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ほほえみほほえみほほえみ 介護のことは、お気軽にご相談ください。
048-524-0030

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。
048-524-3841

熊谷生協病院

❹ ❶

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。病院理念 県北地域に安心と協同の創造を

※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。
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1月 外来診療のご案内 電話（総合案内）048-524-3841
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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。

無料法律相談会の
お知らせ

無料法律相談会の
お知らせ

※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。

◆会場…熊谷生協病院　
◆予約…熊谷生協病院　医療福祉相談室
◆電話…048-524-3841（松本・山口・松島）

日　程 時　間　 担 当 者日　程 時　間　 担 当 者

1月10日（金）13時～ 深谷駅前　
法律事務所

　弁護士による無料の法律相談会を
定期的に実施しています。ご相談は
事前予約制です。医療福祉問題に限
らず、ご相談が可能です。ぜひ多くの
方にこの機会をご利用いただ
ければと思います。ご相談
お待ちしております。

※岡本、早川、伊東、田村、佐々木
　は女性医師です。

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。

無料送迎をご利用
ください。
受付に時刻表がございます
ので、ご利用ください。

バス時刻
表

2020年

熊谷生協病院
院長

小 堀 勝 充

あけましておめでとうございます。あけましておめでとうございます。
謹んで新年のご挨拶を申し上げます。

子

　平成が終わり令和となって最初のお正月
を迎えました。昨年はとても大変な年でした。
千葉県での小４女児虐待死に始まり、子ども
たちの虐待事件がマスコミをにぎわせまし
た。また高齢ドライバーの交通事故が注目さ
れ、運転免許の自主返納も相次ぎました。
あおり運転も注目され、安心してドライブも

できない不安が広がりました。老後資金に２０００万円が必要との
報道には、多くの人たちが困惑したりそんなもんだろうと諦めたり
とため息が日本中で吹き荒れました。異常気象の影響で日本中の
川が氾濫し、洪水がいたるところで大きな被害を出しました。新年
を迎えても安心して暮らせない方々が多くいらっしゃることで
しょう。国連気候変動会議では１６歳のグレタ・トゥーンベリさんが
世界の人々に今こそ対策を立てるべきだと訴えていました。
　１０月にはとうとう消費税が10％になりました。全世代型社会
保障という名のもとに実施されましたが、医療はどんどんと切り
捨てられてしまいました。一方で、テニスの大阪なおみ選手が
世界ランキング１位になり、バスケットボールの八村塁選手は
NBAで大活躍しています。ゴルフでは渋野日向子選手が全英
オープンで優勝するなどスポーツ界では日本人が躍進をしていま
した。もちろんラグビーワールドカップでは日本が初めて決勝
トーナメントに進出し、「ＯＮＥ　ＴＥＡＭ」が流行語大賞になりま
した。年末には吉野彰氏がノーベル化学賞に輝きました。
　医療分野では、住み慣れた地域で暮らしながら通院や訪問
診療などその人の希望にあった医療を受けられるようになる「地
域包括ケアシステム」が2017年4月から本格的に始まりました。
認知症や老衰で寝たきりの高齢者・超高齢者の方や、悪性疾患
や難病で終末期の方々が住み慣れた自宅で最期を迎えられるよう
にすることが医療の中心になってきました。ご家族の温かい介護
を受けながら最後まで在宅で過ごすことができるように訪問看護、
訪問介護、訪問リハビリ、訪問診療がご家族をサポートしてい
ます。

　自らの人生をどう生きてどうやって最期を迎えるのかを考える
「人生会議」を元気なうちからご家族で話し合いましょうと言われる
ようになりました。
　熊谷生協病院では超高齢社会を迎えて、在宅医療を充実させ、
地域包括ケア病床と強化型療養病床を維持して、在宅から一般
病床・地域包括ケア病床、強化型療養病床までの切れ目のない
医療を行いさらに他医療機関との連携も強めています。
　しかし現実には老老介護の高齢者家庭、認認（認知症同士の）
介護の高齢者家庭、高齢者の独居など在宅医療にはまだまだ多く
の問題が山積しています。これらの問題を解決する方法の一つと
して熊谷生協病院では、小規模多機能型居宅介護施設「くまここ」
を2017年4月に開設しました。ご利用者された方々にはおおむね
満足していただけているようで一安心しています。
　また、今までは専門病院で過ごしていた高度な医療を必要と
する子どもたち（医療的ケア児）も専門病院から自宅へ帰ることが
多くなりました。熊谷生協病院では高齢者と一緒に小児の訪問
診療もさらに充実しています。
　男女ともに働きやすい男女共同参画社会を目指して、働くお母
さんお父さんを支援するために急な病気のお子さんたちを預かる
病児保育室も必要とされていました。2018年4月に熊谷市の
委託事業として開設した病児保育室「こぐまちゃんち」は、3年目を
迎えようとしています。毎日元気な（？）病児が遊びに来ています。
　熊谷生協病院では病院の中で医療を行うだけではなく、乳幼児
から高齢者までの在宅医療を支えられる病院として質の高い医療
を提供し、子どもから超高齢者までが一緒に健康で住みやすい
街を地域の皆様と一緒に作りたいと考えています。地域ごとに
多世代の方々が楽しく交流して語り合える「桜を見る会」のような
行事も開催したいと考えています。
　地域の皆様がご自身やご家族の健康に不安があるときに役に
立てる病院作りを目指して、職員一同「ＯＮＥ
ＴＥＡＭ」で今年もがんばっていきたいと思います
ので、よろしくお願いいたします。

