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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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10月 外来診療のご案内 電話（総合案内）048-524-3841
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新型コロナウイルス感染症の流行に伴い診療体制が変更になっております。
受診を希望される方は、来院前にご連絡を下さるようお願い申し上げます。

※岡本、早川、伊東は女性医師です。

※専門外来
　のみ

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。

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

11月13日（金）13時～ 深谷駅前 
法律事務所

10月 9日（金）13時～ 早稲田の杜
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。

　医療生協さいたまの研修医と指導医が月に1回集まり、研修に

ついて振り返りを行うレジデント・デイが8月29日に開催されま

した。今回はコロナ対策のためそれぞれの病院からリモート開催

となりました。

　埼玉協同病院研修医3名と熊谷生協病院研修医2名、総合診療

専門医を目指す初期研修医2名による症例報告などが発表されま

した。

　熊谷生協病院からは、一人暮らしのためペットの世話ができな

くなることを理由に入院拒否していた方に地域の組合員の支援が

入ることで入院治療ができ、退院後の経済的不安に対しても行政

と連携し必要なサポートが受けられるようになった事例などが

報告されました。

　「参加された先生方と意見交換ができ、

とても勉強になりました。」などの感想が

寄せられました。今後も充実した医師の

研修を実施していけるよう取り組んでい

きます。 （医局事務：鶴本）
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1010

便り通所リハビリ 便り通所リハビリ

　ご好評を頂き、おかげさまで通所リハビリの利用者

さまが増えてきております。短時間リハビリの利用者

さま向けに病院併設「くまここ」内の多目的室を使用

させていただく事になりました。多目的室の活用に併

せリハビリ機器を新たに４機種導入する事になりまし

たので、ご報告させて頂きます。今後も新たなリハビ

リ機器導入を予定しておりますのでご期待ください。

※短時間リハビリとは１時間～２時間～３時間の通所

　リハビリ利用形態のことです。　

新機器紹介

【パワーリハビリ機種
 ３機種】
※１機種で２種類の運動が
　可能であり、３機種６種
　類の運動が行えます。

【トレッドミル】
※歩いたり、走ったりする有酸素
　運動機器です。傾斜角度や速
　度で負荷設定を行います。

通所リハビリフロア通所リハビリフロア

○介護保険を申請し、要支援・要介護の認定を受けている方 

○リハビリに積極的に取り組みたい方 

○リハビリプログラムを遂行できるだけの理解力がある方 

●入浴、食事などの支援は希望されず、短時間でのリハビリ

　を希望される方 

●トイレが自立している方：（トイレまでの移動、動作が自分

　で行える方） 

●当通所の送迎車を希望される方は、自力での歩行、送迎

　車への乗降が可能な事

●送迎範囲　片道１５分以内

くまここ
短時間リハ

ビリの

利用者さ
ま向けに

リハビリ機
器を４台

導入しまし
た！

短時間通所リハビリの対象と利用条件

２０２０年度８月に実施した短時間リハビリ
利用者満足度アンケートの結果

※満足度アンケートから抜粋

【質問７】
リハビリ内容について

【質問１０】
リハビリ機器の種類は
如何ですか？
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レジデント・デイの報告レジデント・デイの報告

●休診日／日曜日・祝祭日・
　　　　　土曜日午後

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

月 火 水 木 金 土

月～土いつでもご相談を
お受けします
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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。

●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・訪問リハビリここリハ・小規模多機能くまここ】
　〒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

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

10月の組合員活動について10月の組合員活動について
　新型コロナウイルス感染防止の状況により、計画してる組合員活動が延期・中止になる場合がございます。ご理解いただ
きますようお願いいたします。

午前の部：  10時～ 11時　　午後の部：13時30分～ 14時30分
※午前、午後とも同じ散歩コースを歩きます。　受付後随時散歩コースを歩いていただきます。

　組合員活動を7月から段階的に再開させていただいていますが、みんなで楽しく集い合う医療生協らしい組合員活動がこの
状況で、どこまで再開できるか手探りで活動してきました。
　今回、感染予防に充分留意しながら、いきいきと笑顔あふれる、楽しい時間を過ごしたいと考え散歩企画を計画しました。

※午前の部、午後の部とも50名程度を予定しております。
　申し込み制になっております。予定数を超えた場合は、締め切りとさせて頂きます。

新型コロナウイルスの感染状況によって企画を中止をする場合がございます。マスク・手洗いなどの感染予防をお願いいたし
ます。発熱・風邪症状がある場合は参加をお控えください。散歩時にお互いの距離を保っていただくようお願いいたします。

