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救急休日診療
日曜 祝日
年末年始
12/31〜1/3

事業名
①
■

はつらつ教室
生活機能アップコース

① 知ってナットク
■
身近な健康相談室
①
■

レディース健康相談室

① ヨガ講座
■
マンスリーボディチェック

ホッと安心健康相談

とき
12月 7日㈮
14日㈮
21日㈮
10:00〜14:30
12月13日㈭
9:00〜16:00
12月13日㈭
9:00〜16:00
12月 3日㈪
14:00〜15:00
12月 3日㈪
13:30〜15:30
12月 6日㈭
13:30〜15:30
12月13日㈭
13:30〜15:30
12月18日㈫
13:30〜15:30

詳
細
② 足腰の痛みや動きにくさをきっかけに、思うように健康管理や体力維持ができな
くなってきた方 ③ 健康増進センター（送迎あり）
④ 作業療法士など専門職による個別相談と運動、心身の活動向上とより豊かな地域
参加を目指したグループ活動 ⑦ 1回につき30円（保険代）
② 健康について相談のある方 ③ 健康増進センター
④ 生活習慣病や食事に関することについて保健師、管理栄養士による個別相談
⑨ 1人1時間程度
② 女性 ③ 健康増進センター ④ 更年期障害や尿もれなど女性特有のからだの悩み
についての保健師による個別相談 ⑨ 1人1時間程度
② 20〜64歳の方 ③ 健康増進センター ④ 体の筋肉を正しく整え、代謝を改善する
ことを目的としたヨガ講座 ⑥ 18人（申込順）
② 30〜74歳の方 ③ 健康増進センター ④ 生活習慣病予防・メタボリックシンドローム
予防のための身体計測（体重体脂肪測定、血圧測定）
、ミニ健康相談
③ 水谷東公民館
ふれあいサロン
③ 鶴瀬公民館
② 健康や身体の状況に心配のある方
いきいき活動室
④ 看護師や保健師による個別相談
③ 高齢者いきいき
ふれあいセンター

内 335
申込み・問合せ／障がい福祉課 2049‑251‑2711 ○
第2･4火曜
② 精神障がいのある方 ③ 市民福祉活動センター「ぱれっと」
① ソーシャルクラブ
■
10:00〜12:00 ④ 創作活動、調理実習、野外活動などをとおして、仲間づくりや生活の訓練など
12月20日㈭
② こころの病でお悩みの方やその家族の方（特に医療機関にかかれずお困りの方）
① こころの健康相談
■
10:00〜
③ 市民福祉活動センター「ぱれっと」 ④ 精神科医師による相談

集 団 検 診

③ 健康増進センター

対象者・内容
受診料
・40歳以上（昭和48年3月31日までに生まれた方）
500円
① 胃がん検診
■
・問診、胃部X線撮影（バリウム検査）
・50歳以上（昭和38年3月31日までに生まれた方）
① 前立腺がん検診
■
500円
･問診、PSA検査（血液検査）
・30歳以上（昭和58年3月31日までに生まれた方）
で、平成23年度に受診されなかった方
① 乳がん検診 ･問診、視診、触診、マンモグラフィ（X線撮影） 2,000円
■
※マンモグラフィは2年に1度の検診です。
※がん検診無料クーポン券対象者は別の日程になります。

受診期日
平成25年
1月17日㈭午前
平成25年
1月31日㈭午前

定員

平成25年
1月 7日㈪午後
1月 9日㈬午前・午後

申込開始日

100人

12月17日㈪

100人

12月25日㈫

各100人

12月 5日㈬

※マンモグラフィ（X線撮影）
は乳がんの早期発見に役立つ検査です。自分は大丈夫と思わず、ぜひこの機会に受診しましょう。
（豊胸手術、ペースメーカー挿入術を受けた方、妊娠中または妊娠している可能性のある方、授乳中の方は対象になりません）

