸CTを受けてみませんか？
大腸CT検査は患者さんが楽に受けられる検査で
す。空気より130倍吸収が早い炭酸ガスを用いて
大腸を拡張しますので、腹満感が少ないです。
前処置は検査前日より行います。従来は下剤を
1800mlも飲んでいましたが、当院では検査前日
の夜400ml、当日の朝400mlに減量する前処置
を考案しました。この前処置は楽な上、高いポリー
プ 検 出 率 と な っ て い ま す。 検 査 は5mmの 細 い
チューブを少しおしりに入れ炭酸ガス注入後、仰
向けとうつ伏せのCTを撮影するだけです。検査時
間は15分程度です。苦痛はほとんどありません。

523号 ⑵

《対象疾患》
・胆のう結石
・大腸がん、直腸がん
・ソケイヘルニア
（いわゆる脱腸）
・腹壁瘢痕ヘルニア
・食道裂孔ヘルニア
・直腸脱
・癒着による腸閉塞
・急性虫垂炎
（いわゆる盲腸）

さらに昨年末から腹腔鏡が最新式のものになり、お腹の中
を映すカメラの表示がそれまでの2D画面から3D画面に変わ
りました。平面から立体視に変わったことで手術が格段にや
りやすくなり、手術時間の短縮、安全性の向上にもつながっ
ています。入院期間も短く、その後の経過も順調なケースが
多く安心できる手術方法です。

乳がん検診

検診も症状のある方も当院では認定資格を
もった外科医がすべて対応します。
症状のない方もぜひ、検診を定期的にうけ
ましょう。
また、痛みがなく若い方でも異常を見つけ
やすい乳房超音波検査も行っています。
受付時間

月

火

水

木

金

土

8：45 ～
11：30

○

○

○

○

○

○※

※土曜日は予約制で受付時間10：30まで

レディース健診毎月第3火曜日午後

要予約

レディース健診として、女性医師・女性技
師が健診を担当いたします。
予約制ですので事前に予約をとってから来
院してください。

糖尿病専門外来（内科・総合診療科）

糖尿病について、糖尿病専門医・糖尿病認定看護
師や管理栄養士・薬剤師などさまざまな職種のスタッ
フと一緒に学習し理解を深めます。また、必要に応じ
て糖尿病教育入院し、総合的指導も実施できます。
毎週水曜日：午後（13時～ 17時）※予約
また、2018年5月より腎臓専門医による外来
診療開始しています！
徳島大学病院 腎臓内科の医師の診療です。受
診を希望される方は当院内科にご相談ください。
毎週水曜日（一般診療）：午前（9時～ 12時）

眼科

在宅診療も行っています
● 通院が困難な方…
● 急に目ヤニが増えた、など変化がある時…
● 日時は相談が必要となりますが、まずは
下記までお気軽にお問い合わせください！
088－602－1985（地域連携相談室）
※勝手ながら当院から半径7km圏内の方とさせていただ
いています。
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募 集 !!

あなたもボランティアしてみませんか
徳島健生病院では、新病院が建設されるとともに多くのボランティアさんにお手伝いしてい
ただけるように募集しています。
ボランティアとは、病院スタッフと協力して患者さんに安心して受診・治療が受けられるよ
うにするための活動です。
現在毎月1回は10名程度集まり、和気あいあいと病院のお手伝いをしていただいています。
外来では2名のボランティアさんが案内役をされています。
ちょっとした気づかいや親切が患者さんに喜ばれています。そんな活動に少しだけ時間をい
ただける方、また関心のある方はお気軽にお電話お待ちしております。
【活動内容】
入院される方の案内やお手伝い・車の乗り降りのお手伝い・
車椅子を利用される患者さんのお手伝い・検査やレントゲンな
どへの案内・家族やお見舞いの方の案内・花壇の手入れ・デイ
ケアでのお世話など
連絡・申込み

徳島健生病院 088-622-7771（代表）

建設協力債

担当

木下 敬子

募集要項

～みなさまよりお預かりした建設協力債は、新病院の建設資金に使います～
◆募集期間
◆借入期間
◆借入総額
◆利
率
◆募集目的
◆応募条件

2019年4月1日～ 2019年12月31日
満期償還期間 5年 7年 10年
3億円 1口＝5万円 6000口以上の募集
5年0.25％
7年0.35％
10年0.50％ （各期間とも単利）
新病院建設に必要な資金の一部
組合員で 出資金 5万円以上10万円以内されている方
500万円まで
出資金10万円以上されている方
1千万円まで

〈その他重要事項〉
1．徳島健康生活協同組合に未加入の方は、当組合への加入及び上記応募条件を満たす必要が
あります。
2．建設協力債の償還期間中に組合員資格を喪失した場合は、建設協力債の資格も失効します。
3．資格の失効及び途中解約時については、市中銀行の普通預金金利に準
ずるものとします。
4．現金を直接お待ちいただく場合は、本部・総務部までお越しください。
或いは銀行からの振り込みもご利用できます。（要相談）
5．建設協力債募集期間中において、募集金額に到達した時点で、
終了します。
《お問い合わせ》

徳島健康生活協同組合

本部

℡088-654-8363

