
埼玉医療生活協同組合施設一覧
施 設 名 住　 所 電　 話 F A X

羽生総合病院

皆野病院

介護老人保健施設 あいの郷

騎西ふれあいクリニック

加須ふれあいクリニック

行田ふれあいクリニック

羽生訪問看護ステーション

羽生市西部地域包括支援センターふれあいの森

須影ほのぼのホーム

羽生市下岩瀬446

皆野町皆野2031-1

羽生市桑崎196-1

加須市騎西1352-3

加須市下三俣1790-1

行田市持田3-15-23

羽生市下岩瀬446

羽生市下岩瀬446

羽生市下川崎394-1

048-562-3000

0494-62-6300

048-562-3100

0480-73-6211

0480-61-8561

048-555-1155

048-562-5031

048-561-2688

048-594-7373

048-563-2170

0494-62-6010

048-563-5700

0480-73-3638

0480-63-2561

048-556-8171

048-562-5032

048-561-2688

048-560-7374

●生命を安心してあずけられる病院
●健康と生活を守る病院

～ 埼玉医療生協の理念 ～

組織の現況（1月末現在）
組合員数 45,010人
出資口数 49,434口
出資金総額 2億4,717万円
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 〒348-8505

埼玉県羽生市大字下岩瀬446番地
羽生総合病院内　生協本部事務局

 TEL 048-562-3021
 FAX 048-562-5857

Mail:kumiai@fureaihosp.or.jp
http://www.fureaihosp.or.jp
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～乳和食のすすめ●～
乳和食とは、味噌や醤油などの調味料に「コク」や「うま味」の
ある牛乳を組み
合わせることで、
食材本来の風味
や特徴を損なわ
ずに食塩やだし
を減らし、おいし
く和食を食べる
調理法です。ぜひ
ご家庭でお試し
下さい。

ヘルシー
とんかつ

ミルクポテト
サラダ

❶豚肉に塩こしょうで下味をつけておく。
❷Aの材料をダマがなくなるまでよく混ぜてミルク衣を作る。
❸豚肉の水気をふき取り、❷のミルク衣にくぐらせ、
　パン粉をつける。
❹フライパンに深さ１㎝を目安にサラダ油を入れて170℃に熱し、
　❸の両面をこんがりと焼き揚げる。
❺キャベツを皿に盛り、❹をのせる。
❻Bの材料を混ぜ合わせ、かける。

作り方

0.8g

塩 分
（１人分）

とんかつは油で揚げないので
ヘルシーに仕上がります。
とんかつソースにレモン汁を
加えることで、さっぱりと食べられ
減塩につながります。

ポ
イ
ン
ト

材料／2人分
豚肩ロース …………………… ２枚
塩こしょう …………………… 少量
A 薄力粉 ………………… 大さじ４
A 牛乳 …………………… 大さじ４
パン粉…………………………… 適量
サラダ油 ……………………… 適量
Bとんかつソース…… 大さじ１
Bレモン汁 ……………… 大さじ１
キャベツ ……………………… 適量

美味しく減塩！

第二弾

材料／2人分
じゃがいも……………………２個
牛乳 ……………………… 200ml
塩 ………………………………… 少量
すし酢 ……………………小さじ１
玉ねぎ ……………………1/2個
きゅうり ……………………1/2本
にんじん …………………1/5本

作り方

３人分以上で作る場合は
牛乳を少なめにする。牛乳を
加えることでカルシウムの
補給につながります。

ポ
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ン
ト

0.3g

塩 分
（１人分）

❶じゃがいもは皮をむいて8等分に切る。
❷鍋にじゃがいも、牛乳を入れて、クッキングシートで
　落とし蓋をし、中火で約15分煮る。
❸じゃがいもが煮えたら、落とし蓋を取り、火力を強めて
　底から混ぜながら、トロトロになるまで水分をとばす。
❹塩で味を調える。
❺じゃがいもが熱いうちに、すし酢を加えて混ぜる。
❻きゅうりは輪切り、にんじんはいちょう切り、玉ねぎは薄切りに
　する。にんじんと玉ねぎは、お皿に入れてラップをし、500Ｗの
　電子レンジで約1分加熱し、水気を絞る。
❼❺と❻を混ぜ合わせる。

