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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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7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

けやき総合
法律事務所13時～

8月5日（金）

7月7日（木）

早稲田の杜
法律事務所13時～

　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。

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。 　リハビリテーション科には、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・歯科衛生士等の専門職種が２１名在籍しています。

　理学療法士：立つ・歩くなどの基本動作や運動に関わる専門職

　作業療法士：日常生活の手・作業活動や精神障害等の生活支援に関わる専門職

　言語聴覚士：言語・嚥下・高次脳機能障害に関わる専門職

　歯科衛生士：歯科領域や口腔機能に関わる専門職

　それぞれの専門性を活かして、「ウォーキング教室」「ロコモチェックとロコモ体操」

「フレイルチェックと運動」「腰痛・膝痛予防」「運動の種類と効果的な運動とは」「セラバンド体操」「ストレッチ」「歯周病と

歯周病対策」など色々なテーマで班会や教室を開催出来ます。

　また当科の理学療法士を中心として、熊谷市の介護予防事業である「ニャオざね元気体操」のサポーター養成講座や

地域の公民館や自治会館などの「通いの場」にもセラピストを派遣して熊谷地域の健康づくりに貢献しています。

　全職員が地域に出て上之支部

や上之地域の皆さんと色々な取り

組みを一緒に出来たらと考えてい

ます。よろしくお願い致します。

休診案内
7/1(金)、7/22（金）
           　 ……金子医師　休診

内科

休診案内
7/28（木）……荒熊医師　休診

小児科

　小規模多機能くまここでは、受診でお困りの方に対し、市内の専門機関に受診送迎・

同行を行います。

　くまここのご利用者さまの中には、受診が必要でも交通手段がないことやお一人暮らし

の方もいます。そんな時、私たちがお手伝いをさせて頂いています。

　車椅子の方、介護が必要な方は、介護タクシーをご利用されている方もいます。スト

レッチャーや大きな車椅子も対応してくれるため、非常に頼りになります。その一方、金銭

的な負担が大きくなること、予約が必要になること、臨時では対応が難しいなどの問題が

あります。このような場合、受診から足が遠のき、必要な時に受診に行かれないなどの問

題が生じます。早期に受診できるように対応しています。

　この受診の支援は、小規模多機能型居宅介護の強み、

特徴になっています。しかし、すべてご希望通りにはいか

ず、ご協力もお願いしています。

①ご家族がいる方は、ご家族にも協力をお願いしています。

②送迎の時間帯（朝・夕）は対応が難しい場合があります。

③定期受診については、日程調整にご協力をいただく

場合があります。

　お困りのことがあれば、くまここに相談をください。

受診対応において追加費用は頂いていません。

（※市外における交通費を除く）全て基本料金に含まれて

　おります。

　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。

受診でお困りではないですか？

フルーツポンチとココアです。　

　　

飲み物は、お茶類の他、ココア、
サイダーなど嗜好品を選択でき
ます。

　今年度私たち職員は、医療生協さいたまが目指す安心ネットワークづくりに

むけて組合員の皆さんと共に、組合員、地域の健康づくり、まちづくり、くらし

助けあいなどの自主的な活動を広げていきます。

　新型コロナウイルス感染状況は続く中、「健康でいたい」「困ったの声に力に

なりたい」など組合員、患者、利用者の皆さんからの声を聞く機会が一段と

増えてきました。

　みんなの声を、多くの職員、組合員の力で安心につなぐことを進めようと

事業所職員が、専門職を活かして地域へでかけていきます。

　「組合員でよかった」と感じあえるまちづくりを共にすすめていきましょう。

熊谷生協病院／熊谷生協ケアセンター／深谷生協訪問看護ステーション／生協介護センターこだま

健康と安心のまちづくりをすすめます。
職員と組合員とともに医療生協の安心ネットワークづくり

専門職種紹介

部 門 紹 介部 門 紹 介
上之地域の皆さん、こんにちは！上之地域の皆さん、こんにちは！ 上之地域を担当するリハビリテーション科です！上之地域を担当するリハビリテーション科です！
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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。

申込み・お問い合わせ
熊谷生協病院　まちづくりネットワーク推進課　岸本
TEL:070-2154-7358　Mail: h-kishimoto@mcp-saitama.or.jp

参加された方には
2,000円分の
QUOカードを
プレゼントします！

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

　くらしサポーターとして活躍中の方のお話では、犬のお散歩の依頼で犬に着せている衣服の件でのお悩みがあり、日々試行錯誤

しながらサポートにあたっている様子がうかがえました。

　男性サポーターさんは、電気関係も詳しいとのことで、今後も活躍の場がたくさんあるよう

に思いました。組合員様にもっとくらしサポーターの存在を知っていただき、困った時には活用

して頂けるよう、まちづくりネットワーク推進課としてもサポートしていきたいと感じました。

　同時に「乳がんについて」放射線技師の学習会も行いました。実際の模型を使用してがんの

感触を確かめたり、スライドで詳しい説明を受けて大変勉強になったとの声を頂きました。

ご参加下さった皆様ありがとうございました。

　くらしサポーターを募集しています。一緒にボランティアしませんか。お待ちしています。

5月23日（月）、熊谷文化創造館さくらめいとにおいて
熊谷地区のくらサポ交流会を開催いたしました。
5月23日（月）、熊谷文化創造館さくらめいとにおいて
熊谷地区のくらサポ交流会を開催いたしました。

