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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

胃カ
メラ 午前 西巻 山下 渡辺 大澤

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

◆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・高橋・佐藤）

日　程 時　間　 担 当 者日　程 時　間　 担 当 者

10月 8日（金） けやき総合　
法律事務所13時～

11月12日（金） 一輪草
法律事務所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。

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。

※岡本、泉は女性医師です。

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。

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・
　　　　　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
生協ケアセンター
０４８－５２４－００３０

介護
相談

デイ
ケア

（生協まちづくり委員会：松本  浩一）

【材料】（2人分）

すこしおレシピすこしおレシピ

かぶ
きゅうり
柿

40ｇ
20ｇ
40ｇ

サラダ油
酢
塩

小さじ1
小さじ１/2

少々

① かぶは薄いイチョウ切りにする。
② きゅうりは薄い輪切りにする。
③ 柿は皮をむき棒状に切る。
④ 切った柿を薄い塩水につける。（塩は分量外）
⑤ 柿をザルにあげ、キッチンペーパーで水気をとり、
　 かぶ・きゅうりと合わせる。
⑥ ☆を混ぜ合わせたドレッシングでかぶ・きゅうり・柿を和える。 
　 かぶときゅうりがしんなりするまで冷蔵庫で冷やす。

【作り方】

《減塩ポイント》

《かぶと柿のサラダ》

　ドレッシングの酸味と柿の甘味で減塩でもおいしく野菜を食べること
ができます。
　少ない塩分で野菜をしんなりさせるために、かぶときゅうりは薄めに
切るのがおすすめです。 （食養科：松本）

