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D O C T O R

～あなたの生涯によりそう医療～

医学の発展は臓器や器官への優れた医療を提供できるようになりました。一方、
専門分化した医療の中で、別々の病気を一人のあなたへ統合していく医療も必要に
なってきました。一般的な病気を治療する医療、専門的判断へ導く医療、そして複
数の疾患を治療しながら良質な生活を総合的に提供する医療。それがいくわ診療所
の総合診療です。

みえ医療福祉生活
協同組合・四日市地域
〒５１２－０９１１

所長 田中啓太

四日市市生桑町１４５５
ＴＥＬ（四日市地域本部）

いくわ診療所が大切にしていること

０５９-３３０-０８０８

総合診療を専門に、あなたやご家族のかかりつけ医として
どなたでも気軽に利用できる地域のかかりつけ診療所を目指します。
①総合診療（幅広く相談に乗ります）…赤ん坊からお年寄りまで、日常的にみられる

ＦＡＸ（四日市地域本部）
０５９-３３０-０８０７
組合員数（四日市地域）
４５９９世帯
５月加入数６世帯

様々な症状や健康問題について診療しています。以下に例を示しますが、どんなことでも

５月脱退数２世帯

まずはご相談ください。専門医の受診が必要と判断した際は紹介状をご用意します。

２０２１年度

◆内科系全般/高血圧・糖尿病・脂質異常症・痛風・喘息等

出資金増資（四日市地域）

きの処置・火傷等

◆小児科/発熱・下痢・予防接種等

肩、膝、腰痛・坐骨神経痛等
ルペス等

◆外科系/小さな傷・おで

１１１名１７５回
１８８０,０００円

◆整形外科/骨粗しょう症・

（５/２５現在）

◆皮膚科/発疹・じんましん・皮膚のかゆみ・水虫・ヘ

◆泌尿器/トイレが近い・前立腺肥大・膀胱炎等

②在宅医療（自宅へ伺います）…通院が困難になった際は定期的な訪問診療に伺います。急に具合が悪くなっ
た場合の訪問診療も行なっています。自宅で最期を迎えたい方には看取りも行なっています。

③予防接種（病気にならないため）…健康診断や予防接種等の予防医療にも力を入れています。早期発見・
早期治療を目指し病気にならないために今できる事のアドバイスを心がけています。

④地域活動（健康づくりのお手伝い）…住民向け講演会を行っています。皆さんとの対話を大切にし、健
康づくりのお手伝いをしたいと考えています。
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機関紙名「いんぐ」は…ING（～している）の意味から付けています。
常にみえ医療福祉生協・四日市地域も前に向かって進行中です。もちろん世の中の動きも進行中。
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さんあい薬局株式会社
生桑店
管理薬剤師 金山達哉
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シリーズ支部紹介⑤

ミン薬、副腎皮質 ステ ロイ

桜支部
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みえ医療福祉生活協同組合・四日市

シリーズＳＤＧｓ③
「すべての人に健康と福祉を」

【２０２１年５月２０日・ひまわりにて】
（三重県まん延防止等重点措置を受けて）
・5/20地域委員会中止
・5/31まで班会・サークル活動・機関会議すべて中止。
・5/20（木）総代議案説明会中止。総代さんには書類郵送で
対応していく。
・6/7（月）あがた支部結成総会予定。

「利用委員会」は、私たちがより良い診療所、介
護福祉を利用するには、どのように「かしこい患者、
利用者」になれるか、健康を保ち、豊かに暮らして
いけるかを考え行動している委員会です。
私たちの医療福祉生協の活動は、ＳＤＧsの「持続
可能な開発目標」に沿っている取り組みをしている
のだと思います。「誰ひとり取り残さない」目標を
持っています。具体的な行動として、「かしこい患
者」になろうと、「患者塾」の開催、「いのちの章
典」（医療福祉生協の綱領）を学び、かしこい受診
の仕方として、寸劇で発表したり、「虹の箱」を設
置して、患者・利用者さんの要望、苦情等投函して
もらい、それの対処を職員さんと共に考えたりして
います。また、ＩＫＳ（生桑をきれいに掃除をする
会）や安全安心パトロール、ボランティア活動参加
を広める活動等に取り組んでいます。今、コロナ禍
で中止になっている、高齢者さんの食事お楽しみ会
や、介護事業所での見守り、お茶出し、麻雀、将棋
のお相手等参加できない状況です。

★次回は ６月１７日に開催予定です。
【地域委員会とは？】 四日市地域の組合員さんの代表（主に各
地域の支部）と職員が月に１回集まって、四日市の事業活動や組
合員活動について報告・情報交換・論議を行っています。組合員
と職員の協同で事業・活動を進めていく上での大事な会議です。

