全国調査にご協力ください！

無料法律相談会の
お知らせ

医療生協の組合員のみなさまへ

弁護士による無料の法律相談会を

これからの子どもの

定期的に実施しています。ご相談は

方にこの機会をご利用いただ

みなさんの生活の実情を

け れ ばと思 い ます。ご相 談

しっかり分析します

お待ちしております。
日 程

時 間

300名様に
Quoカード500円分進呈

担当者
一輪草

5月10日（金） 13時〜 法律事務所
※相談終了時間は相談希望者の人数等に
よって異なります。

アンケート実施期間

◆会場…熊谷生協病院

対象は３歳から中学3年生までの
お子さんがおられるご家庭です

スマートフォンで
回答します

2019年度

かんたんです！
このアプリから
回答いただけます

後期研修医

医療福祉相談室
◆電話…048-524-3841（松本・山口・松島）

内

午前（8：15〜11：30）

火

水

木

金

土

宮岡
伊東

田中
鶯塚
須田

鶯塚
内野
遠井

宮岡
鶯塚
岡本
本田

田中
古市
高野

大塚
伊東
新井

岡本
本田

高野

科

鶯塚

午後（13：30〜16：00）

頭痛・めまい
外来

須田

鶯塚

もの忘れ・
小刻み歩行外来

新井

（第1・3）

小
児

休診

休診

科

予防注射

遠井

小堀

小堀

休診

15：00）

休診

休診
１歳６ヶ月
健診

（第4）

（第5）

乳児健診

西巻

山下

渡辺

田村

小児科 5/18(土）
…小堀院長休診

月〜土いつでもご相談を

介護 お受けします
相談 生協ケアセンター
０４８−５２４−００３０

デイ
ケア

社会福祉士

松本 浩一

医 療ソーシャルワーカー（ 相 談 員 ）の 松 本

刻表

バス時

ます。

保健師

平賀 真優

です。いつでも笑顔をモットーに頑張ります。
よろしくお願いします。

食養科

新井 健之

秩父生協病院から異動してきた新井健之で
す。早く仕事に慣れるように頑張ります。よろし

経験を活かして患者さん・組合員さんの命と

くお願いします。

ように頑張りたいと思います。

２階病棟 山城 雅矢
埼玉協同病院から異動してきました、山城
雅矢です。回復リハビリ病棟から療養病棟に変
わり、環境の変化に戸惑いながらも、日々誠心
誠意頑張っております。また、特技であるダンスをレクなど
で発表出来たらと思っております。宜しくお願いします。

外来看護

大熊 直子

秩父生協病院から異動してきた、大熊直子
です。秩 父での 経 験を経て、３年ぶりに熊 谷
生協病院へ戻ってまいりました。病棟での看護
医療に貢献できるよう頑張ります。