材料／3人分
牛乳 …………………………300ml

生クリーム ………………100ml

グラニュー糖…………………50g

ゼラチン …………………………5g

果物 …………………………… 適量

❶鍋に牛乳と生クリーム、
　グラニュー糖を入れ、よく混ぜ

ながら

　沸騰直前まで加熱し、火を止
める。

❷❶にゼラチンを加え、よく混ぜる。

❸❷の粗熱がとれたら器に入れて、冷
蔵庫で冷やし固める。

❹果物をそえる。

作り方

甘さを控えたい場合は

グラニュー糖の量を減らして

調整したり、低甘味料の砂糖を

使用してください。

ポ
イ
ン
ト

～余った牛乳でデザート～

パンナコッタ
番外編
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美容外科
近日開始予定
羽生総合病院
形成外科部長　深井孝郎

あ
な
た
の

「
美
」を

取
り
戻
し
ま
す
。

美容外科とは、「より美しく、より若く、バランスの良い容姿
を作る」ための医療で、皆さまの「さらに美しくなりたい、若
さを取り戻したい」といった要望にお応えする専門科です。
その美容外科が、ついに羽生総合病院で始まります。美容
外科は、形成外科の初診を経て受診することができます。

どんな治療をしているの？

美容外科Q&A

現在の美容外科は、いかにして切らずに治すかという考
え方が主流になっています。手術以外の治療法を組み
合わせ、大きな効果をあげることを目標にしています。時
間をかけてカウンセリングを行い、良き医療が提供でき
るよう心がけています。肌質改善（くすみ・たるみ・毛穴の

開きなど）・赤ら顔・脱毛　他

美肌（小じわ・ドライスキンなど）・
美白・ニキビ　他

シミ・そばかす　他

肝班（かんぱん）　他

レーザー治療

光線治療

美顔美肌治療

内服薬

治療費はどのくらいかかりますか？Q
A 多くの場合自費診療となりますが、比較的安価な料金設定です。「痛み少なく、安全で、穏やかな

医療」を目指しており、マスコミで騒がれるような治療費にはなりません。

男性の受診は珍しいですか？Q
A 近年、男性がシミとりや脱毛などで受診するケースも少なくありません。

男性も見た目を気にすることは当然ですし、美容外科は男性の受診も大歓迎です。

治療にあたり、化粧やお風呂などの制限はありますか？Q
A ありません。施術の直後も、施術前とほぼ同じ生活を送ることができます。

人目につきやすい大きなガーゼやテープなどは貼りません。
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埼玉医療生活協同組合の徳洲会への移行について検討しています