是非ご紹介
・応募ください！！

是非ご応募・ご紹介をお願いします！！
◇通所事業所介護職（パ）

2030年のＳＤＧｓの目標に向かっ
て、私たちの努力が今より良くなっ
ていくことを願っています。否、甘
い考えでなく、絶対そうなるよう皆
で努力しましょう。（利用委員会）

≪お問い合わせ≫
みえ医療福祉生協・四日市地域
応募は ３３０－０８０８ 桐山まで
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組合員が紹介したくなる
診療所に
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いんぐ
クイズコーナー

２０２１年６月１日発行（４）

２０２１年度健康づくり
チャレンジウォーキングのお知らせ

なぞなぞ。頭を柔らかくして考えて！㉝

◆⑥６/１５（火）富双緑地
◆⑦７/６（火）中央緑地公園
◆⑧８/２５（水）伊坂ダム

すべてを拒否している古典芸能といえば？
＊今回は少し難しいかな？＊

◆⑨９/２２（水）坂部～海蔵川
◆⑩１０/２０（水）四日市港
◆⑪１１/５（金）垂坂公園

クイズの答えと「いんぐ」の感想や近況などを書いて、診療
所の待合室のポストまたは、下記の住所へ送ってください。
＜クイズ正解者の方より抽選で３名の方と「ポスト」掲載の
方に図書カードをプレゼント。＞
宛先 〒５１２－０９１１ 四日市市生桑町１４５５
いくわ診療所内 「いんぐ編集室」
２９６号（４月号）の答え
問題＞小１と小２だけで避難訓練をしたら
とてもスムーズにできました。さてどうして？
答え＞幼いから（押さないから）

◆⑫１２/２３（木）城山公園
いずれも１０：３０～１１：３０ 雨天中止
※感染拡大状況によっては開催が中止になる
場合もあります。

★コロナ禍での活動の諸注意について★
コロナ拡大状況に応じて活動を展開します。自粛・延期・
中止等柔軟な対応をお願いします。これまで通り三密を避
け、少人数、感染予防策（マスク着用・検温・県外移動等

【お問合せ先】みえ医療福祉生協・四日市
組合員活動部田村まで電話３３０-０８０８

のチェック）を徹底して下さい。体調が悪い時等は参加を
見送って下さい。

発熱や風邪症状があり診察を希望される患者様へ

◎6/1～班会・サークル活動再開。
◎食事を伴う集まり、歌を歌う班会は当面中止とします！
◎事業所（あおぞらホール等）の使用制限（定員）は継
続しています。
◆ご不明点・お問い合わせ等は◆
生協本部・組合員活動部

ＴＥＬ

３３０－０８０８

「受診前にまず診療所に電話で相談を！」
いくわ診療所では新型コロナウイルス感染症
対応として、発熱、咳やのどの痛み、だるさ、
味やにおいが感じにくい、頭痛、吐き気や下痢、
筋肉痛などの症状がある場合は、直接来院され
ずに、事前に電話連絡をお願いします。一般診療と
分けた時間・空間で診察します。
いくわ診療所 電話０５９－３３３－６４７１
※直接ご来院いただいた場合、診療の状況によっ
ては対応できかねることがあります。

×

【
いくわ診療所
診療時間】

×

○

×

四日市市生桑 町 １４５５番地
電話 ０５９ （
３３３） ６４７１

土

○
○

午後4時
～7時

金

木

30

×
○

30

水

30

火

30

○

30

午前9時
～12時

○
○
○

17

月

17

休 日 の病 気 や ケガ な ど で緊 急
に医療機関を探 した いとき は左 記
をご 利用 下さ い。
◆ 医師会 の応急診療所◆
電話 ０５９ （
３５３） １７５９
◆救急 医療情報 セ ンター ◆
（
受診 可能な 医療機関 の案内）
電話 ０５９ （
２２９） １１９９

17

【介護保険関連事業】

17

◎在宅療養 の相談 はまず 左 記 へ

居宅介護支援事業所 いくわ
月～土 ９時 ～ 時 分
電話 （
３３３） ６４７５
訪 問看護 ステー シ ョンいくわ
月～金 ９時 ～ 時 分
電話 （
３３３） ６４７２
ヘルパー ステー シ ョンいくわ
月～土 ９時 ～ 時 分
電話 （
３３７） ８８８５
通所 リ ハビ リ いくわ
月 ・火 ・水 ・金 ・土
９時 ～ 時 分
電話 （
３３７） ８８９５
デ イサービ スいくわ
月～土 ９時 ～ 時 分
電話 （
３３３） ６７５６

17

日・祝日・木曜日休診 【予約制】
★在宅療養が必要な方
には往診も行います★

住所変更等された方はご連絡ください。また、当人が亡くなられて名義変更が必要な場合もご連絡をお願いいたします。
みえ医療福祉生協・四日市地域本部まで。

