
 

 

 

～私たちの願いは、地域の皆様の「安心な老後生活」の実現です～ 

特定医療法人 好文会 
Specific medical corporation koubunkai ― 

講演会＆コンサート 開催！ 



[認知症の講演会&ミニコンサート]を開催しました 
  

ねとす病院主催の[認知症の講演会 
&ミニコンサート]が 10 月 21 日

(土)に開催されました。 
藤沢地区にお住まいの皆様をはじめ、
熊谷･寄居や県外からお越しくださっ
た方、医療福祉関係者の方々など、悪
天候にもかかわらず約 250 名ものご来
場がありました。 
第 1 部の講演での内田先生･小林会長
のお話、第 2 部のコンサートとも素晴
らしい内容で、ご来場の皆様にもきっ
とご満足いただけたことと思います。 
終了後には｢またやって欲しい｣との声
を多数いただきました。今後も定期的
に企画･運営していく予定でおります
ので、どうぞご期待ください。 
ご来場ありがとうございました。 

   

   

 

 
おかべコスモス祭 2017 に 
好文会チームが参加しました 

 平成 29年度 秋彼岸 
物故者供養を挙行いたしました 

 
月８日(日)に開催された[おかべコスモス祭･ 
YOSAKOI そうなん 2017]に、好文会のよさ

こいチーム｢望｣が参加しました。今年も、法人職
員並びに職員の家族を含めた総勢 19 名が、ストリ
ート会場･メイン会場で笑顔いっぱいの演舞を披露
し、柴﨑浩二職員･佐々木珠莉奈ちゃん(佐々木翠
職員のお子さん)の 2 名が個人賞も受賞しました。 
夜からの花火大会でも好文会は大スターマインを
提供し、こちらも大きな歓声をいただきました。 
ご観覧の皆様、ご声援本当にありがとうございま
した。 

 

 
  年恒例となった、平成 29 年度秋彼岸 

の物故者供養が 9 月 14 日(木)に挙行
され、好文会職員 26 名が参列いたしまし
た。 
この日は福島県より当法人ご縁の 3 名の
御上人にお越しいただき、平成 29 年 3 月
1 日から 8 月 31 日までに法人内で看取ら
れた 153 名を｢日蓮宗法式｣にてご供養さ
せていただきました。 
あらためて物故者の方々のご冥福をお祈
り申し上げます。 

   

 

 
第 1部：講演 

①「知って安心 認知症 ～家族の場合、私の場合～」 
内田 望 先生 (国保町立小鹿野中央病院 地域包括医療部長) 

②「いままでも、これからも、ずっと共に」 
小林 正佳 氏 (認知症とあゆむ熊谷家族の会 会長) 

第 2部：コンサート 
ピアノ：成田 真依子 氏 / ソプラノ：飯島 法子 氏 / フルート：飯島 奈央 氏 
＜演目＞小さい秋みつけた / Ave Maria / 秋メドレー〜里の秋・もみじ・赤とんぼ〜 / 上を向いて歩こう ほか 

10 毎 
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3 階一般病棟 16床が[地域包括ケア病床]の届け出を行いました 
  

  階一般病棟 33 床のうち 16 床が、平 
成 29 年 10 月 1 日より地域包括ケア

病床の届け出病床となりました。 
入院治療後に病状が安定した患者さまに対
して、リハビリや退院支援などの効率的か
つ密度の高い医療を提供する為に、厳しい
施設基準をクリアし、国から許可を受けた
｢在宅復帰支援の為の病床｣です。 

 

 

 

感染対策委員会が院内向けの 

勉強会を行いました 
 

 地域医療介護連携室が熊谷駅での 
街頭キャンペーンに参加しました 
 

 
  院の感染対策委員会メンバーが中心とな 

り、9 月 27 日(水)に院内向けの勉強会を
行いました。 
深谷赤十字病院の感染管理認定看護師である
根岸美恵先生を講師に迎え、｢みんなで行う
感染対策-質問内容を中心に-｣をテーマに、
病院の看護師･介護士ら計 70 名が参加し、
ESBL･ノロウイルス･疥癬等に関する感染予
防対策について学びを深めました。 

  
  益社団法人[認知症の人と家族の会]主催の 

｢世界アルツハイマーデー街頭キャンペー
ン｣に際し、9 月 17 日(日)に熊谷駅で行われた
認知症啓発リーフレットの配布活動に、地域医
療介護連携室の 3 名が参加しました。 
当日は家族の会をはじめ、行政･地域包括職員や
医療福祉関係者等、計 64 名の参加者が集まり
駅利用の方々に 1,500 部のリーフレットを笑顔
で配布、充実した啓発活動となりました。 

  

 

 
   

あねとす病院ロビーでは、有志の方の 
作品展示をはじめました。現在は、職
員の親族･知人の水墨画を展示してお
ります。 
今後も、月替わりで様々な作品を展示
したいと考えておりますので、病院に
お立寄りの際はぜひご覧下さい。 
 

 

 

 

あねとす病院 

3  
地域包括ケア病棟(病床)とは? 
 
