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地域の人 と々ともに、利用者中心の安心・安全の
保健・医療・介護サービスを提供します。

又は、http://www.chichibu-ch.or.jp/です。
インターネットでの情報は 秩父生協病院 検索

№304№304

秩父市阿保町1-11　   ☎0494-22-9902
●生協ちちぶケアステーション

長瀞町本の上780-1  　☎0494-69-2380

●サテライトながとろ
    (火曜日・金曜日15：30～17：00)

秩父市熊木町24-15  　☎0494-25-2077
●生協ちちぶ在宅介護支援センター

秩父生協病院の
理念

秩父生協病院の
理念

しあわせしあわせ

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。

訪問看護・訪問介護・ケアプラン・介護相談は
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当院では在宅訪問診療や個別送迎も行っております。
お気軽にご相談下さい。

99

無料法律相談 13時～

12月号

医療、福祉にかかわらず、「困りごと」がありましたら、まずはお気軽に
窓口へご相談下さい。  ※当院は無料低額診療事業を行なっております。

なんでも
相談窓口

　1月は未定です。（１２月下旬にお問い合わせください。）
　12/4（水） 秩父生協病院にて（☎23-1300）※希望の方は各相談場所へ

　お申込みください。

7日：村岡・担当医
14日：吉野・担当医
21日：吉野・担当医
28日：村岡・担当医

※院長・吉野・村岡 
　医師は、総合診療
　内科医です。

※1 土曜日の医師体制は輪
　　番制のため、急遽変更
　　となることがあります。
　　予めご了承ください。

※2 もの忘れ外来は毎週火
　　曜日11時の予約枠を
　　ご用意しています。「も
　　の忘れ」がご心配な場 
　　合はまずはお電話でご
　　相談ください。

※3 通院が困難な方に対し
　　ては医師が計画的にお
　　宅へ伺う在宅訪問診療
　　を実施しています。

※1

訪問診療も行なっています。 検査結果や薬の名前など用意しておきましょう。

※夜間・休日で受診やご相談がある場合はご連絡下さい。
※検査等できない場合は、他の医療機関に紹介させていただくこともございます。

診療体制のご案内 急きょ変更になる場合があります。【　】内は専門

診療受付時間

8:30～12：00

9:30～12：00

14:30～16：30

17:00～18：30

午　前

午後（火のみ）

夜　間

月 火 水 木 金 土

内　科

内　科

小児科

胃カメラ

山田　昌樹
（院長）

山田　昌樹
（院長）

山田　昌樹
（院長）

山田　昌樹
（院長）

山田　昌樹
（院長）

吉野　隆之

※横井医師の漢方による冷え性外来を行なっています。ご希望の方は☎23-1300までお電話ください。

吉野　隆之

松村　憲浩

松村　憲浩 吉野　隆之

松村　憲浩 村岡　雷太

野口　周一

市川　　篤
【呼吸器】

市川　　篤
【呼吸器】

市川　　篤

吉野　隆之

中林　公正

小児科・
冷え性外来

（木：小児科）

【腎・リウマチ】

※2毎週11時～
もの忘れ外来
「予約制」

【リハビリ】
（4日・18日）

市川　　篤
【呼吸器】

（2日・16日）

月

※3訪問診療

藤田　映輝

市川　　篤 市川　　篤

横井　範子

横井　範子

☎23-1300
お宅までお迎えに伺う個別送迎を行っています。
利用を希望される方は、まずは受付までお電話ください。 送迎

12

入院時
の

差額ベ
ッド代

はいた
だいて

おりま
せん。

参加費

心肺機能を高める効果があります。
毎週水曜日 15：00～17：00
会場 秩父生協病院　1階ロビー

指導は （一社）日本ウエルネス
　　　スポーツ吹矢協会

会場 秩父生協病院

入会金1,000円・月500円

参加費 月1,000円

会場 柳田集会所

ロコモ体操

スポーツ吹矢教室

※初回1ヶ月は無料体験
毎週火曜日 13：30～15：00
会場 秩父スポーツ健康センター

影森教室  秩父市健康マイレージポイント対象事業

毎月第２木曜日 13：30～ 
会場 長瀞中央公民館
長瀞教室…

毎月第２・４木曜日 9：3０～
会場 皆野町柔剣道場
皆野教室…

環境ボランティアのご案内

燃やせ体脂肪教室

参加費無料

（筋力アップ体操とウォーキング）
毎月第1・3木曜日 14：00～

会場 秩父生協病院 1階ロビー
毎月第4火曜日 １４：３０～１６：００

太極拳 　講師：坂本京子先生

毎月第2・4金曜日 １8：００～１９：３０

自彊術 (じきょうじゅつ ) 　講師：堀口緑先生

参加費無料

※事前にご連絡ください。

初めての方も大歓迎です。ぜひご参加ください。初めての方も大歓迎です。ぜひご参加ください。初めての方も大歓迎です。ぜひご参加ください。

毎月第２・４火曜日  ９：００～
（病院の周りの環境整備です）
12月は休み。

各支部活動への参加ご希望の方は事前に
組合員サポート課渋谷（TEL：23-8124）
までご連絡下さい。

秩父市健康マイレージポイント対象事業

秩父市健康マイレージポイント対象事業 秩父市健康マイレージポイント対象事業

まちづくり委員会事務局：金井 由尚

年内の診療は12/28日（土）午前中までとなっております。
年明けは1/4（土）より診療を開始します。

※3日は休診

※3日は休診

※3日は休診

年末年始の診療のご案内年末年始の診療のご案内

　秩父生協病院では、毎年12月に「年末増資キャンペーン」を行っています。

　医療生協を強く大きくするために出資金のお願いをしていますが、「出資金って何に使われ