子どもたち自身の手による子どもの権利を話し合う コロナ禍での取り組み
日程：7/31(日) 10：00～12：30
場所： 熊谷生協病院（熊谷市上之3854）
参加対象:10～17歳（18歳未満）
定員：12名
締め切り：7/25（月）

子どもは何をするの？？

　本取り組みは「コロナ禍における子どもの権利対話」というプロジェクトを進める研究チームから委託されています。このプロ

ジェクトの目的は、子どもたちに関わる政策の弱点や子どもの実際の日々との隔たりを政府が理解できる指標として何が適切か、

そして、その指標をクリアさせる目的を実現するために何が政府や社会に求められるのか、そうした話し合いを子どもたち自身

で行おうというものです。

　5-6人のグループで「子どもの権利条約」にある

条文から指定された2つの条文についてそれぞれ

1時間ずつ子ども同士で話し合って頂きます。

当日はお菓子や飲み物もご用意しております。
お気軽にご参加ください！

当日はお菓子や飲み物もご用意しております。
お気軽にご参加ください！

外来看護科は看護師１７名　保健師２名　准看護師２名　保育士８名が在籍して
います。
☆外来看護科では小児から高齢者まで「困った」にいち早く対応することをテーマに 

　掲げています。

　１．生活習慣病から予防活動（高血圧症）（脂質異常症）（糖尿病）

　２．健診結果返しから保健指導

　３．訪問診療のご相談から在宅看取りや人生会議（ＡＣＰ）

　４．小児の病気・予防接種と子育て支援

薬剤科は薬剤師４名が在籍しています。
☆私たちは「安全な薬を、安心・納得して使える社会をつくるために働く」ことをテーマに、日々

　業務に取り組んでおります。

　２０２１年度は深谷西支部とこだま支部で、「後発医薬品に関する学習会」を開催しました。医薬品

に関して正しい情報を伝えられるよう取り組んでおります。学習会などお気軽にご相談いただけ

ればと思います。外来看護科と薬剤科とで連携を図り、積極的に地域貢献ができるよう活動の場を

広めたいと考えておりますのでよろしくお願い致します。

　　

部 門 紹 介部 門 紹 介
中条地域の皆さん、こんにちは！ 中条地域を担当する外来看護科・薬剤科です！中条地域の皆さん、こんにちは！ 中条地域を担当する外来看護科・薬剤科です！

大里地域の皆さん、こんにちは！ 大里地域を担当する食養科です！大里地域の皆さん、こんにちは！ 大里地域を担当する食養科です！

熊谷生協ケアセンター訪問看護ステーション熊谷生協ケアセンター訪問看護ステーション
　総勢33名！看護師とリハビリ専門職がご自宅に訪問し、 「自分らしく」暮らせる

ようサポートします。 是非お任せ下さい！！

　私たちは、「食」を通して「身も心も養う」～というなまえの由来を大切に活動しています。入院やデイケアの食事提供では、

『安全においしく食べていただく』を念頭に置き業務を行っています。

　また、生活習慣病の方の治療や予防には食生活を中心

とした生活習慣の改善が大切ですので、食生活の見直し

やアドバイスを行っています。

　地域活動では、フレイル予防や減塩のすすめなど各種

の食に関わる班会や健康講座、料理教室もできますので、

お気軽にお声かけください。

　佐谷田久下支部の皆さま、こんにちは！  ケアセンター居宅ケアマネ7名、

訪問介護ヘルパー 19名、事務3名の29名が担当させていただきます。 

　地域の皆さまの困りごと相談窓口となり、住み慣れた地域で健康で生きがいを

持ちながら安心して暮らし続けられるように活動していきたいと思います。よろしくお願い致します。

　深谷生協訪問看護ステーションは、見守り活動や独自のイベント（偲ぶ会、地域いきいき交流

会）を通して、組合員さん、MCとのつながりや連携を大切にし、医療生協さいたまらしい看護

に努めます。

　児玉郡上里町で、ケアマネジャー 5名、ヘルパー 18名で介護事業を行っています。 

　上里・本庄を中心に、神川、美里、寄居、深谷の一部にも訪問しています。 介護のご相談、学習会、健康チェックなど、地域の

皆さまのお役に立てるよう取り組んでいきたいと思います。よろしくお願い致します。

　「通い」「宿泊」「訪問」サービスを包括的に提供します。『夢や想いを叶える』をモットーに在宅

生活を支援しています。よろしくお願い致します。

熊谷生協ケアセンター居宅・訪問介護

熊谷生協ケアセンター小規模多機能型居宅介護くまここ

深谷生協訪問看護ステーション

生協介護センターこだま

熊谷生協ケアセンター居宅・訪問介護

熊谷生協ケアセンター小規模多機能型居宅介護くまここ

深谷生協訪問看護ステーション

生協介護センターこだま


