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インターネットでの情報は

秩父生協病院の理念
地域の人々とともに、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。

〒368-0016 埼玉県秩父市阿保町1-11
☎0494-23-1300

訪問看護・訪問介護・ケアプランなど介護のご相談は
●生協ちちぶケアステーション
　秩父市阿保町1-11　☎0494-22-9902

●小規模多機能型居宅介護生協花の木ホーム
　秩父市上町1-12-11　☎0494-25-2000

●サテライトながとろ
　長瀞町本野上780-1　☎0494-69-2380

発行  秩父生協病院 広報委員会
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❺月の診療体制のご案内　急きょ変更になる場合があります。  【　】内は専門

なんでも
相談窓口

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。

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。 ☎23-1300 送迎

無料法律相談：13時～
　秩父生協病院が現在の場所に移転してきてから今年は 21 年目にあ
たります。
　昨年度は、本当にコロナの対応に追われた 1年間でした。
　秩父郡市の各自治体の後援も得て、大きな広がりを見せたシトラ
スリボン運動については、コロナ差別で悲しむ人が生まれないよう、
今年度も引き続きとりくんでいきます。

　診療報酬ではそれぞれの病院や病棟ごとに、治療の成績やスタッフの配置数などの指標をも
とにしたランク付けのようなものがされています。昨年度、秩父生協病院の回復期リハビリ病
棟では、様々な条件を整備し、１つ上のランクにチャレンジし、無事、ランクアップすること
が出来ました。より質の高い医療を提供できるようになったとも言えます。その経験を活かし、
さらにリハビリの内容を充実させることを、今年度の病院の目標の１つに掲げました。回復期
リハビリ病棟だけでなく、療養病棟や通所リハビリ、外来でも、常に患者様、利用者様の自宅
での生活を豊かなものとすることを意識して、療養生活や治療を組み立てられるようにしてい
きたいと考えています。

　病院目標のもう１つの柱は、医療生協の活動を担ってくれる人を増やすことです。
　秩父生協病院を利用するにあたり医療生協に加入はしたものの、地域での多彩な活動につい
ては知らない方も多くいます。
　医療生協は、病気の時に医療機関を利用するためだけのものではなく、豊かな人生を送るた
めの心や体の健康づくり、そういったものを保障できる明るいまちづくりの活動にとりくむた
めのものであることを、多くの方にお知らせしていきたいと思います。
　コロナ禍で「みんなで集まって楽しくワイワイおしゃべり…」という医療生協らしい活動は
大きな制限を受けています。この状況で何が出来るか、まだ模索中ではありますが、みんなの
知恵を集めて、今できる最善のことを考えながらすすめていきたいと思っています。今年度も
よろしくお願いいたします。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （事務長：宇田川 麗）

2021年度がスタートして5/7（金） 秩父民商事務所にて（☎23-8154）
6/2（水） 秩父生協病院にて（☎23-1300）

※希望の方は電話
　にてお申込みく
　ださい。

診療受付時間 月 火 水 木 金 土

午　前
8：30～12：00

夜　間
17：00～18：30

午　後

午後（火のみ）
14：30～16：30

（木：小児科）
9：30～12：00

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）

村岡　雷太

村岡　雷太

村岡　雷太 村岡　雷太

市川　　篤
【呼吸器】

市川　　篤
【呼吸器】

市川　　篤 市川　　篤 市川　　篤

（17日）

（17日）

市川　　篤
【呼吸器】

野口　周一
【リハビリ】
（19日）

中林　公正
【腎・リウマチ】

吉野　隆之
吉野　隆之

吉野　隆之

吉野　隆之

※2 毎週11時～
もの忘れ外来
「予約制」

藤田　映輝

横井　範子

横井　範子

内　科

内　科

小児科

胃カメラ

小児科・
冷え性外来
※3訪問診療

※1

1日:村岡・担当医
8日:吉野・担当医
15日:村岡・担当医
22日:吉野・担当医
29日:吉野・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。

※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。

※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。

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。

入院時の差額ベッド代は
いただいておりません。

お
知
ら
せ

●環境ボランティア活動　　病院周辺の草むしりを行います。
　日時：5月29日（土）8：30～11：00　　秩父生協病院組合員サポート室集合
　※使い慣れた草刈り鎌や剪定鋏をお持ちの方はご持参下さい。