埼玉医療生活協同組合　理事長　福島安義

埼玉医療生活協同組合は1982（昭和57）年10月2日に設立登記され、今年で設立39年目となります。翌年の

1983（昭和58）年9月1日に羽生病院が病床数166床で開院し、311床までに規模を拡大して、1999（平成11）年

12月1日に羽生総合病院と名称変更しました。その後、介護老人保健施設「あいの郷」、ふれあいクリニック（騎西、

加須、行田）、そして2000年（平成12年）12月1日には皆野病院を

開設、さらに、グループホーム「須影ほのぼのホーム」を開設、

2018（平成30）年5月1日に羽生総合病院新築移転など、組合員・圏域

の皆様の医療と福祉に努めてまいりました。このように、当組合が

発展してまいりましたのも組合員、行政、自治体のご理解ご協力と

ご支援の賜と心から感謝申し上げる次第です。

さて、そのように発展と充実を遂げているところですが、羽生

総合病院、皆野病院はじめ各事業所は歴史を重ねるにつれ、地域

における社会的役割が高まり、組合員のみならず地域の方々や近県

からも当組合の病院・施設を利用され、地域になくてはならない

病院・施設として位置づけられております。一方、人口変動や高齢

社会などの社会的変化によって、組合員の減少と組合員外の利用

が高まっており、生協法に基づく「組合員以外の方の利用禁止の原則」では経営が成り立たない状況となってしまい

ますので、生活協同組合の縛りを超え、時代の変化とともに組合員のみならず誰でもが利用できる病院・施設として

貢献していくことを真剣に考えなくてはならない時期にきています。

元々、この地（北埼玉）に病院を誘致した地元有志の方々の考えは、徳洲会の「生命だけは平等だ」という理念に

感銘を受け、いつでも・だれでも24時間365日診てくれる病院を期待したものでしたが、残念ながら地元医師会の

理解を得られず、徳洲会としての誘致を断念し、医療生協の形態で運営することにして現在に至っております。組合

員・役職員からは以前より、実態に即して徳洲会に移行してはどうかという声はありましたが、着手できずに月日が

流れてまいりました。実際、羽生および皆野病院での医師・看護師の確保や非常時の人材応援による医療の質の

維持は徳洲会の支援無しでは到底なし得ないのが実情ですが、当組合と徳洲会が別法人であるが故に、人材応援は

転籍（徳洲会を退職して新たに医療生協に入職する手続き）という形態をとる必要があり、応援時のネックとなって

います。これまで何とか対応してきましたが、今回のコロナ対応のように大規模かつ長期の応援は現実的なハードル

が高く、県知事からの要請で開設したプレハブのコロナ病棟も、全棟開棟は至難の業と言わざるを得ない状況です。

最近の理事会で、「徳洲会に移行してはどうか」との議論が高まり、地域医療への責任を果たす観点から「徳洲会へ

の移行に関する検討委員会」を設けて検討したところ、「徳洲会に移行することが妥当」との結論に至り、関係庁へ

手続き上の事前相談を開始したところです。総代への説明を順次

開始しているところですが、組合員の皆様には、この広報紙を通

して当組合が「徳洲会への移行」について議論していることをお

伝えさせていただくとともに、ご意見等がございましたら是非お

寄せくださいますようお願い申し上げます。
2018（平成30）年　羽生総合病院新築移転

2000（平成12）年　皆野病院開院

1983（昭和58）年　羽生病院開院

第39回通常総代会を下記のとおり開催しますので、お知らせいたします。

日　時：令和3年6月19日（土）13時
場　所：羽生市産業文化ホール　
 大ホール（羽生市下羽生876）

第39回通常総代会開催のお知らせ

補充定数定数選挙区

67人以上105人以内210人以上248人以内
第１区　羽生市、加須市、行田市、
　　　  鴻巣市、熊谷市、久喜市

届出用紙の取得方法
埼玉医療生活協同組合ホームページよりダウンロード
埼玉医療生活協同組合 事務局で直接取得

埼玉医療生活協同組合 事務局（羽生総合病院１階）
〒348－8505　埼玉県羽生市大字下岩瀬446番地　TEL 048－562－3021

問合せ先

総代選挙の公示【追加選挙の実施】

１．選挙区と定数

 令和３年２月25日までに立候補された方は、無投票当選とします。

２．立候補届の追加受付期間
 令和３年３月24日（水）～４月９日（金）【日曜日・祝祭日を除く】
 受付時間：10時～15時【土曜日は午後12時30分まで】

３．立候補届の受付方法
 所定の総代立候補届出用紙を取得し、必要事項を記入の上、埼玉医療生活協同組合 事務局まで、
 直接持参または郵送によって提出してください。

４．選挙の方法
 追加立候補者が補充定数内であるときは、無投票当選とします。追加立候補者が補充定数を超えたときは、
 後日投票を行います。

５．選挙権及び被選挙権
 選挙権及び被選挙権を有するのは、令和２年３月31日時点で、組合員名簿に登録されている組合員です。

組合員各位 埼玉医療生活協同組合
総代選挙管理委員会

先日行なった総代選挙において、立候補期間内（令和３年２月３日～２月25日）に立候補者が
定数に満たなかった第1区選挙区について、下記により「追加選挙」を実施いたします。

徳洲会への移行について Q＆A
質　問 回　答

何故、医療法人徳洲会への
移行を急に進める必要があるのか？

新型コロナ患者様対応のため、医療法人徳洲会から
常時１０数名の看護師の転籍(＊)でかろうじて対応してきており、
徳洲会からの人的支援なくしては現在の病院運営はできませんでした。
法人が異なるため人的支援は転籍となりますが、各種負担を伴うことから
転籍者の確保が難しく、今後さらにコロナ患者様対応の継続ならびに
患者数増加の可能性を考えた場合、地域医療への責任を果たす観点
から、極力早期の移行が必要と考えています。

徳洲会への移行の手続きは
具体的にどういうものか？

総代会で組合の解散を決議、関係行政機関の認可を得た上で
医療法人徳洲会へ事業譲渡を行うことになります。

徳洲会への
移行のスケジュールは
どう考えているか？

会員の皆様のご理解が得られれば本年６月の通常総代会で
解散を決議、関係行政機関への申請・認可手続きを経て、
早ければ年内の事業譲渡も見込んでいます。

移行により病院等の施設は
実際どうなるのか？

所属組織が変更となっても
病院等施設の日常のサービス提供は変わりません。

組合員の出資金は
どうなるのか？

出資金を含む組合の残余財産は、定款に定める手続きに基づき
組合員に分配されます。

埼玉医療生協に関する裁判が
あると聞くがどのような内容か。
移行への影響があるのではないか？

羽生総合病院の新築移転時の土地取得手続きに関連して、
生協監事が一部の理事に損害賠償請求訴訟を提起しました。
組合は解散後に清算組合となり、清算組合にて裁判を継続しますので、
移行による影響はありません。

