社会との繋がり

無料法律相談会の
お知らせ

利用者様の想いを叶える支援のご紹介です。

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

「参院選挙に行きたい」ご利用者様の想いを聞き、期日前投票に行ってき
ました。

事前予約制です。医療福祉問題に限

前回の選挙の時は、入院中で病院先では対応が難しく、とても残念な

らず、ご相談が可能です。ぜひ多くの

想いをしたと話していました。今回は、くまここの送迎のもと、無事に投票

方にこの機会をご利用いただければ

することができ喜びとともに、安堵の表情が見られました。

と思います。

日 程

時 間

人との繋がり、将来の夢や希望、自身の

早稲田の杜
8月5日（金） 13時〜 法律事務所
深谷駅前

9月9日（金） 13時〜 法律事務所
※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。

8月 外来診療のご案内

繋がりになります。地域社会との繋がりを

+4 名の当直事務で業務を行っております。外来・健診・往診・病棟・介護の各エリアに担当として配属中

持つことで、心も身体も健康的となり、生活

です。組合員の皆様との交流を通じて、常に患者様目線で考えたいと思っております。皆様の医療に対する

の充実にもつながっていきます。

疑問を一緒に解きながら健康に楽しく過ごせるお手伝いが出来ればと思っております。１年間どうぞ宜しく

内

土

宮岡
須田

鶯塚
杵渕
田中

鶯塚
遠井
渡邊

宮岡
鶯塚
岡本
渡邊

古市
田中
金子
大館

土佐
大館

（第1・3）

草野

（第2・4）

（第1・3）

科

新井

（てんかん外来）
（第4）

休診

休診

専門外来

※第2・3水曜日は
（発熱外来）
（発熱外来）
14：00 〜 15：00 （発熱外来）

鶯塚

鶯塚

休診

新井

遠井

（発熱外来）

岡本

荒熊

小堀

松本

小

（第1・3）

小堀

児
科

予防注射

午後（13：30〜16：00）（14：00〜
15：00）

乳児健診

休診

アレルギー
外来
（第4）

（第4）

午前

※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。

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
１歳６ヶ月
健診
（予約制）
3歳児健診
（予約制）

富士見支部を担当させていただきます、管理部です！
皆様が住み慣れた家・地域で暮らし続けることができるよう、熊谷生協病院・ケアセンター
が役割を果たしていくため、職員の育成に取り組んでいきます。支部にお呼びいただいた
際は、現在の地域の医療情勢や、熊谷生協病院としての取り組み等について、お話させて

内科 休診案内

8/10（水）…… 遠井医師

（第2・4）

休診

当院は予約優先となっております。

小児科 休診案内

※第1・3土曜日は
9：00〜診療開始

休診

●休診日／日曜日・祝祭日・
土曜日午後

8/12(金)、8/19（金）
…… 金子医師 休診
8/26（金）…… 古市医師 休診

（もの忘れ・ （糖尿病外来）
小刻み歩行外来）

外来）

お願い致します。

電話（総合案内）048-524-3841
金

休診

部 門 紹 介
私達は『笑顔を忘れず丁寧な対応』を心がけ、皆様をお出迎えしております。現在 19 名の医事課職員

木

午後（14：00〜16：00）（頭痛・めまい

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。

思います。投票に行くこと、それは社会との

水

午前（8：15〜11：00） 小堀

胃カ
メラ

病 院 理 念 県北地域に安心と協同の創造を

熊谷生協病院広報委員会
〒360-0012 埼玉県熊谷市上之3854

熊谷西支部を担当させていただきます、医事課です！

火

休診

発行
住所

選択権などを喪失している方もいらっしゃると

月

午後（14：00〜16：00） 須田

048-524-0030

いきます。

◆電話…048-524-3841（松本・佐藤）

午前（8：15〜11：30）

熊谷生協ケアセンター

介護のことは、お気軽にご相談ください。

との架け橋になれるようこれからも努めて

◆予約…熊谷生協病院 医療福祉相談室

受付時間

048-524-3841

http://www.kumagaya-hospital.coop/

私たちくまここ職員が、ご利用者様と社会

◆会場…熊谷生協病院

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。

月号

添うことが出来ず、会場内は行政職員さんがお手伝いしてくださいました。

担当者

熊谷生協病院

8
ほほえみ

同行した職員も初めて知りましたが、投票場の規定により、会場内で付き

ご相談お待ちしております。

❹

2022年、笑顔ではじまる健康づくり 第353号

休診

いただければと思います。

かごはら南支部を担当させていただきます、２階病棟です！
２階療養病棟は、看護師と介護職のほか、リハビリ職員等多職種で日常生活援助を中心に支援させていた

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。

だいています。ご高齢・全介助で寝たきり

発熱やカゼ症状等のある患者

レクリエーションを行ったり、その人らしい

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

の方が多いですが、短時間でも車椅子に
乗車してベッドを離れる機会をつくったり、
生活を送ることができるよう、職員一同で
関わらせていただいています。
（写真は時代劇の上映会です）

お願いいたします。

❶

熊谷生協病院

ほほえみ 8月号

2022年8月発行

部 門 紹 介

くまのまち 組合員活動ニュース

荒川北支部を担当させていただきます、3 階病棟です！
3 階病棟には、医師 3 名、保健師 4 名、看護師 20 名、介護福祉士

熊谷生協病院 まちづくりネットワーク推進課ツイッターをぜひご活用
ください。健康づくり、まちづくり、くらしたすけあいの情報をお伝え
する公式アカウントです。熊谷生協病院を身近に感じていただけるよう