12月および年末年始の緊急時の産婦人科医（9:00〜17:00）
番

医

9日㈰ 恵愛病院
（富士見市）

049‑252‑2121

番

医

電話番号

9日㈰ イムス三芳総合病院（三芳町） 049‑258‑2323
16日㈰ 栗原医院
（富士見市）

23日㈰ 恵愛病院
（富士見市）

23日㈰ さくらクリニック
（ふじみ野市） 049‑278‑6656

049‑252‑2121

にしじまクリニック
（富士見市） 049‑262‑0600
049‑252‑2121

31日㈪ 上福岡総合病院（ふじみ野市） 049‑266‑0111

24日

049‑255‑3700

みずほ台病院
（富士見市） 049‑252‑5121

30日㈰ 三浦病院
（富士見市）

049‑254‑7111

31日㈪ 上福岡総合病院（ふじみ野市） 049‑266‑0111

049‑252‑2121

1月 1日㈷ 上福岡駅前クリニック（ふじみ野市） 049‑256‑5600

2日㈬ にしじまクリニック
（富士見市） 049‑262‑0600

2日㈬ イムス富士見総合病院（富士見市） 049‑251‑3060

3日㈭ 恵愛病院
（富士見市）

3日㈭ イムス三芳総合病院（三芳町） 049‑258‑2323

1月 1日㈷ 恵愛病院
（富士見市）

広報

当

12月 2日㈰ イムス富士見総合病院（富士見市） 049‑251‑3060

16日㈰ 上福岡総合病院（ふじみ野市） 049‑266‑0111

30日㈰ 恵愛病院
（富士見市）

25

12月および年末年始の緊急時の外科医（9:00〜16:00）

電話番号

12月 2日㈰ にしじまクリニック
（富士見市） 049‑262‑0600

24日

ふじみ

平成24年12月号

ふじみ野市駒林元町3‐1‐20
2049‐264‐95928
〔昼間〕
9:00〜12:00・13:00〜16:00
〔夜間〕
20:00〜23:00

小児時間外 東入間医師会
救急診療 休日急患診療所

ふじみ野市駒林元町3‐1‐20
2049‐264‐95928
〔診療時間〕平日（月〜土曜） 20:00〜22:00

埼玉県小児救急電話相談
東入間医師会
日曜 祝日

富士見市鶴馬3351‐2
2049‐252‐40508
〔昼間〕
9:00〜12:00・13:00〜16:00

第二休日診療所

※東入間医師会第二休日診療所（健康増進センター内）は年末年始
（12月31日〜1月3日）休診です。

2＃８０００
月〜土曜 19:00〜翌朝7:00 日曜、祝日、
年末年始 9:00〜翌朝7:00

埼玉県救急医療情報センター

2048‐824‐4199
受診可能な医療機関を毎日24時間案内（年中無休）

コツコツ教室
（骨粗しょう症予防教室）

単独の不活化ポリオワクチン追加接種
と四種混合予防接種のお知らせ
平成24年9月1日から、生ポリオワクチンの定期接種が
中止され、単独の不活化ポリオワクチンの定期接種（4回
接種：初回3回、追加1回）に変わりました。接種開始時
点で国内臨床試験実施中だった4回目の追加接種は、有
効性と安全性が確認されたため、10月23日から定期接種

あなたの骨は大丈夫？コツコツ貯めよう！骨の元気!!
今の骨の状態を知って、より健康で丈夫な骨づくりをし
ましょう。
とき／12月19日
（水）午前9時15分〜11時45分（受付：9時〜）
場所／健康増進センター
対象／市内在住の18〜69歳の方
内容／骨密度・バランス測定、食事や運動

対象
（公費負担）となりました。

など骨粗しょう症予防ミニ講座

また、平成24年11月1日から四種混合ワクチン（百日せ
き・ジフテリア・破傷風・不活化ポリオ）の定期接種が
始まりました。接種の際は医療機関に予約をお願いします。

定員／30人
（無料、申込順）

実施医療機関や接種間隔など詳しくは、市ホームペー
ジをご覧ください。
問合せ／健康増進センター

2049‑252‑3771

持ち物／筆記用具、タオル、飲み物

※動きやすい服装でお越しください。
申込み・問合せ／12月3日
（月）から健康増進センター

（2049‑252‑3771）
へ電話で
※コツコツ教室は、偶数月に行っています。

申込み・問合せ／健康増進センター 2049‑252‑3771

集団検診名

当

東入間医師会

休日急患診療所

049‑252‑2121

風邪を予防しよう！
寒さが増し空気が乾燥するこれから
は、風邪が流行する季節です。風邪の
原因となるウイルスは200種類以上あ
るといわれています。ウイルスの違いにより、症状の
現れ方も違います。また、ひどくなると肺炎を起こす
こともあります。ちょっとした工夫で風邪の予防がで
きますので心掛けてみましょう。

ウイルスが好まない環境をつくりましょう
ウイルスは乾燥を好むものが多いので、室内を加湿
しましょう。加湿器を利用する、植物を置く、洗濯物
を干すなど、適度な湿度（50〜60％）を保ちま
しょう。加湿することで、のどなどの粘膜を
乾燥から守ることができます。また、ときど
き換気をし、新鮮な空気を入れましょう。

免疫力を上げて感染を防ぎましょう

体内にウイルスが侵入しても、免疫力があれば感染
しません。睡眠を充分にとり、バランスの取れた食事
ウイルスを避けることで感染を防ぎましょう
人込みを避けたり、外出時はマスクをつけたりして、 をしましょう。また、ストレスは免疫力を下げるとい
体内へのウイルスの侵入を防ぎましょう。帰宅したら、 われています。ストレス解消によいとされていること、
例えば、ぬるめのお風呂にゆっくり入る、音楽を聴く、
手洗い・うがいの励行を習慣づけましょう。
部屋にハーブや花を飾る、軽い体操をするなどを実践
バランスの良い食事を心掛けましょう
ウイルスの侵入を防ぐ役目の鼻やのどの粘膜を強く
するために、ビタミンＡ・Ｃ・Ｅを摂取しましょう。
また、ウイルスと戦う免疫物質を作るためには、タン
パク質やミネラル分を摂る必要があります。
風邪予防に適した野菜は、ニンジンやカボチャ、ほ
うれん草、ブロッコリー、小松菜、
大根、ネギなどです。普段からしっ
かりとバランスの良い食事を心掛け
ましょう。外食が多くなると野菜不
足になりがちなので注意しましょう。

してみてください。上手にストレ
スを解消し免疫力を上げましょう。

風邪をひいてしまったら・・・
寒気、頭痛、くしゃみ、鼻水、のど
の痛みなどの症状が見られ、風邪か
な？と思った時は早めに対処しましょ
う。風邪のひき始めは、栄養を摂って、身体を休ませ
ることが第一です。水分が不足しやすいので、こまめ
に水分補給もしましょう。
無理をせず、早めに受診するのもひとつの方法です。

広報

ふじみ

平成24年12月号
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