移行は裁判が終結してからでも
遅くないのではないか？

コロナ対応に係る人材支援は喫緊の課題です。
短期間は凌げても長期に亘る別法人間の人材支援は困難です。

徳洲会への移行により
組合員のメリットはどうなるのか？

既存組合員の皆様には新たに「健康友の会」(仮称)の会員になっていただく
など、従来同様のメリットを享受していただく施策を検討しています。
また、医師・看護師等の人的支援が容易になることによる
診療の一層の充実、徳洲会の財務基盤を背景とした老朽化施設の
円滑な建替・改修が可能となります。

質問したい場合の
問い合わせ先はどこか？

( TEL 048-562-3021)埼玉医療生活協同組合事務局 ( TEL 048-562-3021) 畑中まで
お問合せ下さい。

(＊)医療法人徳洲会を退職して新たに医療生協に入職する手続き

4 3 2
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ますので、生活協同組合の縛りを超え、時代の変化とともに組合員のみならず誰でもが利用できる病院・施設として

貢献していくことを真剣に考えなくてはならない時期にきています。

元々、この地（北埼玉）に病院を誘致した地元有志の方々の考えは、徳洲会の「生命だけは平等だ」という理念に

感銘を受け、いつでも・だれでも24時間365日診てくれる病院を期待したものでしたが、残念ながら地元医師会の

理解を得られず、徳洲会としての誘致を断念し、医療生協の形態で運営することにして現在に至っております。組合

員・役職員からは以前より、実態に即して徳洲会に移行してはどうかという声はありましたが、着手できずに月日が

流れてまいりました。実際、羽生および皆野病院での医師・看護師の確保や非常時の人材応援による医療の質の

維持は徳洲会の支援無しでは到底なし得ないのが実情ですが、当組合と徳洲会が別法人であるが故に、人材応援は

転籍（徳洲会を退職して新たに医療生協に入職する手続き）という形態をとる必要があり、応援時のネックとなって

います。これまで何とか対応してきましたが、今回のコロナ対応のように大規模かつ長期の応援は現実的なハードル

が高く、県知事からの要請で開設したプレハブのコロナ病棟も、全棟開棟は至難の業と言わざるを得ない状況です。

最近の理事会で、「徳洲会に移行してはどうか」との議論が高まり、地域医療への責任を果たす観点から「徳洲会へ

の移行に関する検討委員会」を設けて検討したところ、「徳洲会に移行することが妥当」との結論に至り、関係庁へ

手続き上の事前相談を開始したところです。総代への説明を順次

開始しているところですが、組合員の皆様には、この広報紙を通

して当組合が「徳洲会への移行」について議論していることをお

伝えさせていただくとともに、ご意見等がございましたら是非お

寄せくださいますようお願い申し上げます。
2018（平成30）年　羽生総合病院新築移転

2000（平成12）年　皆野病院開院

1983（昭和58）年　羽生病院開院

第39回通常総代会を下記のとおり開催しますので、お知らせいたします。

日　時：令和3年6月19日（土）13時
場　所：羽生市産業文化ホール　
 大ホール（羽生市下羽生876）

第39回通常総代会開催のお知らせ

補充定数定数選挙区

67人以上105人以内210人以上248人以内
第１区　羽生市、加須市、行田市、
　　　  鴻巣市、熊谷市、久喜市

届出用紙の取得方法
埼玉医療生活協同組合ホームページよりダウンロード
埼玉医療生活協同組合 事務局で直接取得

埼玉医療生活協同組合 事務局（羽生総合病院１階）
〒348－8505　埼玉県羽生市大字下岩瀬446番地　TEL 048－562－3021

問合せ先

総代選挙の公示【追加選挙の実施】

１．選挙区と定数

 令和３年２月25日までに立候補された方は、無投票当選とします。

２．立候補届の追加受付期間
 令和３年３月24日（水）～４月９日（金）【日曜日・祝祭日を除く】
 受付時間：10時～15時【土曜日は午後12時30分まで】

３．立候補届の受付方法
 所定の総代立候補届出用紙を取得し、必要事項を記入の上、埼玉医療生活協同組合 事務局まで、
 直接持参または郵送によって提出してください。

４．選挙の方法
 追加立候補者が補充定数内であるときは、無投票当選とします。追加立候補者が補充定数を超えたときは、
 後日投票を行います。

５．選挙権及び被選挙権
 選挙権及び被選挙権を有するのは、令和２年３月31日時点で、組合員名簿に登録されている組合員です。

組合員各位 埼玉医療生活協同組合
総代選挙管理委員会

先日行なった総代選挙において、立候補期間内（令和３年２月３日～２月25日）に立候補者が
定数に満たなかった第1区選挙区について、下記により「追加選挙」を実施いたします。

