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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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6月 外来診療のご案内 電話（総合案内）048-524-3841

胃カ
メラ 午前 西巻 山下 渡辺 大澤

発熱やカゼ症状等のある患者様は、感染対策のため一般外来と時間・場所を分けて診療していますので、
必ず事前に電話でご連絡頂きますようお願いいたします。

※岡本、泉は女性医師です。

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

◆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・高橋）

日　程 時　間　 担 当 者日　程 時　間　 担 当 者

7月  9日（金） けやき総合
法律事務所

6月11日（金） けやき総合
法律事務所13時～

13時～

　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きたいと
思っております。ご相談お待ちして
おります。

（総看護長：千葉）

●休診日／日曜日・祝祭日・
　　　　　土曜日午後

須田

※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。

新型コロナウイルスワクチン接種について新型コロナウイルスワクチン接種について
　熊谷市は75歳以上の方に4月23日にワクチン接種

券が発送され、65歳から74歳の方には、5月11日に

発送予定になっています。64歳以下の方は国の方針に

沿って順次発送予定です。実際にワクチン接種の予約

が可能になるのは、国からワクチンの配送スケジュールが示され、組合

員の皆様のお手元にクーポン券（接種券）が届いてからになります。

　かかりつけ医や身近な医療機関であれば、主治医への相談等のうえ、

安心して接種できます。6月から患者さんの接種を予定していますが、

ワクチンの配分が未定のため、日程が未だ決められない状況です。接種

予約は5月中旬以降に予約受付を開始する予定です。予約等の詳細に

ついては、当院のホームページにも掲載しています。 　埼玉協同病院から異動してまいりました。
職員・地域の組合員の方々と共に県北地域の

健康づくり・安心してすごせるまちづくりを実現できるよう
尽力してまいります。コロナ禍ではありますが出来る限り
地域に出ていきたいと思います。

事務次長　野村  健二（事務総合職）

　3年ぶりに熊谷生協病院に戻ってきました。
また、外来（訪問診療）でお世話になります。

訪問看護での経験を活かし、患者様、ご家族が安心して
在宅での生活を送れるよう支援していきます。よろしく
お願い致します。

外来看護配属　手嶋  文子（看護師）
　埼玉協同病院　循環器総合内科から異動と
なりました保健師の水谷愛美です。至らない

点も多くご迷惑おかけすると思いますが、一所懸命がん
ばりますのでよろしくお願いいたします。

3階病棟配属　水谷  愛美（保健師）

　異動前は秩父生協病院で１年半程、初めて
の療養病棟で勤務しました。他職種と連携

しながら入院患者さんの看護やケアを行うとともに、家族
様との関わりもあり、コミュニケーションが充実していて
良かったです。今回、熊谷生協病院に異動になりました
ので、改めて体が動く限りがんばりたいと思います。宜しく
お願いいたします。

2階病棟配属　佐藤  千春（看護師）

　川口の老健みぬまから異動してきました、
２階病棟介護の斉藤慎二です。病院での勤務

は初めてでまだわからないことが多く、ご迷惑をおかけ
することがあると思いますが、一生懸命がんばりますので
よろしくお願いします。趣味は温泉に行くこと、プラネタ
リウム鑑賞、映画鑑賞です。

2階病棟配属　斉藤  慎二（介護福祉士）

2021年度　異動職員のごあいさつ2021年度　異動職員のごあいさつ

　埼玉協同病院から異動してまいりました、
志村政美と申します。3階病棟看護長兼副総看護長として
お世話になります。久しぶりの病棟勤務でご迷惑おかけ
しますが、北部地域の医療に貢献できるよう頑張ります。

3階病棟看護長（副総看護長）
　　　　　     志村  政美（看護師）

　おおみや診療所通所リハビリテーションから
異動となりました介護福祉士の寺山真由美

です。病棟での勤務は初めての為、至らないところも多い
と思いますが一生懸命に頑張りますので宜しくお願い致し
ます。

2階病棟配属　寺山  真由美（介護福祉士）
　4月11日より熊谷生協病院2階病棟で
お世話になります、乙川敏之です。 

　2階病棟は10数年ぶりで、色々と変わっており戸惑う
日々ですが初心にかえり、頑張っていきたいと思います
ので宜しくお願いいたします。

2階病棟配属　乙川  敏之(介護福祉士）

　デイケアくまここで勤務することになりま
した、作業療法士の倉川恭子です。
　まずは利用者様の名前をしっかり覚え、在宅生活を
支えるお手伝いができればと思います。宜しくお願いし
ます。

リハビリテーション科配属　
                  倉川  恭子（作業療法士）

　4月1日付けでくまここデイケアに勤務する
ことになりました介護福祉士の森田健一です。通所部門
での勤務は初めてですが、在宅生活を継続できる関わりを
意識して利用者様と接していきたいと思います。宜しく
お願いします。

通所リハビリテーションくまここ配属　
                    森田  健一（介護福祉士）

また、①②で予約できるのは熊谷市にお住まいの方のみです。熊谷市以外
にお住まいの方は各自治体にお問い合わせください。

病院窓口では予約をお受けできません。

①インターネット（熊谷市のホームページ）
②コールセンター（048-578-5097）

当院で接種を希望される場合

左記どちらかでの
予約が必要です。
左記どちらかでの
予約が必要です。

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

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

休診案内
6/19（土）小児科休診
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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

新 入・異 動 職 員 紹 介新 入・異 動 職 員 紹 介

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

新たに加わった仲間と一緒に頑張っていきます。今後ともよろしくお願いします。

・参加にあたってはポイントクラブ入会、dポイントカード利用登録、
  dアカウント発行が必要となります。（手続き・月額無料）。
・個人情報の取り扱いについては、ドコモ個人情報規約に則り管理致します。

