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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

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

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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5月 外来診療のご案内 電話（総合案内）048-524-3841
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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・佐藤）

日　程 時　間　 担 当 者日　程 時　間　 担 当 者

5月13日（金） 早稲田の杜
法律事務所13時～

6月10日（金） けやき総合
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ければと思います。

ご相談お待ちしております。

熊谷学会

　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。

　看護師、社会人として初めて働かせて

いただきます。

　不安もありますが、患者さんひとりひと

りに寄り添い、その人に合った看護を行うを目標に少

しずつ頑張っていきたいと思います。よろしくお願い

します。

看護師　春日  みなみ

2022年度　新入職員のごあいさつ

　看護学生時代は2階病棟で働かせて

いただいていました。

　家族や友人、職場のみなさんの協力が

あったため看護師になれたと思っております。感謝の

気持ちを忘れず、相手の気持ちを理解することのでき

る看護師になりたいと思っています。よろしくお願い

致します。

看護師　清水  由佳里

　准看護師として、学生として熊谷生協

病院にお世話になっていました。また、

気分を新たに新入職員として、看護師と

してたくさんの方々にご指導いただきたいと思います。

よろしくお願いいたします。

看護師　栗田  裕己子

　４月１日より中途採用として入職になり

ました、清宮梨恵と申します。今までの

経験を活かし、入院患者様の日常生活を

支えられるよう、また、地域の皆様のお役に立てるよう

頑張ります。不慣れな点も多いかと思いますが、色々

ご指導下さい。よろしくお願いいたします。

看護師　清宮  梨恵

　管理栄養士の矢野麗奈です。茨城県

出身ですが、2020年に埼玉県北部に

移住しました。兄弟として双子の弟がい

ます。これまで陸上をしてきましたが、最近ランニング

とはご無沙汰しています（最近はリングフィットしかして

いません）これからは走りつつ、栄養管理も頑張りたい

です。

管理栄養士　矢野  麗奈

　まだまだわからないことだらけで不安な

ことも多いですが、日々色んなことを吸収

しながら業務に励んでいきたいと思い

ます。ご指導宜しくお願いいたします。

総合事務職　橋本  南樹

　卒１から４年目までお世話になったさいたま医療生協

に戻って参りました。急性期、外来、回復期を経験して

きましたが、訪問看護は初めての挑戦となります。

　利用者さんのお宅に伺い、いろいろな方と触れ合う

ことができ、病棟とはまた違ったやりがいを感じており

ます。1日も早く、多くの地域の方に貢献できるように

精進してまいりたいと思っております。どうぞよろしく

お願いいたします。

看護師　松本  あさひ 　3月15日より熊谷生協ケアセンター、訪問看護

ステーションに入職しました、理学療法士の矢嶋俊一と

申します。

　2月まで、栃木県日光市の老健と同法人の訪問看護

ステーションに勤めておりました。現在は熊谷市内に住

んでいますが、実家は妻沼です。地元とはいえ、18年

間栃木県に住んでおりましたので、地域のことがまだよ

くわかりません。これからは地元の為に、在宅生活支援

を行って参ります。どうぞよろしくお願いいたします。

理学療法士　矢嶋  俊一

　熊谷生協病院では毎年「熊谷学会」を開催しております。日々の

業務中に生まれた新たな気づきを病院内で共有する一年間の振り返

りの場です。参加者は医師、看護師、薬剤師、事務など様々な職種

が集まります。今年度は10部門12人が演題発表を行いました。

多職種連携により患者様やご家族の希望に添った支援ができた事

例や、近年需要が高まっている訪問診療にコメディカル（薬剤師）が

同行した事例の発表がありました。他部門の取り組みを知ること

だけでなく、他部門の目線からの質問や意見もあり、熊谷学会を

経てさらに新たな学びを得ることができています。

　昨年度に続きコロナ禍での開催となりました。一度は開催延期と

なりましたが、感染状況を考慮しながら、人数を最小限に減らし、

換気などの感染対策を徹底して無事開催すること

ができました。熊谷生協病院全体のスキルアップ、

さらに質の高い医療を患者様へ提供できるよう、

次年度も教育委員会として活動していきます。

（教育委員会　高松）

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。

休診案内
5/10（火）…新井医師 休診
小児科
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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。

