三多摩医療生活協同組合

★ 外来診療担当表 ★

くにたち南口診療所
東京都国立市中 １－１６－２５ シャトレクインテス国立ビル１階

電話：042（577）8953

診療時間
午前

9：00～12：00
午後

FAX：042（577）8954

（ 受付8：45～ ）

（ 受付14：00～ ）

風邪症状での受診は、まず電話でご相談ください
風邪症状全般【 発熱・のど痛・咳・鼻水・下痢・嘔吐 etc 】については、
月曜日・水曜日・木曜日 15：00～16：00 での受付となります。

る場合には上記の時間で受付をお願いいたします。

午前（ 受付8：45～12：00 ）
9：00～12：00
午後
（風邪症状受付14：00～16：00）
（平常時受付14：00～17：00）

水

木

淺倉

小島

淺倉
安原

米倉

安原

米倉

小島

米倉

小島

淺倉

小島

夜間

淺倉

小島

休診

土（午前のみ）

定期受診者の診察 定期受診者の診察

風邪症状以外の

風邪症状以外の

風邪症状以外の

風邪症状以外の

初診の方の診察

初診の方の診察

初診の方の診察

予防接種 / 健康診断

予防接種 / 健康診断

予防接種 / 健康診断

予防接種 / 健康診断

14：00～16：30

定期受診者の診察 14：00～16：30 14：00～16：30 定期受診者の診察
風邪症状の方のみ 風邪症状の方のみ
風邪症状以外の
風邪症状以外の
初診の方の診察
初診の方の診察
予防接種 / 健康診断

16：30～17：00
アルコール消毒・換気

16：30～17：00
16：30～17：00
アルコール消毒・換気 アルコール消毒・換気

定期受診者の診察

定期受診者の診察

0歳児から対応

第1・3・5
連携医療機関の医師
による交替勤務

第1土曜日 10：00～

佐藤（整形）

【休診日】日曜日、祭日、水曜日 夜間、土曜日午後/夜間、第４水曜日14：30～17：00
金曜日午前の淺倉は、内視鏡検査担当のため外来診療は行いません
第1・3・5土曜日は、中学生以上の方が対象となります

浅倉 禮治：内科・外科・小児科・消化器科・肛門科・認知症サポート医
小島 美保：内科・小児科・泌尿器科・尿失禁外来

安原 大樹：内科・外科・小児科・総合診療科

佐藤 文秀：整形外科・リウマチ科

第１土曜日 10：00～12：00
第３土曜日

予約制

定期受診者の診察

初診の方の診察

風邪症状の方のみ

土（午前のみ）

小島
第2・4
（浅倉） 淺倉

第４水曜日は休診

肝臓疾患専門外来：腹部エコー検査 etc
定期受診者の診察

金

河内 / 中村 / 田中 / 辻 （連携医療機関 Dr）：内科・循環器科（第 1・3・5 土曜日）

月（外来担当医：淺倉） 火（外来担当医：小島） 水（外来担当医：淺倉） 木（外来担当医：淺倉） 金（外来担当医：小島）

予防接種 / 健康診断

14：30～17:00

火

米倉 宏昭：内科・外科・小児科・総合診療科

診療所内での感染拡大防止にご協力ください。定期受診の方も、風邪症状があ

診療時間

月

14：30～17：00
17：00～19：00

♪ 感染拡大防止のために・・・ ♪

担当医の診療科目もご参照ください

第2・第４土曜日の
淺倉所長担当の土曜日は
公費・自費 予防接種/乳児健診も
実施可能 （予約制）

♪ 健康診断の機会を大切にしましょう ♪
国立市 特定健康診査 / 国立市 後期高齢特定健康診査
国分寺市 66 歳以上の方の特定健康診査
立川市 40 歳以上 特定健康診査 / 後期高齢特定健康診査
社会保険・組合国保に加入されている方（家族）の特定健康診査
入職用・入学用・入園時の健康診断書 / 事業所の定期健康診断

夜間

風邪症状以外の

17：00～19：00

初診の方の診察

休診

風邪症状以外の

初診の方の診察

乳幼児 6，7 か月 / 9，10 か月健診 を実施しています。
診療所を利用するすべての方が、年に１度の健康診断を大切に受けていることが理想です

★ 三多摩医療生協に加入してご利用ください ★

★ 各種 予防接種に対応しております ★
公 費

近隣１２市（国立市/国分寺市/立川市/府中市 etc）在住のお子さんが対象です

ＢCG（国立市民のみ）・Hib・小児肺炎球菌・四種混合・三種混合・二種混合・麻し

「 みんなで出資 」
「 みんなで利用 」

ん風しん混合・日本脳炎・不活化ポリオ・水痘（水ぼうそう）・Ｂ型肝炎・ロタウィルス

「 みんなで運営 」

予防接種（ロタリックス/ロタテック）
高齢者肺炎球菌予防接種 （国立市・国分寺市・府中市の 65 歳以上の公費） 自費はどなたでも OK

自 費

地域のみんなで「 安心して暮らせる街づくり 」を考えていきましょう♪

組合員価格設定もあるので加入してのご利用をお勧めいたします

おたふく風邪予防接種
インフルエンザ予防接種（インフルエンザのみ予約不要）
帯状疱疹予防ワクチン（シングリックス）

♪ 病児保育室つくしんぼ

2021 年 3 月よりスタート♪

国立市 病児・病後児保育委託事業

♪

病気や怪我により、普段利用している保育園・幼稚園・
小学校などでの集団生活ができないお子さんを一時的にお預かりし、
１日の保育看護を担います。子育て支援・就労支援の一面も持つ保育室です。
事前登録が必要です。 042(580)4774 までお電話下さい。

◎医療・介護・福祉の生活協同組合として、
医療事業：国分寺市/国立市において２つの診療所（国分寺診療所・くにたち南口診療所）
介護事業：居宅介護支援・訪問介護・介護タクシー
保育事業：さくらっこ保育園・病児保育室つくしんぼ

を運営しています。

対象児童

生後６ヵ月～小学校３年生までの期間

◎加入の際には、 3 口 3,000 円 の出資をお願いしています

利用定員

７名 【 隔離室あり 】

「 みんなの力を寄せ合い助け合う 」という意味で、一人ひとりの額よりも、多くの方が出資している

開室日時

月曜日～金曜日 8：00 ～ 18：00

ということが、「 生活協同組合の理念 」 にかなった大切なことです。

利用料

国立市民：2,000 円/１日

市外の方：660 円/１時間（組合員：440 円/1 時間）

登録料

国立市民：無料

市外の方：5,500 円（組合員：2,200 円）