問い合わせ▶組合員サポート課　曾田（そた）平嶋または最寄りの支部運営委員さんまで

秋企画のお知らせ秋企画のお知らせ

「ゆるっとまちなみ散歩」

（通所リハビリテーションくまここ：坂本）

（薬剤科：若林  純平）

サーマルカメラ導入のお知らせサーマルカメラ導入のお知らせ

コロナ（ＣＯＶＩＤ－１９）感染症学習会の報告コロナ（ＣＯＶＩＤ－１９）感染症学習会の報告

　熊谷生協病院では、感染症対策のために正面入口を入ってすぐの受付手前にサーマル

カメラを設置しました。これは、体表温度を検知することで発熱症状のあるかたを素早く

把握し、適切なご案内をするためのものです。カメラの前に立って画面に顔を映していただ

くと自動で体温を検出し、画面上に表示します。0.2秒ほどで素早く体温を検知することが

でき、マスクを着けたままでも使用できますので、病院へ入館される方はどなたも必ずこの

機械で体温をご確認いただくようお願いします。体温が高い場合はカメラからアナウンスが

流れますので、すぐに受付職員へお声掛けください。

　熊谷生協病院では、みなさまに安心してご利用いただけるよう、今後も取り組みをすすめてまいります。ご協力を

よろしくお願いいたします。 ○日時：11月11日（水）※雨天中止    ○散歩コース：聖天様歴史コース2.2キロ（熊谷市ウオーキングコースを散歩します）

＜開催にあたって＞

＜受付時間＞

＜受付場所＞

主催：北部地区Aブロック支部長会議　
お申し込み先：熊谷生協病院　組合員サポート課　曾田（そた）平日9時～ 16時
電話：070-2154-7357　メール：y-sota@mcp-saitama.or.jp
申し込み締め切り：11月4日（水）　申し込み時　①お名前　②住所　③連絡先　④希望（午前の部
　　　　　　　　　　　　　　　　　　または午後の部）どちらに参加するかをお知らせください。

　９月８日（火）に熊谷保健所主催のＣＯＶＩＤ－１９院内クラスター発生防止研修会へ参加させて

いただきましたのでご報告します。

　新型コロナウイルス感染症対応を行っている大学病院からの報告では、「持ち込まない」「持ち出さない」「拡げない」

という考えをもとにＣＯＶＩＤ－１９への治療を日夜行われているようです。その感染対策の１つに「ユニバーサルマス

キング」というものがあります。これは「すべての職員が院内では常時サージカルマスクを着用する」取り組みで、「症状

がないけれども自分が感染した場合に、他者に伝搬させないためにマスクを着用する」という考え方です。ＣＯＶＩＤ－１９

は症状出現の２日前からウイルスが増殖し、また無症状のまま経過するケースもあります。周囲への感染拡大を防止

するためにも、日頃からの体調確認や感染対策をきちんと行い、感染予防に努めていく必要があることを改めて認識

しました。日常業務の中で実践できるようにしていきます。

　１０の基本ケアの中に、「夢中になれることをする」という項目があります。

　通所リハビリテーションくまここでは、デイケアで活用できるように初回の

契約時に興味関心シートで、以前やっていた仕事の内容や趣味、好きだった

ことの聞き取りを行っています。その中で、クロスワードパズルを使用した

ことで、自主的な活動が得られた事例についてご報告をします。

　あるご利用者様は、デイケアにいらしてもリハビリ以外に興味を示されない

ご様子であったため自主的な活動をしてもらえるようクロスワードパズルを

お渡ししてみました。すると他のご利用者様や職員に聞き取りを行われる姿が

見られるようになるだけでなく、パズルを全問解くことができたことで非常に

達成感を得られているようでした。最近では好きな歴史の問題を解いてもらっています。

　ご利用者様が好きなことで達成感を得られるよう今後も支援していきたいと考えています。興味がある方は、「通所リハ

ビリテーションくまここ」までお願いします。

「１０の基本ケア」からの事例

１０の基本ケアとは・・・利用者様の尊厳を護るため、基本となる
介護の考え方と支援の方法を、1～１０まで順番に整理したものです。 

ケアセンター前に提示している
クロスワードパズルです

ここリハ紹介　我々は『リハビリに特化した』の訪問看護ステーションです。ご自宅に理学療法士・作業療法士・言語
聴覚士・看護師が伺い、リハビリテーションを実施させていただきます。

①自宅周囲での
　歩行練習
  （理学療法士）
　住み慣れた場所で
　移動するための歩
　行器の選定。

④公共交通機関の　 
　練習
　（作業療法士・看護師）
　精神疾患をお持ちの
　方で一人では外出が
　難しい方とバス乗車
　の練習。

⑤食事摂取の練習
  （言語聴覚士）
　嚥下機能が低下し
　てしまう難病の
　方に、飲み込みの
　練習。

③役割再獲得の
　ための料理練習
　（作業療法士）
　脳血管疾患後に
　片手で料理を練
　習中。

②駅の中での
　車椅子練習
  （理学療法士）
　駅内の段差や道幅
　等の動線を確認中。

聖天山本殿前周辺