徳洲会への移行について Q＆A
質　問 回　答

何故、医療法人徳洲会への
移行を急に進める必要があるのか？

新型コロナ患者様対応のため、医療法人徳洲会から
常時１０数名の看護師の転籍(＊)でかろうじて対応してきており、
徳洲会からの人的支援なくしては現在の病院運営はできませんでした。
法人が異なるため人的支援は転籍となりますが、各種負担を伴うことから
転籍者の確保が難しく、今後さらにコロナ患者様対応の継続ならびに
患者数増加の可能性を考えた場合、地域医療への責任を果たす観点
から、極力早期の移行が必要と考えています。

徳洲会への移行の手続きは
具体的にどういうものか？

総代会で組合の解散を決議、関係行政機関の認可を得た上で
医療法人徳洲会へ事業譲渡を行うことになります。

徳洲会への
移行のスケジュールは
どう考えているか？

会員の皆様のご理解が得られれば本年６月の通常総代会で
解散を決議、関係行政機関への申請・認可手続きを経て、
早ければ年内の事業譲渡も見込んでいます。

移行により病院等の施設は
実際どうなるのか？

所属組織が変更となっても
病院等施設の日常のサービス提供は変わりません。

組合員の出資金は
どうなるのか？

出資金を含む組合の残余財産は、定款に定める手続きに基づき
組合員に分配されます。

埼玉医療生協に関する裁判が
あると聞くがどのような内容か。
移行への影響があるのではないか？

羽生総合病院の新築移転時の土地取得手続きに関連して、
生協監事が一部の理事に損害賠償請求訴訟を提起しました。
組合は解散後に清算組合となり、清算組合にて裁判を継続しますので、
移行による影響はありません。

移行は裁判が終結してからでも
遅くないのではないか？

コロナ対応に係る人材支援は喫緊の課題です。
短期間は凌げても長期に亘る別法人間の人材支援は困難です。

徳洲会への移行により
組合員のメリットはどうなるのか？

既存組合員の皆様には新たに「健康友の会」(仮称)の会員になっていただく
など、従来同様のメリットを享受していただく施策を検討しています。
また、医師・看護師等の人的支援が容易になることによる
診療の一層の充実、徳洲会の財務基盤を背景とした老朽化施設の
円滑な建替・改修が可能となります。

質問したい場合の
問い合わせ先はどこか？

( TEL 048-562-3021)埼玉医療生活協同組合事務局 ( TEL 048-562-3021) 畑中まで
お問合せ下さい。

(＊)医療法人徳洲会を退職して新たに医療生協に入職する手続き
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埼玉医療生活協同組合の徳洲会への移行について検討しています