地域包括ケア病棟(病床)は、急性期の治療が終了した患

者様で、在宅復帰等へ向けて経過観察やリハビリ・在宅

復帰支援等が必要な方が対象となります。具体的には 
 

1．当院にてもう少し経過観察が必要になる方 

2．在宅復帰へ向けて積極的なリハビリが必要な方 

3．在宅での療養準備が必要な方 
 
となります。 

ただし、該当病床に入室後、最長 60 日以内での退院が原

則です。 

また入院費用は 1 日あたりの定額制となります。入院経

路や疾患によって費用が異なりますので、詳しくはお問

合せください。 

当 公 

病院ロビーでの作品展示を開始しました 
 



月の、とある夕べ、当施設では初の試みの「月見会」を開催 
致しました。 

日中はまだ、ちょっと歩くと汗ばむような暑い日が続いていた時
期でしたが、夕食後に外に出ると、吹く風の涼しさはもうすっか
り秋。施設の庭で利用者様とお月見をしながら、花火も楽しみま
した。 
甘酒を飲みながら交わされる会話は、紅白歌合戦の出場歌手予
想･･･。1 年の経つのは早いですね。 
これからも季節にあわせた様々な行事を行い、施設でのリハビリ
生活を少しでも楽しく過ごしていただけたらと考えています。 

 

藤沢保育園との交流 
  

ルメリアでは、藤沢保育園様との交流 
を積極的に行っています。ご利用者様

にとっては、お孫さん、曾孫さん世代の園
児の方と触れ合いになります。 
先日も、敬老慰問として、園児の皆さんが
元気な姿を見せて下さいました。 
一生懸命に至って踊る姿を見せて頂き、そ
の後の触れ合いの時間にはお喋りをした
り、肩を叩いてもらったり。 
見回すと、たくさんのご利用者様の目に光
るものが･･･。 
その様子を見た職員も、また･･･感涙。 

 

 

アルメリアの 

お月見会 
9 

ア 



通所リハビリテーションの取り組み 
  

通所に通うというと、集団で体操をし 
たり、歌を歌ったり、といった様子を

想像されるかも知れません。もちろん、他
の方との交流をはかり、気分の活性化をは
かるのは良いことですが、そういうことが
苦手な方もいらっしゃいますよね？ 
普段は社交的な人だって、ときには独りで
過ごしたかったり、他人と交流するのが億
劫なこともあります。 
そういうときは、人と話さなくても済むよ
うに、大画面で好きな映画を見たり、個室
でカラオケを楽しんだり、読書コーナーで
雑誌を読んだり･･･。 
ご自分のペースで過ごして頂けるのがアル
メリアです。 

 

  
用者様へのお楽しみの提 
供として、アルメリアで

は様々なボランティア団体の
方に慰問に来て頂いておりま
す。 
毎月 10 グループ前後の方が慰
問にお見えになり、その内容
も歌唱や三味線・太鼓、バイ
オリンなどの楽器演奏、南京
玉すだれ、マジックショーな
ど、多岐に渡っています。 
毎回、ほぼ全ての利用者様が
参加され、この慰問を一番楽
しみにしていると話される方
もいらっしゃいます。 
これからも、ますます力を入
れていきたいと考えておりま
すので、どうぞお楽しみに。 

 

  

 
 

ルメリアの通所リハビリは、ただのリハビリ施設で 
はありません。 

なんと、ご利用状況に応じてポイントが貯まり、ポイント数
に応じて、様々な「オプションサービス」が受けられます。 
こちらの利用者様は、貯まったポイントで「職員付き添い買
い物ツアー」をゲット。リハビリをして元気になり、貯まっ
たポイントで買い物に行ける！ 
なんと素晴らしいアルメリアの通所リハビリ！ 
最後は宣伝も兼ねた、活動報告をさせて頂きました。 

    

老健アルメリア 

通 

ア 

利 



  

 

 
会の大先輩である皆様の健康と 

長寿を祈って、9 月 19 日(火)に

敬老祝賀会と誕生月の方のお祝いを

行いました。 

今回、老健あねとすの職員が一丸とな

ってソーラン節を披露させていただ

きました。ご利用者の皆様からアンコ

ールを頂戴し、大いに盛り上がりまし

た。 

パティオでの[コスモス摘みとり体験]に出かけました 
  

クアパラダイス･パティオ 
で 10 月 25 日(水)～11月 13

日(木)の期間に開催されている
[コスモス摘みとり体験]に、ご利
用者様数名ずつ、日程を分けて
出かけてきました。 
この日は天気も良く、コスモス
を眺めながら秋の訪れを実感し
ました。 

 

 

    

介護老人保健施設あねとす 

平成 29年度 敬老祝賀会 

ア 

社 



  