無料送迎をご利用ください。

よう精一杯努力していきますのでよろしくお願いいたし

です。熊谷の地は初めてですが、これまでの

経験が長く、久しぶりに外来看護に携わりますが、地域

※岡本、早川、伊東、田村は
※担当医師は都合により変更することがあります。ご了承下さい。
女性医師です。

❹

趣味はカラオケとアニメ鑑賞でアニメは男
臭いバトルアニメが好きです（笑）

異動職員のごあいさつ

人権を守るソーシャルワーカーとして皆様のお役に立てる

内 科 5/2（木）
・5/23（木）
…岡本医師休診

佐藤 大輔

チア部だったので元気をお届けするのが得意

武久 希

2019年度

休診案内

受付に時刻表がございます
ので、ご利用ください。

（第4）

午前

早川
（第2・4）

アレルギー
外来

午後（13：30〜16：00）（14：00〜

磯崎 つぐみ（熊谷生協ケアセンター所属）

職場の人たちに食らいついていけるように

月 火 水 木 金 土

受け付け時間
8：45〜11：30

火曜日と
第2・4金曜日は
受付11：00まで

薬剤師

薬剤師として病院や患者さんのお役に立てる

作業療法士

土曜日午後

内野

午前（8：15〜11：30） 小堀

胃カ
メラ

てんかん外来

いついかなる時も利用者の権利を尊重し、そのニーズにふさわしい
サービスを、保健・医療・福祉の事業を通して、誠実に提供します。

伊東 美貴

よろしくお願いいたします。

訪問診療は随時行っております。詳しくは病院までお問い合わせください。 ●休診日／日曜日・祝祭日・

熊谷生協病院広報委員会
〒360-0012 埼玉県熊谷市上之3854

新入職員のごあいさつ

積極的に頑張っていきます。

月

発行
住所

月号

Smile for allをモットーに頑張りますので

当院は予約優先となっております。予約なしの受診を希望される方は、来院前にご連絡下さる
ようお願い申し上げます。

受付時間

048-524-0030

たいです。

5月 外来診療のご案内 電話（総合案内）048-524-3841

048-524-3841

熊谷生協ケアセンター

笑顔を忘れず患者様の心に寄り添い各々の

看護師

診察・訪問診療・健診・デイケアのことは、
お気軽にご相談ください。

介護のことは、お気軽にご相談ください。

患者様に最適な医療を提供できるようになり

2019年6月1日〜30日

◆予約…熊谷生協病院

ほほえみ 5

第314号

病 院 理 念 県北地域に安心と協同の創造を

国に考えてもらうため

らず、ご相談が可能です。ぜひ多くの

熊谷生協病院

http://www.kumagaya-hospital.coop/

医療・子育てを真剣に

事前予約制です。医療福祉問題に限

2019年、笑顔ではじまる健康づくり

検査科

高松 由佳

協同病院での経験を生かしつつ、新しい仕事

３階病棟

武藤 直輝

この４月より３階病棟に介護職として異動して
きました武藤です。
熊谷生協病院に勤務するのは6年ぶり2回目と
なり、古巣へ戻ってきた形となります。
初めましての方も、お会いしたことがあるという方も、改め
てよろしくお願いいたします。

２階病棟

平野 奈美子

４月１日付けで川口市の介護老人保健施設み
ぬまより異動してまいりました平野奈美子です。
慣れない電車通勤、新しい地での勤務に不安で
いっぱいですが、精一杯がんばっていきますので、どうぞ
よろしくお願いいたします。

放射線科

新島 正美

埼玉協同病院から異動してきました新島です。
地域医療に携わるのは初めてですので、皆様の
お 力 をお 借りしな が 頑 張りた いと思 います。

にも早く慣れることができるよう頑張りたいと

また、センター病院での経験も地域で活かせるように頑張

思います。よろしくお願いします。

ります。どうぞ宜しくお願いいたします。

❶

熊谷生協病院

ほほえみ 5月号

小 堀 院 長 の

2019年5月発行

組合員ニュース

ちょこっとコラム

参加者16名

3月25日(月)10時から、国民健康保険のしくみと現状を熊谷市役所

「病院にかからずとも自分は健康だから大丈夫」と思っている方でも、ぜひ年に１度は

市民部

保険年金課の高柳課長に教えて頂きました。

健康診断をお受けください。たとえば高血圧やがんなど、自覚症状がないような病気も

昭和36年度と平成28年度の国保(市町村)の変化から、国保財政の仕組み、変更

早いうちに発見することができ、早期治療につながります。健康診断を受けることで、

前と後の試算などを説明していただきました。国保税を下げるには健康に暮らす事が

ご本人はもちろん、ご家族の安心にもつながることでしょう。

大切。健康診断を受けたり、介護予防を活用して、元気に暮らしましょう。

当院でお受けいただける健康診断として、
※医療生協へご加入頂くと組合員

②各種ドック（国保ドックなど）

価格で受けられます。

③協会けんぽ健診（保険証をお持ちのご本人）

などがございます。

⑤事業所健診

価格や詳細など、ご不明な点はお気軽に

⑥各種がん検診（前立腺がん、胃がん、大腸がんなど）

病院までお問い合わせください。

熊谷生協病院では2015年2月から無料低額診療事業を開始しています。
無料低額診療制度とは、治 療 費 が 払 え な いという理 由 で 受 診 できな い
方々に受診につながるきっかけをつくろうという制度です。

・まずは受付で職員にお声かけください。相談員（ソー
シャルワーカ−）が病 状 や 生 活 の 状 況を伺 います。
問題解決に向けて相談を行います。
・対象となる方については、医療費の自己
負担が免除または減額されます。

送迎による
組合員健診のご案内
「ご近所・３名様で 送迎による健康診断を
受けてみませんか」
熊 谷 市 周 辺にお住まい の 方で、ご近 所
3名様で送迎による健康診断を開始
しました。お知り合いの方を誘って
健康診断を受けてみてはいかがで

対 象 健 診

健康づくり健診・熊谷市特定健診・がん検診
※国保ドックや胃内視鏡・エコー検査を含む健診
については、応相談となります。健診予約を
ご希望の方は、健診担当までお申込みください。

介護のご相談窓口
電話 048-524-0030

訪問看護ステーションに看護師が 2 名入職しました。理学療法士の大和菜美さん、看護師の新野朋美さん、
白石千佐都さんです。よろしくお願いいたします。
理学療法士

大和

すようにご相談に応じます。

松本・山口・松島

10名の組合員さんが受講しました。
内容は「ボランティアとしての心構え」
「車いすの実技」
「口腔ってこんなに
大事（食べる・リハビリ・ケア」の3つのテーマでした。