食を通して「困った」の声にみんなで応えます

生 協 強 化 月 間生 協 強 化 月 間 のお知らせのお知らせ
　いつも熊谷生協病院をご利用いただき、誠にありがとうございます。

　医療生協さいたまでは9月24日（金）から11月30日（火）の期間を『生協強化月間』（「消費生活協同組合法」が1984年

10月1日に施行されたことを記念としている）と定めて、組合員・職員が集中的に組織課題に取り組んでおります。

　熊谷生協病院・介護複合施設くまここをご利用されている方で、まだ医療生協にご加入でない方は、生協強化月間中に

加入をお願い致します。また、月間中に『①2口以上の「増資」をした方　②加入をした方　③年間3口以上の新規「口座

引き落とし」契約をした方』には、キャンペーングッズとして「ココロンボールペン」を差し上げます。是非ともこの機会に

「加入」「増資」のご協力をお願い致します。

　皆様からお預かりした出資金は、地域に根ざした医療・介護活動、及び、無差別平等の

医療の実現にたいへん役に立っています。皆様お一人お一人の「困った」に心を寄せて、

そして地域の多くの人々と協力・連帯して解決の支援に結びつけていく事が私たち医療

生協の役割だと考えております。多くの皆様に支えられてきた私たちの事業をより大きく

するため、また、県北地域でより良い医療・介護・保健予防活動が継続できるよう、皆様

からの出資金を大切に扱って参ります。

　生協強化月間へのご理解・ご協力をよろしくお願い申し上げます。

　いつも熊谷生協病院をご利用いただき、誠にありがとうございます。

　医療生協さいたまでは9月24日（金）から11月30日（火）の期間を『生協強化月間』（「消費生活協同組合法」が1984年

10月1日に施行されたことを記念としている）と定めて、組合員・職員が集中的に組織課題に取り組んでおります。

　熊谷生協病院・介護複合施設くまここをご利用されている方で、まだ医療生協にご加入でない方は、生協強化月間中に

加入をお願い致します。また、月間中に『①2口以上の「増資」をした方　②加入をした方　③年間3口以上の新規「口座

引き落とし」契約をした方』には、キャンペーングッズとして「ココロンボールペン」を差し上げます。是非ともこの機会に

「加入」「増資」のご協力をお願い致します。

　皆様からお預かりした出資金は、地域に根ざした医療・介護活動、及び、無差別平等の

医療の実現にたいへん役に立っています。皆様お一人お一人の「困った」に心を寄せて、

そして地域の多くの人々と協力・連帯して解決の支援に結びつけていく事が私たち医療

生協の役割だと考えております。多くの皆様に支えられてきた私たちの事業をより大きく

するため、また、県北地域でより良い医療・介護・保健予防活動が継続できるよう、皆様

からの出資金を大切に扱って参ります。

　生協強化月間へのご理解・ご協力をよろしくお願い申し上げます。

　多世代ふれあい食堂HAPPYくまここをはじめて3年目を迎えます。新型コロナウイルス

感染が拡がってから、みんなで顔を合わせて楽しい時間を過ごす食堂から食材提供、お弁当

提供 など新しいかたちで再開しています。

　この活動をすすめるには食糧、食材が欠かせません。取り組みを開始して組合員さん、地域

住民のみなさん、そして企業さまから様々なご支援を頂きました。

　7月は熊谷市内、8月は深谷市内の企業訪問をして、食材提供の協力をお願いしてきました。

この訪問を通して、フードドライブや子ども食堂を行っていることを初めて知っ

たという企業様もいらっしゃり、好意的に受け止めて頂きました。

　先日は「株式会社マキ電資様（熊谷市上之）」より沢山の食材提供を頂きま

した。頂いた食材食料品は、生活に困った方、フードパントリーに申し込みされ

た方々へ提供してきました。

　利用された方の中には「明日食べるものがなくて困っていた」という声もあり

ました。地域の安心ネットワークづくりに向けて引き続き、皆様のご協力を

お願いいたします。 （まちづくりネットワーク推進課：曾田  恭基）

☆
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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。

内科：吉本  尚史

組合員活動ニュース組合員活動ニュース

ヘルスチャレンジは、自分の健康習慣をみつめなおし、できることから少しずつ健康づくりをはじめるための取り組みです。
取り組みは簡単です。
　①コースを選んで　 ②取り組んで　 ③記録して
　④記録を提出
記録を提出した方から抽選でプレゼントが当たります。
「コロナ自粛で体力が低下した…」「健康にいいことはじめ
たいけど…」そんな皆様、気軽に取り組んで
みませんか？

くまのまち

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。

「ドコモ出張スマホ教室」のご案内「ドコモ出張スマホ教室」のご案内
10月25日（月） 
10時30分～11時30分 「マップを使いこなそう」
13時30分～14時30分 「アプリを使いこなそう」

日時

※前編と後編で内容が異なります。　

完全
予約制

＜注意＞

・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＞

場　　所：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。

参 加 費：無料　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4名　　申し込み期間　10月11日（月）～ 10月20日（水）