4 名、看護助手 3 名が在籍しております。

心がけて発信しています。

医療の専門職の看護師、健康の維持増進に特化した保健師がおり

Twitterで情報を発信しています

ますので、様々なテーマでの健康教育や学習会が実施できます。
近年、注目度の上がっているフレイル講座を行える保健師もいます

●熊谷生協病院からのお知らせ

ので、荒川北支部の皆様の健

（子ども食堂開催日程 スマホ教室開催日程 イベント情報）

康を守るお手伝いができたら

●組合員活動の報告

と思います。
また、介護スタッフは「うめぼし体操（全身運動）」、
「あいうべ体操（口腔体操）」等の
運動を日々病棟で実施していますので、班会や支部会議の際に一緒に行えたらと思い
ます。よろしくお願いいたします！

●健康づくりの情報 など

●県北くらサポ交流集会

第353号

熊谷生協病院
地域総合サポートセンター
くまのまち

ぜひフォローして
情報をご覧下さい
熊谷生協病院
まちづくりネットワーク推進課
ツイッターアカウントへはこちらから
ツイッターの使い方についてもお気軽に
まちづくりネットワーク推進課スタッフに
お尋ね下さい

６月29日、熊谷市「さくらめいと」にて北部地域くらし
サポーター交流会が初めて開催され、熊谷市・行田市・

深谷市・秩父市から計 31 名が参加しました。
「高齢期を穏やかに過ごす モノとココロの整理術」と題して、あん

熊谷南支部を担当させていただきます、検査科・放射線科です！
検査科は臨床検査技師４名が在籍しています。正確な検査を行い、迅速に検査結果を提供できるように心がけています。
今年は支部の皆様に健診の受診を勧め、結果の見方、個人への説明等を行っていけたらと考えて
います。どうぞよろしくお願いいたします。
放射線科は診療放射線技師2 名が在籍しています。地域の皆様に安心して検査を受けていただき、
適切な画像を提供できるよう日々心がけております。今年はがん検診の学習会を中心に皆様のもとに
伺います。どうぞよろしくお願いいたします。

しんネットの石見良教氏を講師に学習しました。
その後、コーディネーターとサポーターから日頃の活動の経験を紹介していただき、参加者で交流しました。

薬 害 に つ い て

〜８月２４日は『薬害』を起こさないために
『誓いの碑』を建立した日です〜

皆様は『薬害』という言葉を耳にしたことがありますか？
１９９9年８月２４日、サリドマイドやスモンのような医薬品による悲惨な被害を再び発生させないために、
厚生労働省（前厚生省）の前庭に「薬害根絶誓いの碑」が建てられました。
『薬害』とは、
「医薬品の有害性に関する情報が、軽視・無視された結果、社会的に引き起こされた人災的な健康被害」とされてい

富士見支部を担当させていただきます、地域連携医療福祉相談室です！
富士見支部を担当させていただきます、地域連携医療福祉相談室です！
地域連携医療福祉相談室の松本と佐藤です。医療・介護・福祉に関わる様々な相談に対応して、あら
ゆる社会保障制度の活用を通して皆様が安心した生活が送れるよう支援しています。困りごとの相談
や学習会等、お気軽にお声かけ下さい。

ます。一方、
「副作用」は、
「治療の目的とは関連のない作用のこと指し、とりわけ好ましくない薬の作用」を示すことが多いです。
副作用の例としては、風邪薬で眠くなる・痛み止めで胃腸障害が起きるなどが挙げられます。
新たな『薬害』を引き起こさないためにも、薬剤師として医薬品の取り扱いには十分注意して情報提供をしていきたいと思います。

ケ ア マ ネ 懇 談 会 を開催しました。
6 月30日（木）、市内のケアマネさん達との連携強化を目的にケアマネ懇談会を会場参加＋オンラインのハイブリッド方式で

熊谷生協ケアセンターだより

介護のご相談窓口

電話 048-524-0030

開催し、31 事業所 64 名のケアマネさんや熊谷市長寿いきがい課職員の方々に参加して頂きました。
懇談会内容は、鶯塚先生による『もっと知りたい認知症』というテーマで、認知症の原因疾患から治療薬についての説明や
最新の知見も伝えられ、軽度認知障害（MCI）の発見や対応方法や周辺症状（幻覚、徘徊、介護拒否等）についての対応方法

七夕準備

等も幅広く学ぶことができました。
また、
『多職種協働で行う在宅医療の取り組み』として在宅医療
に関わる 5 職種からそれぞれのアピールポイントを紹介して、
在宅医療の質や患者支援を高めている事を伝えることができ、
「家内安全」
「歩きたい」
「世界平和」
「お空に

❷

ケアマネさん達からの反応も上々でした。会場に集まったケア

利用者様と一緒に、近隣のお宅に笹を取りに

それぞれの願いを

いる家族に会いたい」
「これからも頑張る」皆の

マネさん達とは短時間でしたが自己紹介や感想交流も行い有意

行きました。毎年、提供していただき、誠にあり

短冊に書いてもらい

願いが叶いますように！届きますように！心から

義な時間を過ごすことができました。

がとうございます。

ました。

願っております。

地域連携医療福祉相談室

社会福祉士： 松本
古紙配合率70％再生紙を
使用しています。

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。

❸