看護師

菜美

新野

利用者様が安心し
て在宅生活が送れる

リハビリを行っていました。

様 に 寄り添っ

ように精一杯頑張り

訪問での経験は浅いですが、精一杯頑張り

て看護を提供していきたいと

たいと思いますのでよろしくお願い

ますのでこれからよろしくお願いします。

思います。

します。

オレンジカフェ熊谷「よってきな」のご案内 ロコモ健康体操のご案内
オレンジカフェとは認知症に関心のある人誰もが集いお茶を飲みな
がら気軽におしゃべりできる交流サロンです。相談コーナーも設けてい
ます。どなたもお気軽にご参加ください

(^^♪

所：緑化センター２階（市役所隣、中央公園内）

り体験できよかったです。」
「口腔ケアについて曲に合わせて発声することを

時

間：午前１１：３０〜午後３：００ 毎月第４火曜日開催

覚えてよかったです。」
「新しい知識も増えました。」
「ボランティアの内容が

参加費：１００円（飲み物代）

わかってよかったです」と感想がありました。

今後の日程とミニ講座内容予定（ミニ講座は午後１：３０〜）

でご協力の声をいただきました。
ボランティア活動に参加したい、興味があると
いう方は是非お声掛けいただければさいわいです。
組合員サポート課：曾田

千佐都

穏やかに利

場

へのご協力を呼びかけ、健診時の補助、園芸など

白石

用 者 様ご 家 族

受講した組合員さんから、
「役に立ちました。」
「新しい形の車いす等に乗

受講後、熊谷生協病院でのボランティア活動参加

看護師

朋美

急性期〜回復期の病棟で

以前は総合病院に勤務し、

問い合わせ先：熊谷生協病院（048−524−3841）

3月18日に利用委員会主催でボランティア学校を開催しました。当日は

熊谷生協 ケアセンターだより

4 月にはリハビリ特化型『訪問看護リハビリステーションここリハ』が開所となり、理学療法士 1 名と熊谷生協

払いの他、当面の生活などについて一緒に打開の道を探

10名受講
しました。

脳神経外科専門医の鶯塚明能医師が≪もの忘れ外来について≫お話しします。

あゆむ熊谷家族の会）など貴重なお話しもあります。席の都合上、事前に申し込みをお願い致します。

ていきます。制度が適用とならない場合でも、医療費の支

ボランティア学校開催

●会場：熊谷生協病院４階会議室

「ちょっと心配…」悩んでいる方は是非ご参加ください。認知症地域支援推進員の実践報告や認知症介護体験（認知症と

ので、社会資源の活用などで一緒に健康と生活を立て直し

地域連携・医療福祉相談室

誰でも参加出来ます。

『地域で認知症を支えよう』

この制度は生活が改善するまでの一定期間の利用です

《医療費でお困りの方はご相談ください》

今後について公的な制度の活用も含め、

●日時：5月30日(木)午後1３時〜１５時
当院

④社会保険特定健診（保険証をお持ちの扶養の方）

無料低額診療制度
について

すか。

【地域まるごと健康づくり講座】参加無料

⑦各種オプション検診

①熊谷市特定健診

❷

お申し込み・お問い合わせは
組合員サポート課（加藤）048-523-8705

社保まちづくり委員会主催 『市政宅配講座』

「健康診断を受けましょう」

第314号

5月28日（火） 認知症ケア専門士による『うたごえ』
6月25日（火） 大塚製薬

職員による『脱水・熱中症対策』

どなたでもお気軽に参加お待ちしています。

開催予定日時・開催場所のご案内
5月21日（火） 星宮公民館…… 10：00 〜 11：30
5月23日（木） 雀宮団地集会所 10：00 〜 11：30
5 月24日（金） 老人憩の家 妻沼荘 10：00 〜 11：30
5 月13日・27日（月） 熊谷市スポーツ・文化村
くまぴあ ………10：00 〜 11：30
※はなぶさ中央交流センターの定期開催は
ゴールデンウイーク期間の為お休みです。

●熊谷生協ケアセンター【ケアプラン作成・訪問ヘルパー・訪問看護・訪問リハビリ】
〒360-0012 熊谷市上之3851-1（介護複合施設くまここ内）TEL：048-524-0030 FAX：048-524-9667
お気軽にご連絡・ご相談お待ち致しております !(^^)!

古紙配合率70％再生紙を
使用しています。

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。

❸