[南京玉すだれクラブ]の皆様が慰問に来てくれました 
  

月 13 日(水)に、[いきがい大学熊谷学園 南京玉すだれクラブ] 
の皆様が病院･老健あねとすの患者様･利用者様へそれぞれボ

ランティアに来てくださいました。 
たくさんの技をご覧になり、ご利用者の皆様も「テレビで観たこ
とあるけど生で見るのは初めてだから良かったよ」と大変喜ばれ
ておりました。 
最後は職員も一緒にダンスに参加。皆様も元気いっぱい身体を動
かされていました。

メイクセラピーのご紹介 
  

  健あねとすでは、美容室[ホワイトハウス]様 
(｢Mirai 創刊号｣で紹介)のご協力により、入所

された方にご希望に応じて無料でメイクセラピーを
提供させていただいております。 
高齢の方、病気やケガなどが原因で心に問題を抱え
ている方に対し、お化粧でスキンシップをはかりな
がら、満足感･自信･自尊心などを得てもらうことを
目的とし、QOL(生活の質)の維持･向上を目指して
います。 

 

 

 

 

   

老健あねとす 

9 

美容師さん 近影 

老 



   
あねとす病院 診療担当表 [平成 29年 11月] ※通院に便利なお車での無料送迎も行っております。お気軽にお問合せください。 

外来診療担当医 診療時間･･･9:00～12:00/13:30～16:00 ( 受付 ～11:30/13:15～ ) 

診療科目 月 火 水 木 金 土 

午 

前 

内科① 村川 德光 
[一般内科] 

髙橋 一夫 
[一般・神経内科] 

門倉 由幸 
[一般内科] 

門倉 憲夫 
[一般内科] 

大塚 真 
[一般・神経内科] 

門倉 憲夫 
[一般内科] 

内科②    村川 德光 
[一般内科] 

 上野 泉 
[糖尿病・漢方] 

整形外来 新井 玄  新井 玄  松丸 聡  

午 

後 

  門倉 由幸 
※第 2･第 4 火のみ 

    

整形外来 新井 玄  新井 玄  松丸 聡  

認知症外来     大塚 真  

皮膚科      
交代制 
[群馬大学]  

訪問診療担当医 

金井 稔  萱塲 誠人  門倉 由幸  反町 千里  金子 由夏  橋本 信次 
 

特定医療法人 好文会 グループ     

 
機能強化型 在宅療養支援病院 あねとす病院 
〒３６６-０８１１ 埼玉県深谷市人見１９７５番地 
TEL:048-571-5311 FAX:048-572-8800 
 

介護療養型老人保健施設 アルメリア 
〒３６６-０８１１ 埼玉県深谷市人見２０３１番地 
TEL:048-574-8777 FAX:048-574-8822 
 

介護老人保健施設 あねとす 
〒３６６-０８１１ 埼玉県深谷市人見１９７５番地 
TEL:048-570-0511 FAX:048-570-0512 
 
短期入所生活介護 ゆかりの家 
〒３６６-０８１１ 埼玉県深谷市人見２０５１番地１ 
TEL:048-574-3900 FAX:048-574-6200 
 
あねとすデイサービストレーニングセンター 
〒３６６-０８０１ 埼玉県深谷市上野台３１８０番地１ 
TEL:048-577-3483 FAX:048-577-3725 
 
あねとす訪問看護ステーション 
〒３６６-０８１１ 埼玉県深谷市人見１９７５番地 
TEL:048-577-4311 FAX:048-577-4334 
 
あねとす訪問介護 
〒３６６-０８１１ 埼玉県深谷市人見１９７５番地 
TEL:048-574-1540 FAX:048-572-0187 
 
あねとす訪問入浴 
〒３６６-０８１１ 埼玉県深谷市人見１９７５番地 
TEL:048-573-0096 FAX:048-572-0187 
 

大里広域地域包括支援センター あねとす病院 
〒３６６-０８１１ 埼玉県深谷市人見１９７５番地 
TEL:048-577-3201 FAX:048-577-3261 
 

あねとす地域ケアセンター深谷 
〒３６６-０８２４ 埼玉県深谷市西島町３-１６-２３ 
松原ビル１F B号室 
TEL:048-501-5500 FAX:048-501-5533 

  

 

 

 

探訪 まちかど vol.5 

アキヤマ石油産業株式会社 

〒366-0811 深谷市人見 2242 

TEL:048-571-1458 (深谷南 SS) 

 

内科(予約外来) 

▲穐山社長と 

スタッフさん 

▲深谷南 SS 

外観 

今回は、好文会の社用車の給
油で 10 年以上お世話にな
っている、アキヤマ石油産業
様のご紹介です。 
県内西部･北部地区でガソリ
ンスタンドを 8 店舗、車検
整備工場 9 店舗、板金工場
3 店舗、車販工場 

整備工場 9 店舗、板金工場
3 店舗、車販工場 3 店舗を
運営、車のことなら何でもお
任せの会社です。 
この度、全メーカーの軽自動
車を頭金なしで月々1 万円、
7 年払いで販売開始とのこ
と。年金の中からのお支払い
も可能で、年配者の方からも
大好評だそうです。 
すてきなカーライフを提供
する、アキヤマ石油産業!! 