おしらせ初めての方も大歓迎です。ぜひご参加ください。

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（☎23-8124）までご連絡下さい。

長瀞教室
毎月第2木曜日 13：30～
会場…長瀞中央公民館

影森教室
毎週火曜日 13：30～15：00
会場…秩父スポーツ健康センター

秩父市健康
マイレージ
ポイント
対象事業

燃やせ体脂肪教室

毎月第1・3木曜日 14：00～
会場…柳田集会所

ロコモ体操
（筋力アップ体操とウォーキング）※事前にご連絡ください。

参加費…無料

皆野教室
毎月第2・4木曜日 9：30～
会場…皆野町柔剣道場

マスク着用、手指衛生、ソーシャルディスタンス確保、
換気を意識して活動しています。ご協力をお願いします。
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支部紹介② 「荒川大滝支部」
　旧荒川村・旧大滝村が活動地域となります。
　組合員は 825人。主な活動は、機関紙を組合員さんにお届けすることで、現在42名の方にご協
力をいただいて毎月機関誌を配布しています。
　「絵手紙教室」では、季節の花など描いたり、絵が苦
手な方は写経をしたりしています。
　「ちくちく広場」では、端切れでキーホルダーや鍋つ
かみ、クラフトテープでシトラスリボンやバッグなど
作っています。特に専門の先生はいませんが、みんな
が特技を生かしてお互いに“先生”をし合っています。
　また、毎週火曜日の「燃やせ体脂肪教室」は今年で
16年目になりました。
　贄川では「かかしの里」づくりをしています。
毎週集まって、かかしを作ったり、リニューアル
したり、テレビで放映され、来訪される方が絶え
ません。
　支部では組合員さんのやりたいことをできるだ
け実現していこうと考えています。
（荒川大滝支部 支部長：深田 澄子）

支部データ（荒川大滝支部）　   2021 年 2 月現在
　　　　　　　　　　　　　　　　　　
■地域　　　　　旧荒川村、旧大滝村全域
■組合員数　　　826 人
■登録班数　　　3班
■機関紙配布数　729 部

新入（着任）職員を紹介します新入（着任）職員を紹介します 異動異動

新入職員

着任

お世話になりました！よろしくお願いします！

今井 里恵（いまい りえ）
職種：看護師
所属：療養病棟
出身地：熊谷市
趣味：アロマセラピー
看護師として成長し、地域のために頑
張ります。よろしくお願いします。

小山 末来（こやま みき）
職種：看護師
所属：回復期リハビリテーション病棟
出身地：熊谷市
趣味：音楽を聴くこと
看護師として、一人の人間として成
長し、皆さんの力になれるよう頑張

ります。よろしくお願いします。

井澤茉莉香　薬剤師　
埼玉協同病院へ異動
秩父生協病院に配属になり2年間という短い期間でした
が、大変お世話になりました。外来診療での薬剤交付
や病棟での業務の中で、患者様に温かい言葉を沢山か
けてもらい、そこから学ぶことが多くありました。こ
こで学んだことを生かしてまた新たな気持ちで精進し
ていきたいと思います。ありがとうございました。

鯨井晶理　事務　
埼玉協同病院へ異動
6年間大変お世話になりました。患者様・ご家族様・地
域の皆様から多くの事を学ばせて頂き、秩父だからこ
そ経験できることと思い感謝しております。去り難い
気持ちもありますが、学んだ事を活かし、秩父の事を
思い出しながら、新しい環境で頑張りたいと思います。
ありがとうございました。

佐藤千春　看護師　
熊谷生協病院へ異動
秩父着任当初はどうなるかと不安の毎日でしたが、な
んとか皆さんに溶け込めて働く事が出来ました。一年
半と短い期間でしたが、電子カルテが使いこなせず悩
んでいる時、辛い時も周りのスタッフに声をかけても
らい乗り越えられました。ありがとうございました。
今度は観光で遊びに行きます。