埼玉医療生活協同組合　理事長　福島安義

埼玉医療生活協同組合は1982（昭和57）年10月2日に設立登記され、今年で設立39年目となります。翌年の

1983（昭和58）年9月1日に羽生病院が病床数166床で開院し、311床までに規模を拡大して、1999（平成11）年

12月1日に羽生総合病院と名称変更しました。その後、介護老人保健施設「あいの郷」、ふれあいクリニック（騎西、

加須、行田）、そして2000年（平成12年）12月1日には皆野病院を

開設、さらに、グループホーム「須影ほのぼのホーム」を開設、

2018（平成30）年5月1日に羽生総合病院新築移転など、組合員・圏域

の皆様の医療と福祉に努めてまいりました。このように、当組合が

発展してまいりましたのも組合員、行政、自治体のご理解ご協力と

ご支援の賜と心から感謝申し上げる次第です。

さて、そのように発展と充実を遂げているところですが、羽生

総合病院、皆野病院はじめ各事業所は歴史を重ねるにつれ、地域

における社会的役割が高まり、組合員のみならず地域の方々や近県

からも当組合の病院・施設を利用され、地域になくてはならない

病院・施設として位置づけられております。一方、人口変動や高齢

社会などの社会的変化によって、組合員の減少と組合員外の利用

が高まっており、生協法に基づく「組合員以外の方の利用禁止の原則」では経営が成り立たない状況となってしまい

ますので、生活協同組合の縛りを超え、時代の変化とともに組合員のみならず誰でもが利用できる病院・施設として

貢献していくことを真剣に考えなくてはならない時期にきています。

元々、この地（北埼玉）に病院を誘致した地元有志の方々の考えは、徳洲会の「生命だけは平等だ」という理念に

感銘を受け、いつでも・だれでも24時間365日診てくれる病院を期待したものでしたが、残念ながら地元医師会の

理解を得られず、徳洲会としての誘致を断念し、医療生協の形態で運営することにして現在に至っております。組合

員・役職員からは以前より、実態に即して徳洲会に移行してはどうかという声はありましたが、着手できずに月日が

流れてまいりました。実際、羽生および皆野病院での医師・看護師の確保や非常時の人材応援による医療の質の

維持は徳洲会の支援無しでは到底なし得ないのが実情ですが、当組合と徳洲会が別法人であるが故に、人材応援は

転籍（徳洲会を退職して新たに医療生協に入職する手続き）という形態をとる必要があり、応援時のネックとなって

います。これまで何とか対応してきましたが、今回のコロナ対応のように大規模かつ長期の応援は現実的なハードル

が高く、県知事からの要請で開設したプレハブのコロナ病棟も、全棟開棟は至難の業と言わざるを得ない状況です。

最近の理事会で、「徳洲会に移行してはどうか」との議論が高まり、地域医療への責任を果たす観点から「徳洲会へ

の移行に関する検討委員会」を設けて検討したところ、「徳洲会に移行することが妥当」との結論に至り、関係庁へ

手続き上の事前相談を開始したところです。総代への説明を順次

開始しているところですが、組合員の皆様には、この広報紙を通

して当組合が「徳洲会への移行」について議論していることをお

伝えさせていただくとともに、ご意見等がございましたら是非お

寄せくださいますようお願い申し上げます。
2018（平成30）年　羽生総合病院新築移転

2000（平成12）年　皆野病院開院

1983（昭和58）年　羽生病院開院

第39回通常総代会を下記のとおり開催しますので、お知らせいたします。

日　時：令和3年6月19日（土）13時
場　所：羽生市産業文化ホール　
 大ホール（羽生市下羽生876）

第39回通常総代会開催のお知らせ

補充定数定数選挙区

67人以上105人以内210人以上248人以内
第１区　羽生市、加須市、行田市、
　　　  鴻巣市、熊谷市、久喜市

届出用紙の取得方法
埼玉医療生活協同組合ホームページよりダウンロード
埼玉医療生活協同組合 事務局で直接取得

埼玉医療生活協同組合 事務局（羽生総合病院１階）
〒348－8505　埼玉県羽生市大字下岩瀬446番地　TEL 048－562－3021

問合せ先

総代選挙の公示【追加選挙の実施】

１．選挙区と定数

 令和３年２月25日までに立候補された方は、無投票当選とします。

２．立候補届の追加受付期間
 令和３年３月24日（水）～４月９日（金）【日曜日・祝祭日を除く】
 受付時間：10時～15時【土曜日は午後12時30分まで】

３．立候補届の受付方法
 所定の総代立候補届出用紙を取得し、必要事項を記入の上、埼玉医療生活協同組合 事務局まで、
 直接持参または郵送によって提出してください。

４．選挙の方法
 追加立候補者が補充定数内であるときは、無投票当選とします。追加立候補者が補充定数を超えたときは、
 後日投票を行います。

５．選挙権及び被選挙権
 選挙権及び被選挙権を有するのは、令和２年３月31日時点で、組合員名簿に登録されている組合員です。

組合員各位 埼玉医療生活協同組合
総代選挙管理委員会

先日行なった総代選挙において、立候補期間内（令和３年２月３日～２月25日）に立候補者が
定数に満たなかった第1区選挙区について、下記により「追加選挙」を実施いたします。

徳洲会への移行について Q＆A
質　問 回　答

何故、医療法人徳洲会への
移行を急に進める必要があるのか？

新型コロナ患者様対応のため、医療法人徳洲会から
常時１０数名の看護師の転籍(＊)でかろうじて対応してきており、
徳洲会からの人的支援なくしては現在の病院運営はできませんでした。
法人が異なるため人的支援は転籍となりますが、各種負担を伴うことから
転籍者の確保が難しく、今後さらにコロナ患者様対応の継続ならびに
患者数増加の可能性を考えた場合、地域医療への責任を果たす観点
から、極力早期の移行が必要と考えています。

徳洲会への移行の手続きは
具体的にどういうものか？

総代会で組合の解散を決議、関係行政機関の認可を得た上で
医療法人徳洲会へ事業譲渡を行うことになります。

徳洲会への
移行のスケジュールは
どう考えているか？

会員の皆様のご理解が得られれば本年６月の通常総代会で
解散を決議、関係行政機関への申請・認可手続きを経て、
早ければ年内の事業譲渡も見込んでいます。

移行により病院等の施設は
実際どうなるのか？

所属組織が変更となっても
病院等施設の日常のサービス提供は変わりません。

組合員の出資金は
どうなるのか？

出資金を含む組合の残余財産は、定款に定める手続きに基づき
組合員に分配されます。

埼玉医療生協に関する裁判が
あると聞くがどのような内容か。
移行への影響があるのではないか？

羽生総合病院の新築移転時の土地取得手続きに関連して、
生協監事が一部の理事に損害賠償請求訴訟を提起しました。
組合は解散後に清算組合となり、清算組合にて裁判を継続しますので、
移行による影響はありません。