※定員になり次第締め切ります。多くの方にご参加いただけるよう、午前・午後の通し参加はお断りさせていただきます。

・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。

　9月1日に熊 谷

市医師会主催の

「第4回 病病診診

連携会」がオンラインで開催されました。コロナ禍の影響もあって

2年ぶりの開催となりましたが、この連携会は熊谷市内の医療機関の

連携強化を目的に行われ、今回は熊谷市内の10病院の代表者がそれ

ぞれの病院の紹介や特徴的な事を報告しました。当院からは小堀院長

が「地域で生きるということ」と題して、当院の強みでもある訪問診療

を中心に在宅療養支援病院の特徴を伝えることができました。また、

各病院の最新の動向も確認することができ、地域連携に活かせる

事も多くあったのですが、オンライン視聴だったので双方向のコミュニ

ケーションができずにもどかしさも感じる事もありました。まだまだ

新型コロナの影響で対面する会は難しいのですが、皆様によりよい

医療を提供する事と地域包括ケア推進の為にも、病院同士の連携を

さらに深めていかなければならないと感じました。

　皆様はピンクリボン運動をご存知ですか？

　ピンクリボン運動はアメリカが発祥であり、乳がんで亡くなられた方のご家族が同じような悲しみを減らし

たいという願いを込めて作られたリボンから始まった乳がんの啓発運動です。日本でも毎年10/1～10/31の

1ヶ月を「ピンクリボン月間」に設定し、各地で乳がんの早期発見に関するイベントが開催されています。東京

タワーやスカイツリーが10月はピンク色にライトアップされるなどの光景を見たことのある方も多いと思います。

　国立がんセンターの統計によると、女性がかかるがんの中で「乳がん」の罹患数（乳がんと診断された人の数）は１位であり、9人に１人が

乳がんに罹患すると言われています。

　一方、死亡数に関しては女性では5位であり、ステージⅠ期までの早期のうちに発見、治療できれば生存率は95％以上に上がるため、

早期発見の機会となる乳がん検診がかかせません。次に乳がん検診に用いられる検査の特徴について簡単に説明します。

　　　　　　　　　　　　　　乳房をプラスチックの板で挟みながらX線を用いて撮影する検査です。乳房全体を１枚の画像として描出

でき、全体像が捉えやすく、石灰化病変が見えやすいのが特徴です。乳がんによる死亡率減少効果が認められており、国の対策型検診

（市検診）にも用いられています。ただし、圧迫による痛みや被ばくがあること、高濃度乳房（乳腺の密度が高い乳房）に対しては病変が

隠れて描出しにくくなるなどの欠点もあります。

　　　　　　　　　乳房に機械との密着性を良くするためのゼリーを塗り、超音波を用いて機械を当てながら画像を見て検査します。

被ばくがなく、小さな腫瘤（しこり）を描出しやすく、内部構造が見えやすいので高濃度乳房の方にも有効な検査です。ただし、石灰化

病変はやや見えにくく、まだ死亡率減少効果の検証ができていない（現在検証中）ため、対策型検診ではなく、

任意型検診で用いられています。

（地域連携医療福祉相談室：松本  浩一）

病病診診連携会（オンライン）参加報告病病診診連携会（オンライン）参加報告

１０月はピンクリボン月間です。乳がん検診を受けましょう！１０月はピンクリボン月間です。乳がん検診を受けましょう！

感染対策を実施しています感染対策を実施しています

医療生協さいたま組合員限定企画

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
熊谷生協訪問看護ステーション  管理者：高橋  由美熊谷生協訪問看護ステーション ご挨拶

　拝 啓　皆様におかれましては、ますますご清祥のことと存じます。平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し

上げます。

　さて、7月より熊谷生協訪問看護ステーションと深谷生協訪問看護ステーションの管理者が交代となりました。また、

熊谷生協訪問看護ステーションは、10月1日より訪問看護リハビリステーションここリハと統合することとなりました。看護師・理学

療法士・作業療法士・言語聴覚士が一つになることで、チームとしての力を向上させ、より質の高い看護の提供を目指します。

　利用者様に満足して頂けるよう、スタッフ全員一丸となって取り組んで参りますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 　敬 具

●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

●埼玉まるごとヘルスチャレンジ2021実施中

お問い合わせ：地域総合サポートセンター
　　　　　　　まちづくりネットワーク推進課まで

　4月からの半年間、総合診療の地域研修として、

こちらにお世話になりました。

　熊谷生協病院の方々には、本当に気を使っていただ

き、良くしていただいたなと感じています。お陰様で

日々の診療や学びについて、フットワーク軽く様々な

方とお話することができました。これはこちらにとっ

ても本当にありがたいことで、これまで廻った病院の

中で一番診療が行いやすかったです。

　生協病院のマインドである「患者ファーストの姿勢」

に触れられたことは、今後の医師人生において誇れる

ものだと思っています。またスタッフの方々が目に

見えて同じ方向を向き協力関係にある姿が印象的

でした。これはこれまで廻った病院ではあまり実感

できなかった点で、実践できている病院は貴重だと

感じます。

　小堀院長、宮岡副院長をはじめとした熊谷生協病

院に関わる方々、そして患者・組合員の皆様が今後も

健康に過ごせることをお祈りしています。また近い

うち何らかの形でこちらに関われたら嬉しいです。

研 修 を 終 え て

マンモグラフィー検査

超音波検査

※視触診は死亡率減少効果が低いとされ乳がん検診で行う機会が減少しましたが、普段から自己検診でチェック
　することも大切です。お風呂タイムで自己チェックしてみましょう。

　一般的に、対策型検診で２年に１度のマンモグラフィー検診を推奨していますが、高濃度乳房の問題も

あるのでマンモグラフィー検査と超音波検査を毎年交互に行う検診がオススメです。