島田優香　社会福祉士　
老人保健施設さんとめへ異動
約7年間、お世話になりました。地元である秩父で働か
せて頂き、地域のいろいろな方たちとも一緒にお仕事
ができ、とても成長できたと思っています。新たな地
でも、経験を活かして頑張ります。本当に、ありがと
うございました。

中西康博　介護福祉士　
老人保健施設さんとめへ異動
2009年4月から秩父生協病院でお世話になりましたが、
2021年4月11日から所沢にある老人保健施設さんとめ
に異動することとなりました。秩父生協病院では療養
病棟・回復期リハビリ病棟・通所リハビリと経験させ
ていただき、介護の基本だけでなく、運営や地域と連
携をする大切さなど多くのことを学ばせていただきま
した。秩父で学んだ経験を活かし、これから働く場で
力を発揮できるよう頑張っていきます。12年間大変お
世話になりました。

堀内進　介護福祉士　
生協ちちぶケアステーション・花の木ホームへ異動
療養病棟では２年間お世話になりました。コロナ禍にお
いて患者様やご家族様とのコミュニケーションが大きく
変わり、歯がゆい思いの中、試行錯誤する 2 年だった
と振り返ります。患者様、ご家族様と向き合い困難を乗
り越える経験をさせていただき、次のステップへ向かう
ことができることに心からか感謝しております。異動先
は花の木ホームです。同じ秩父市内ということで、皆様
にお目にかかることがあるかと思います。その時には、
お声かけいたしますのでよろしくお願いします。

荒木 友花（あらき ゆか）　
職種：社会福祉士
埼玉協同病院から異動になりました。
相談員として勤務します。協同病院
では消化器内科と回復期リハビリ
テーション病棟を担当していました。
地元が草加市で秩父に来る機会は無

かったので、これから美味しいものをたくさん食べた
いなと思っています。趣味はサッカー観戦で浦和レッ
ズを応援しています！サッカー好きな方がいたらぜひ
声をかけてください。よろしくお願いします。

有山 昭子（ありやま あきこ）　
職種：介護福祉士
生協ちちぶケアステーション、生協
花の木ホームから秩父生協病院の回
復期リハビリテーション病棟へ異動
になりました。病棟勤務は初めてな
ので、早く仕事を覚えて頑張りたい

と思います。よろしくお願いします。

大嶋 清久（おおしま きよひさ）　
職種：介護福祉士
生協ちちぶケアステーション、生協
花の木ホームから秩父生協病院の療
養棟に異動になりました。熊谷で3
年、秩父で1年、小規模多機能型居
宅介護で仕事をしてきました。今ま

で施設系事業所でしか働いた経験がなく病棟勤務は初
めてです。いろいろ不安がありますが、少しずつ病棟
での仕事を覚えられるよう頑張りたいと思います。ど
うぞよろしくお願いします。

酒井 利和（さかい としかず）　
職種：看護師
埼玉西協同病院から 4/1 に異動して
きました。小川町から車で通勤して
います。秩父看護専門学校出身です。
（13→14 回生でした）秩父地域の病
院で実習はありましたが、秩父生協

病院の中に入ったのは初めてです。趣味はサッカー観
戦です。好きなチームはマイナーですが湘南ベルマー
レです。今まで回復期リハビリテーション病棟の経験
が無いため分からないことばかりですが、よろしくお
願いします。

今野 聡子（こんの さとこ）
職種：事務
埼玉協同病院より異動してまいりま
した。外来医事課で８年、慢性疾患
から二次救急医療、外科系問わず外
来でたくさんのことを学ばせてもら
いました。拠点病院での勤務は初め

てとなり、期待と不安でいっぱいですが精一杯頑張っ
ていきたいと思います。新たな環境で至らない部分も
多いとは思いますが、よろしくお願いします。

篠田 幸（しのだ ゆき）　
職種：薬剤師
埼玉協同病院から異動になりました。
協同病院では、糖尿病医療チームを
担当していました。糖尿病療養指導
士の資格も持っています。趣味は、
アニメ・動画鑑賞と…温泉に行くの

も好きです。あとは、クラシックバレエも習っていま
す。おすすめのアニメがあったら教えてください。慣
れないこともありご迷惑をおかけすることもあるかと
思いますが、よろしくお願いします。