新型コロナウイルス感染状況により企画行事等が延期・
中止になる場合がございます。ご了承ください。

「ケアセンターに新しい仲間が増えました！」

＜注意＞

6月28日（月） 
10時30分～11時30分　　スマートフォンでLINEを楽しもう　（前編）
13時30分～14時30分　　スマートフォンでLINEを楽しもう　（後編）

・新型コロナウイルスの感染状況によって企画の中止をする場合がございます。
・マスク・手洗い検温などの感染予防をお願いいたします。また、発熱・風邪症状がある場合は参加をお控えください。

＜開催参加にあたって＞

「ドコモ出張スマホ教室」のご案内
医 療 生 協 さ い た ま 組 合 員 限 定 企 画医 療 生 協 さ い た ま 組 合 員 限 定 企 画

日時

　４月から入職した看護師の佐藤千絵です。3月まで深谷生協訪問看護
ステーションで勤務していました。訪問看護はまだ２年ほどしか経験が
ありませんが、皆様に元気を届けられるよう頑張りますので、よろしく
お願いいたします。

訪問看護　佐藤  千絵（看護師）
　4月に入職しました中澤順子と申します。これまで深谷市内の診療所で看護師をして
おりました。訪問看護の経験はありませんが少しでも早く仕事を覚え、利用者様に
「うちに来てもらうとホッとするよ。」と仰って頂けるよう精一杯頑張りたいと思います。
よろしくお願いいたします。

訪問看護　中澤  順子（看護師）
　4月11日より行田ケアセンター訪問介護から、熊谷ケアセンター小規模
多機能くまここに異動しました今村寿子と申します。新しい環境に早く慣れ、
皆さんと仲間と一緒により良いくまこことなるよう頑張っていきたいと思い

ます。宜しくお願いいたします。

小規模多機能 くまここ　今村  寿子（介護福祉士）

スマホをご利用の方なら、
ドコモでない方もご参加

頂けます。

完全
予約制

感染対策を実施しています
アルコール消毒

マスク、
ゴーグルの着用

検温
37.5℃未満 手洗い

退職のご挨拶 熊谷生協病院 内科：新宅  将之

　新型コロナウイルスの感染が広がりを見せてから自粛の毎日でしたが、リハビリテーションくまここでは、4月27日、28日の

2日間で上之ベルク店に歩行訓練を兼ねての外出訓練に行ってきました。新型コロナウイルス感染予防をしながらの外出に

なりましたので、外出先での飲食は禁止とし、買い物のみの外出になりました。

　「外出」とは文字通り「自宅から他所へ出る、外に出る」と言う事を意味し、生活の中で必要不可欠な

活動です。利用者様からも「以前のように買い物に行きたい」、「近所を散歩することが日課だった」などの

お声が多くあり、我々としても生活リハビリの観点から大切なことだと考え、外出訓練を実施する運びに

なりました。

　利用者様からは「久しぶりの買い物。選んで買うのはいいわね。」等の声が聞かれていました。通所リハ

ビリテーションくまここでは、今後も利用者様の生活を考え支援する取り組みを実施していきたいと考えて

おります。興味のある方はぜひご連絡ください。

通所リハビリテーション（デイケア）くまここ通所リハビリテーション（デイケア）くまここ 外 出 訓 練外 出 訓 練

（通所リハビリテーションくまここ：坂本  由美子）

　私は大阪出身で、関西の医大を卒業したタイミングで東京に来ました。医者も就職活動がありますが、全く

準備をしないまま卒業の年を迎えました。もう国家試験も終わって３月なのに行き先は決まっておらず都内の

病院に電話したところ、熊谷生協病院と同じ民医連の「小豆沢病院」というところが拾ってくれました。

小豆沢病院の研修の途中で派遣された「みさと健和病院」というところで今の妻に出会いました。ちなみに妻は熊谷の大麻生

出身です。その後は都立病院などを転々としていました。

　実家が診療所でそろそろ帰って手伝わなければならないということになり2020年度から大阪に戻る予定でしたがコロナが

収束せず、一時的に熊谷の妻の実家に身を寄せることになりましたが、どんどんコロナが広がり、緊急事態宣言まで発令され

ました。さすがに無職で妻の実家にいつまでも居る訳にもいかず、古巣の小豆沢病院に相談したところ、同じ民医連の病院が

熊谷にあるということで、熊谷生協病院に赴任しました。そこからは早いものでもう1年が経ち、5月いっぱいで大阪に帰る

ことになりました。

　まとまりのない文章になりましたが、こうやって振り返ると、大阪に住んでいた自分が熊谷の病院で患者さんとお話をした

りと、縁の不思議さを感じています。大阪を出て10年になりましたが、関東での医者生活の最後が熊谷でよかったなあと感じ

ています。

　離れた場所からになりますが、熊谷生協病院の患者さんやスタッフの皆さんが健康に過ごせることをお祈りしています。

※前編と後編で内容が異なります。　

会　　場：老人福祉センター上之荘  洋室（熊谷市上之3022-1） ※午前・午後とも同じ会場です。
参 加 費：無料
主　　催：北部地区Aブロック地区運営会議
講　　師：ドコモショップ熊谷店スマホ教室講師
お申込み：熊谷生協病院　地域総合サポートセンター　曾田（そた）　平日9時～16時
電　　話：070-2154-7357　メール：y-sota@mcp-saitama.or.jp
申し込み定員　各10名
申し込み期間　6月21日（月）～ 6月25日（金）
※定員になり次第締め切らせていただきます。