月号月号
11

１月より水曜日午後の内科は休診となります。ご了承ください。

休診案内

●休診日／日曜日・祝祭日・
　　　　　土曜日午後

1/30（木）…鶯塚医師 休診

内科

月 火 水 木 金 土
月～土いつでもご相談を
お受けします
生協ケアセンター
０４８－５２４－００３０

介護
相談

デイ
ケア

　本年もどうぞよろしくお願いいたします。

　熊谷生協病院は現在の場所に移転してから

今年で20年が経過します。これまで当院を支え

て下さった組合員と地域住民の皆さまに感謝申し上げます。

　2019年は病児送迎保育事業や訪問看護リハビリステーション

“ここリハ”など、幅広い年代の方がご利用いただけるサービスを

開始しました。2020年以降も「無料低額診療事業」や「入院時差額

ベッド代なし」など、お金のある・なしで差別されない医療と当院を

利用される皆さまが快適に過ごすことのできる環境づくりに取り組ん

で参ります。組合員の皆さまには、ぜひお年賀増資（出資金の積み

立て）にご協力頂きたく存じます。

　また、2020年は「医療生協の組合員になってよかった」と実感

していただけるような企画を準備しております。まだ組合員になられ

ていない方はこの機会にぜひご加入ください。

■■■■■■■■■■■■お年賀増資をお願いしますお年賀増資をお願いします

組織・まちづくり委員会：紀田 嘉彦
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❷ ❸
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。

古紙配合率70％再生紙を
使用しています。

介護のご相談窓口
電話 048-524-0030熊谷生協ケアセンターだより

組合員活動ニュース組合員活動ニュース 問合せ：組合員サポート課　曾田（そた）、平嶋

学 術 運 動 交 流 集 会 の報告学 術 運 動 交 流 集 会

　国際福祉機器展に訪問看護リハビリステーションここリハより職員数名が参加しました。

　医療・福祉関係者も一般の方も展示を見に来ており、話題の介護ロボット、ベッド、車いす、

日常生活用具、コミュニケーション・見守り機器、住宅設備、電子カルテシステムやスタッフの

ユニフォーム等様々なブースがありました。福祉用具のイメージを覆すようなおしゃれなデザ

インのものも多く抵抗なく使える工夫がされています。飲み込みの状況を評価するための最新の

テクノロジーや作業療法のアイデアなど収穫がたくさんありました。

　年々福祉機器は進化を遂げています。リハビリスタッフが最新の

福祉機器を知ることで利用者様によりよい提案ができます。できな

かったことも道具の力を借りることでできるようになる可能性を秘め

ています。利用者様の在宅生活をより安全・便利で快適に、そして

豊かにできるよう私たちは今後も勉強、情報収集を続けていきます。

日　時 1月22日（水）　2月26日（水）　3月25日（水）　各月とも13時30分～15時30分
会　場 アスピアこだま（こだま公民館）第2会議室　住所：本庄市児玉八幡山368
持ち物 ヨガマットまたはバスタオル　運動ができる服装

【訪問看護リハビリステーションここリハ活動報告】

●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 !(^^)!

オレンジカフェ熊谷
「よってきな」のご案内 
オレンジカフェ熊谷
「よってきな」のご案内 
毎月第4火曜開催　どなたもお気軽にご参加ください(^^♪
　場　所：緑化センター２階（市役所隣、中央公園内）
　時　間：午前１１：３０～15：００
　参加費：１００円（飲み物代）
　1月の日程とミニ講座内容予定（ミニ講座は午後１：３０～）
　 1月28日（火）　『若返らせようノド年齢☆彡』
　　講師：訪問看護リハビリステーションここリハ言語聴覚士 山口 祥

ロコモ健康体操のご案内ロコモ健康体操のご案内
どなたでもお気軽に参加お待ちしています。

1月20日（月）　熊谷市スポーツ・文化村くまぴあ…10：00～11：30

1月21日（火）　星宮公民館…………………………10：00～11：30

1月23日（木）　雀宮団地集会所……………………10：00～11：30

1月24日（金）　老人憩の家　妻沼荘………………10：00～11：30

　