るの？」との声もよく耳にします。出資金は、医療機器の購入や事業所（施設）の建設・修繕・増改

築などの医療・介護活動に必要な様々な活動に利用されています。また、出資金は、組合員のみな

さんのさまざまな願いを形にするために、一人ひとりが出し合う大切な資金です。医療・介護の

事業を行うための資本金の一部にもなります。

　一人は万人のために、万人は一人のために、平和とよりよい生活のために、医療生協さいたまの

安心ネットワークを組合員のみなさまとのパートナーシップで更に大きくしていけたらと思います。

年末増資のお願い年末増資のお願い

「骨密度測定装置」
「内視鏡用ビデオカメラ」
などに利用させて頂きました。

今年度活用させて
いただいた出資金の
一部

今年度活用させて
いただいた出資金の
一部

骨密度測定装置内視鏡用ビデオカメラ
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　放射線科では一般撮影用ＦＰＤ装置を導入し

ました。

　ＦＰＤは（Flat Panel Detector)の略で日本

語では平面検出器といいます。この装置は今ま

でのＣＲ装置に代わるもので、人体を透過した

Ｘ線を直接電気信号に変え、画像として表示

できる装置です。

　ＣＲ装置では撮影後画像を読み取る操作や、

撮影ごとにＩＰを交換する作業が必要でしたがＦＰＤ装置では連続して撮影する

ことが出来、また撮影後直ちに画像が表示されるようになりました。これに

より検査時間が短縮されました。

一般撮影用ＦＰＤ装置を
導入しました。
一般撮影用ＦＰＤ装置を
導入しました。

放射線科：角田  誠一

2階看護長：富田  裕子

療養病棟 介護福祉士：堀内　進

助かる命がある！
埼玉県赤十字血液センター

あなたのその痛みが、あの人の心を和らげる。
あなたのその時間が、あの人の命をつなげる。
あなたのその行動が、あの人に愛を伝える。

　埼玉県内では、毎日、医療機関からの輸血用血液の要請があります。その要請に応える為、献血ルールや移動採血
バスで約700人のご協力が日々必要です。皆様のご協力をよろしくお願い申し上げます。
　献血の際には、貧血の心配がないかの測定と血液型の事前判定を行います。更に医師による問診を行いますので、
献血が初めての方も安心してご協力いただけます。服薬されている方のご協力については、以前よりお願いできる場合
が増えております。ご来場される際、お薬の名前・種類を確認の上、ご来場ください。

名前：佐藤 千春
　　　（さとう ちはる）

職種：看護師
所属：療養病棟

出身地：群馬県伊勢崎市
趣味：編み物
ひとこと：病棟勤務は16年ぶりで
　　　　　療養病棟は初めてです。
　　　　　覚えるまで時間がかかる
　　　　　と思いますが、長い目で
　　　　　ご指導をお願いします。

異動職員紹介異動職員紹介

　今年度、医療介護安全委員会では報告のツールである

「ＳＢＡＲ（エスバー）」の学習会を行いました。

　ＳＢＡＲ（エスバー）というのは、それぞれの報告項目の

頭文字をとったものでＳ：状況  Ｂ：背景  Ａ：評価  Ｒ：提案を

指します。伝えたい事が相手に正確に伝わらなかった経験は

ありませんか？ 現場では、迅速に正確に相手に報告・指示

受けができるそんな状況が必要です。人の価値観の違いから

くる表現の相違や、伝えようとする視点の違いなど、伝える

ことの難しさを学び、より効果的に報告ができるよう訓練を

行っています。共通の報告ツールを使用する事で、ヒュー

マンエラーを減少できるよう引き続き活動して行きたいと

思います。

11月～深谷訪問看護ステー
　　　　ションより異動

12月24日（火） 13：30～16：00　

秩父生協病院　1階 ロビー
受付時間

会場

ご協
力をお

願い
致しま

す
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量
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す

　7月に高篠中学校2年生3名、１１月に秩父第一中学校1年生

2名を受け入れました。

　ちちぶ在宅医療・介護連携相談室が発行している「医療・介護

の現場で働く人たち」のパンフレットを活用し、病院で働く様々な

職種（医師・薬剤師・看護師・PT・OT・ST・放射線技師・検査

技師・社会福祉士・介護福祉士・管理栄養士など）の仕事を知り、

体験してもらいました。「仕事の大変さや大切さ、やりがいを感じ

ることができた。」という感想も寄せられ、病院の仕事を身近に

感じてもらうことができました。この中から、未来の医療従事者

が誕生することを願っています。　

　「いい日、いい日、あったか介護ありがとう」の語呂からきています。介護について理解と認識を深め、地域社会

における支え合いや交流をすすめる観点から定められました日です。

　この日は、私たち介護職の技術と尊厳を守る介護の体験コーナーの他、嚥下訓練食などの商品紹介や、業者に

よる福祉用具相談のブースを設置し介護に関することに触れられる機会を作りました。

　興味を示してくださる方や、花の木支部の組合員の方の参加もあり、衣服の着脱方法、ベッド上での体位変換

方法など事例を交えて、対象者の役と介助者役に分かれて実施。「来てよかった」「もっと早く知りたかった」などの

声を聞くことができました。私達介護職としても地域の方たちとの交流が出来、貴重な体験となりました。

写真は薬剤師からのレクチャー

中学生「社会体験チャレンジ事業」を受け入れました！中学生「社会体験チャレンジ事業」を受け入れました！

医療安全、ＳＢＡＲの取り組み 介護活動を行いました介護活動を行いました11/11介護の日 

介護制度をよくする署名

専門業者による住宅改修相談

署名５４筆

住宅改修依頼
１件

姿勢が大切
なのが理解
できた！

簡単に
できた！！

参加して
よかった！！