移行は裁判が終結してからでも
遅くないのではないか？

コロナ対応に係る人材支援は喫緊の課題です。
短期間は凌げても長期に亘る別法人間の人材支援は困難です。

徳洲会への移行により
組合員のメリットはどうなるのか？

既存組合員の皆様には新たに「健康友の会」(仮称)の会員になっていただく
など、従来同様のメリットを享受していただく施策を検討しています。
また、医師・看護師等の人的支援が容易になることによる
診療の一層の充実、徳洲会の財務基盤を背景とした老朽化施設の
円滑な建替・改修が可能となります。

質問したい場合の
問い合わせ先はどこか？

( TEL 048-562-3021)埼玉医療生活協同組合事務局 ( TEL 048-562-3021) 畑中まで
お問合せ下さい。

(＊)医療法人徳洲会を退職して新たに医療生協に入職する手続き
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埼玉医療生活協同組合施設一覧
施 設 名 住　 所 電　 話 F A X

羽生総合病院

皆野病院

介護老人保健施設 あいの郷

騎西ふれあいクリニック

加須ふれあいクリニック

行田ふれあいクリニック

羽生訪問看護ステーション

羽生市西部地域包括支援センターふれあいの森

須影ほのぼのホーム

羽生市下岩瀬446

皆野町皆野2031-1

羽生市桑崎196-1

加須市騎西1352-3

加須市下三俣1790-1

行田市持田3-15-23

羽生市下岩瀬446

羽生市下岩瀬446

羽生市下川崎394-1

048-562-3000

0494-62-6300

048-562-3100

0480-73-6211

0480-61-8561

048-555-1155

048-562-5031

048-561-2688

048-594-7373

048-563-2170

0494-62-6010

048-563-5700

0480-73-3638

0480-63-2561

048-556-8171

048-562-5032

048-561-2688

048-560-7374

●生命を安心してあずけられる病院
●健康と生活を守る病院

～ 埼玉医療生協の理念 ～

組織の現況（1月末現在）
組合員数 45,010人
出資口数 49,434口
出資金総額 2億4,717万円

広報紙ふれあい 82号
2021年3月22日発行

埼玉医療生活協同組合
 〒348-8505

埼玉県羽生市大字下岩瀬446番地
羽生総合病院内　生協本部事務局

 TEL 048-562-3021
 FAX 048-562-5857

Mail:kumiai@fureaihosp.or.jp
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羽生総合病院管理栄養士監

修

～乳和食のすすめ●～
乳和食とは、味噌や醤油などの調味料に「コク」や「うま味」の
ある牛乳を組み
合わせることで、
食材本来の風味
や特徴を損なわ
ずに食塩やだし
を減らし、おいし
く和食を食べる
調理法です。ぜひ
ご家庭でお試し
下さい。

ヘルシー
とんかつ

ミルクポテト
サラダ

❶豚肉に塩こしょうで下味をつけておく。
❷Aの材料をダマがなくなるまでよく混ぜてミルク衣を作る。
❸豚肉の水気をふき取り、❷のミルク衣にくぐらせ、
　パン粉をつける。
❹フライパンに深さ１㎝を目安にサラダ油を入れて170℃に熱し、
　❸の両面をこんがりと焼き揚げる。
❺キャベツを皿に盛り、❹をのせる。
❻Bの材料を混ぜ合わせ、かける。

作り方

0.8g

塩 分
（１人分）

とんかつは油で揚げないので
ヘルシーに仕上がります。
とんかつソースにレモン汁を
加えることで、さっぱりと食べられ
減塩につながります。

ポ
イ
ン
ト

材料／2人分
豚肩ロース …………………… ２枚
塩こしょう …………………… 少量
A 薄力粉 ………………… 大さじ４
A 牛乳 …………………… 大さじ４
パン粉…………………………… 適量
サラダ油 ……………………… 適量
Bとんかつソース…… 大さじ１
Bレモン汁 ……………… 大さじ１
キャベツ ……………………… 適量

美味しく減塩！

第二弾

材料／2人分
じゃがいも……………………２個
牛乳 ……………………… 200ml
塩 ………………………………… 少量
すし酢 ……………………小さじ１
玉ねぎ ……………………1/2個
きゅうり ……………………1/2本
にんじん …………………1/5本