新春企画「燃やせ体脂肪教室」新春企画「燃やせ体脂肪教室」 ～身体を動かしたい、みんなと和気あいあいと
　汗を流したい方。参加してみませんか。～

【ちょっとできることを、HAPPYくまここでお手伝い参加しませんか。お待ちしています。】

食材廃棄ロス防止のため、事前予約をお願いしています。ご協力お願いいたします。

主催：児玉支部

日　時 1月31日（金） 17時30分～19時30分

会　場 熊谷生協病院付属介護複合型施設くまここ内多目的室（熊谷市上之3851-1）
大人300円　こども100円（小中学生）未就学児は無料です。

申し込み：多世代ふれあい食堂実行委員会事務局　曾田（そた）070-2154-7357　平嶋070-2154-7358

居場所づくりについて懇談居場所づくりについて懇談

多世代ふれあい食堂HAPPYくまここトピックス多世代ふれあい食堂HAPPYくまここトピックス

ボランティア募集～あなたの力をお貸しくださいボランティア募集～あなたの力をお貸しください

日　時 1月14日（火） 13時30分～15時30分

会　場 中条農村センター（熊谷市上中条812）
（定例日　毎月第2火13時30分～　※開催準備によって変更・中止になる月があります。）

主　催 中条南河原支部

安心ルーム誕生安心ルーム誕生
話したり、学習もしています。お茶を飲みながらちょっと、ほっとする時間をご一緒に過ごしませんか。

中条南河原支部に新しく安心ルームができました。みんなで、健康のこと、日ごろのことなど

くらしサポーター（有償ボランティア）※くらしの中の困りごとを助け合う、無理なくできる有償ボランティアです。

　12月熊谷市社会福祉協議会、地域包括支援センター、熊谷市福祉部長寿いき
がい課、医療生協組合員のみなさんと「地域の居場所」について意見交換しました。
まちの高齢化、1人暮らしの方も増え始め、あそこにいけばお茶しながら楽しい
時間を過ごせる場所が増えていくといいねと話し合いました。医療生協には班、
安心ルーム、健康ひろばがあります。地域のたくさんの方々とつながり、顔が見える
居場所づくりをかたちにしていければと思います。

問い合わせ・申し込み：平嶋070-2154-7358

問い合わせ：曾田（そた）070-2154-7357　平嶋070-2154-7358

健診後のご受診をおすすめします。
　今年度の健康診断はお済みですか。
　健康管理は、健診を受けた後が大切です。
健診結果を生活習慣の改善に生かしましょう。
　熊谷生協病院では、健診後精査のための
診察予約をおとりしております。

　2019年12月15日（日）、第8回埼玉民医連学術・運動交流集会が埼玉県民活動総合センターにて

開催され、6つの分科会、154演題の報告があり、全県から500名の職員が参加しました。当院から

も15演題の発表をし、日々の活動や研究の成果を報告してきました。

　今年度のスローガンは 
　①民医連効力の実践をもとに「医療・介護活動の２つの柱」をさらに前進させ、埼玉民医連の新たな発展期を築こう
　②憲法をまもり生かすとりくみを実践し、“いのち、人権、くらし”が輝く平和な明日を切り拓こう
　です。　午前中の全体会はテーマが「現場から見えるSDH」で、「貧困」や「経済格差」について考える報告を、小児科医師、

産婦人科助産師、歯科医師、医療相談員の4名から受け、日々の診療や看護、介護で直面する事象をどう受け止め、考えて行動する

べきかを学びました。午後は分科会ごとに分かれ、各事業所や各職種の学びを共有しディスカッションしました。ここで得た学びを、

これからの医療活動へ活かしていきたいと思います。ここで得た学びを、これからの医療・介護活動へ活かしていきたいと思います。

　インフルエンザが流行しております。全国的に警報・注意報レ
ベルを超えている都道府県も見られており、熊谷地域でも流行
しています。

現在の院内の感染表示マークは「黄」です。
　面会は基本１６歳以上の方へ制限させていただいております。
また、来院される患者様・ご家族の方はマスク
の着用をお願いします。
　インフルエンザは、手指消毒・うがい・マスクの
着用でお互いの感染を防ぐ手立てになります。
　皆様のご協力をお願い申し上げます。

ＴＥＬ：０４８-５２４－３８４１（代表）ご予約は⇒ＴＥＬ：０４８-５２４－３８４１（代表）ご予約は⇒

外来診療受付時間
月曜・火曜・木曜・金曜…（午前）　   8：30～ 11：30
　　　　　　　　　　　（午後）　 14：00～ 16：00
土曜………………………（午前のみ）8：30～ 11：30
日曜・祝日………………（休診）

現在の感染対策表示
マークです

（2019.12.17時点）

熊谷生協病院・感染対策委員会
からのお知らせです。

熊谷生協病院・感染対策委員会
からのお知らせです。

熊谷生協病院・感染対策委員会
からのお知らせです。

マスク着用！！
手指消毒！！

感染対策委員会：若林 純平　医事課主任：野木 真由美

　外来看護主任：大熊 直子