熊谷在宅医療支援センターを受諾しました！熊谷在宅医療支援センターを受諾しました！熊谷在宅医療支援センターを受諾しました！
組合員活動ニュース組合員活動ニュースくまのまち 熊谷生協病院

地域総合サポートセンター
くまのまち

熊谷生協病院(代表)　048-524-3841

感染対策をとりながら、
健康診断を実施して
 います。【熊谷市国保特定健診・がん検診がはじまります】

健診期間：2022年6月1日～2023年3月31日 ※予約は開始しています

健 康 診 断健 康 診 断 を受診しましょうを受診しましょうを受診しましょう

●熊谷市がん検診

　大腸がん（便潜血）
　肺がん（レントゲン、対象者のみ追加で喀痰）
　前立腺がん（血液）
　骨粗しょう症（レントゲン）
　肝炎ウイルス（血液）

５０歳以上　※２年に１回
40歳以上

40歳

40歳以上
50歳以上男性
４０・４５・５０・５５・６０・６５・７０歳の女性

１５００円
５００円

５００円

５００円（喀痰検査５００円）
５００円
５００円

健診名
●熊谷市特定健診（メタボ健診）
●熊谷市長寿健診

対象年齢
40～74歳

自己負担

無料
75歳以上

身体計測・診察・血圧・血液（脂質・肝機能・血糖・腎機能）・尿検査・貧血・心電図・尿酸

熊谷市国保・後期高齢者保険加入者、障害者手帳お持ちの方は、健診の自己負担は無料です。

　胃がん（胃のバリウム検査又は胃カメラ）

　2022年度4月より、当院が熊谷市の委託を受けて、地域の方々が安心して在宅医療を受けられるよう

様々な相談に対応する在宅医療連携拠点の病院として『熊谷在宅医療支援センター』を受諾しました。

　この事業は、2016年度に策定した「埼玉県地域医療構想」に基づき、いわゆる団塊の世代のすべてが

75歳以上となる2025年以降、在宅医療等の需要は約1.8倍に増加すると言われており、最期まで住み慣

れた自宅等で自分らしい生活を続けられるよう「医療・介護・福祉サービス」が相互に補完しながら、24時間

体制で提供される医療体制を構築する事を目的に始まりました。埼玉県の在宅医療連携拠点は県内の各

地域医師会の区分けで30カ所あり、当院は熊谷市医師会として対応する事にもなります。

　地域の方々の相談に応じるだけでなく、これまで以上に「医療・介護・福祉の連携」を強化していくことも

含まれており、より親密に医療機関と介護事業所との連携を構築していく事も期待されているのです。

　当院は10年以上在宅医療に力を入れて事業展開を進めてきました。小堀院長を中心に複数の医師が訪問

診療に従事しており、看護師・薬剤師・社会福祉士（相談員）・事務、そして隣に位置する熊谷生協ケアセン

ター（訪問看護・ヘルパー・ケアマネジャー）のスタッフが一丸となって、皆様の在宅での療養生活を支えて

きた実績があり、現在も約200名の患者様の対応をしています。そして法人外の事業所の方々とも連携し、

互いに支え助け合いながら成長する事ができました。

　その在宅医療のノウハウや経験を活かして、これまで以上に熊谷地域の在宅医療と連携を強化して、皆様

が安心して療養生活が送れるような地域づくりにも励んでいきますので、ご協力のほどよろしくお願い

致します。

チームで支える在宅医療チームで支える在宅医療
～ 退院から看取りまで在宅療養を支える連携体制を構築 ～

（地域総合サポートセンター地域連携医療福祉相談室：松本）

場所 ：熊谷生協病院4階会議室

ドコモ以外のお客様
でも無料で参加
いただけます。

5月30日（月） 
①10：30～11：30 『カメラを使おう』基本編
②13：30～15：00 『LINEをはじめよう』

日時

無料　定員：8名参加費

感染症対策を実施しております。ご案内

※午前・午後通し参加はお断りさせて頂きます。

※受講にはd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です。

完全
予約制

　定員になり次第締め切り
ます。
　新型コロナウイルス感染
拡大状況により中止するこ
とがあります。

熊谷生協病院　地域総合サポートセンター　担当　曾田（そた）
電話：070-2154-7357　平日9時～ 16時　メール：y-sota@mcp-saitama.or.jp

ご予約・
お問い合わせ先