作り方

３人分以上で作る場合は
牛乳を少なめにする。牛乳を
加えることでカルシウムの
補給につながります。

ポ
イ
ン
ト

0.3g

塩 分
（１人分）

❶じゃがいもは皮をむいて8等分に切る。
❷鍋にじゃがいも、牛乳を入れて、クッキングシートで
　落とし蓋をし、中火で約15分煮る。
❸じゃがいもが煮えたら、落とし蓋を取り、火力を強めて
　底から混ぜながら、トロトロになるまで水分をとばす。
❹塩で味を調える。
❺じゃがいもが熱いうちに、すし酢を加えて混ぜる。
❻きゅうりは輪切り、にんじんはいちょう切り、玉ねぎは薄切りに
　する。にんじんと玉ねぎは、お皿に入れてラップをし、500Ｗの
　電子レンジで約1分加熱し、水気を絞る。
❼❺と❻を混ぜ合わせる。

材料／3人分
牛乳 …………………………300ml

生クリーム ………………100ml

グラニュー糖…………………50g

ゼラチン …………………………5g

果物 …………………………… 適量

❶鍋に牛乳と生クリーム、
　グラニュー糖を入れ、よく混ぜ

ながら

　沸騰直前まで加熱し、火を止
める。

❷❶にゼラチンを加え、よく混ぜる。

❸❷の粗熱がとれたら器に入れて、冷
蔵庫で冷やし固める。

❹果物をそえる。

作り方

甘さを控えたい場合は

グラニュー糖の量を減らして

調整したり、低甘味料の砂糖を

使用してください。

ポ
イ
ン
ト

～余った牛乳でデザート～

パンナコッタ
番外編

●埼玉医療生活協同組合 広報紙●Vol.

82

ふれあい
2021
Mar.

6 5

美容外科
近日開始予定
羽生総合病院
形成外科部長　深井孝郎

あ
な
た
の

「
美
」を

取
り
戻
し
ま
す
。

美容外科とは、「より美しく、より若く、バランスの良い容姿
を作る」ための医療で、皆さまの「さらに美しくなりたい、若
さを取り戻したい」といった要望にお応えする専門科です。
その美容外科が、ついに羽生総合病院で始まります。美容
外科は、形成外科の初診を経て受診することができます。

どんな治療をしているの？

美容外科Q&A

現在の美容外科は、いかにして切らずに治すかという考
え方が主流になっています。手術以外の治療法を組み
合わせ、大きな効果をあげることを目標にしています。時
間をかけてカウンセリングを行い、良き医療が提供でき
るよう心がけています。肌質改善（くすみ・たるみ・毛穴の

開きなど）・赤ら顔・脱毛　他

美肌（小じわ・ドライスキンなど）・
美白・ニキビ　他

シミ・そばかす　他

肝班（かんぱん）　他

レーザー治療

光線治療

美顔美肌治療

内服薬

治療費はどのくらいかかりますか？Q
A 多くの場合自費診療となりますが、比較的安価な料金設定です。「痛み少なく、安全で、穏やかな

医療」を目指しており、マスコミで騒がれるような治療費にはなりません。

男性の受診は珍しいですか？Q
A 近年、男性がシミとりや脱毛などで受診するケースも少なくありません。

男性も見た目を気にすることは当然ですし、美容外科は男性の受診も大歓迎です。

治療にあたり、化粧やお風呂などの制限はありますか？Q
A ありません。施術の直後も、施術前とほぼ同じ生活を送ることができます。

人目につきやすい大きなガーゼやテープなどは貼りません。



埼玉医療生活協同組合施設一覧
施 設 名 住　 所 電　 話 F A X

羽生総合病院

皆野病院

介護老人保健施設 あいの郷

騎西ふれあいクリニック

加須ふれあいクリニック

行田ふれあいクリニック

羽生訪問看護ステーション

羽生市西部地域包括支援センターふれあいの森

須影ほのぼのホーム

羽生市下岩瀬446

皆野町皆野2031-1

羽生市桑崎196-1

加須市騎西1352-3

加須市下三俣1790-1

行田市持田3-15-23

羽生市下岩瀬446

羽生市下岩瀬446

羽生市下川崎394-1

048-562-3000

0494-62-6300

048-562-3100

0480-73-6211

0480-61-8561

048-555-1155

048-562-5031

048-561-2688

048-594-7373

048-563-2170

0494-62-6010

048-563-5700

0480-73-3638

0480-63-2561

048-556-8171

048-562-5032

048-561-2688

048-560-7374

●生命を安心してあずけられる病院
●健康と生活を守る病院

～ 埼玉医療生協の理念 ～

組織の現況（1月末現在）
組合員数 45,010人
出資口数 49,434口
出資金総額 2億4,717万円
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