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。月の診療のご案内診療は予約制です鯨の方は、電話で御相談下さい。当日も受け付けしております。

Z雲療時間 @ @ @ @ 。@ @ 

主吾(月月) 藤本

内科ー診
(1/7) (1/5、19)

‘'令関 高橋(麗) 永井 ‘'令関
内山 鈴木

午
受付時間 (1/21、28) (1/12) 

8:30 

"'" 
内科二診 高橋(~) 高橋(麗) 内山 加藤 ‘'慢田

主吾(朋)(1/26) 休診
河野(1/26)

前 12: 15 
平山 中川

鈴木
.中村

岸本
(糖尿病外来) (胃力メラ) (糖尿病外来)

内科三診
栄養村目談
(1/7) 

高橋(麗) 岸本

午 14:00 内 手ヰ 内山 高橋(~) 休診

"'" 
内山 ‘'横田

後
15:30 

往 診 高橋(~) ‘'令関 鈴木 永井 ‘'令関
休診 休 診

夜 18:00 永井

"'" 
内 手ヰ 休診 高橋(央) 休診 佐々 木

閏 20:00 河野

需外来 フットケア外来
糖尿病外来 禁煙外来 健診後外来

毎週月曜日午前 毎週月ゐ火ゐ水曜日 午後 毎週月ゐ火ゐ水ゐ金 午後
毎週火曜日午後

毎週木曜日 午前 毎週火曜日夜間 火ゐ木ゐ金 夜間

1月1日(火)-1月3日(木)、 1月14日(月)成人の目。
年始診療開始は1月4日(金)か5です。

1月10日(木)は10時か5受付開始となります。

巴忠告富島Gク@
愈ゐ守也但毘

1/24(第4木曜日)

18時-19時
医療費等でお困りの方はご

相談ください。

当診療所は、無料低額診療

事業を行っています。

( 送迎 サービスのご案内 l 
通院が困難な方に無料送迎を行ってい

ます。(予約制)

・高齢のため徒歩や公共交通機関での

通院が困難

• 1人で車の乗り降りができる

・送迎範囲が川口診療所から約2km圏内

詳しくは職員までお問合せください。

在宅介護の方に定期的な往診をおこなっています

内

白

川診は24時間在宅支援診療所です。

向
、ーノ

在宅療養で定期的な服薬や医療管理が必要な

方は、医師・看護師がお宅にお伺Gi診療します。

ますはご相談下さしio

n048・252・5512 司 F
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-印(ま女性の匡師です

※12/17 (月)をもって

大山医師の診療は

終3となりました。

川診と協同病院の

連絡パス時刻表

川口診療所発 協同病院発

9. 15 8 斗口

12.25 11 .50 

15 斗E※ 15.00※ 

※土曜日午後の運行はありません

女第2土日祝日はパスは運行して

おりません。
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成年から亥年へ
昨年は皆々様には大変お世話になり

ました。

昨年は天候不順で、きれいな紅葉を

愛でることができませんでした。暮に

寒波が襲来し、今でも凍り付くような

日々が続いています。天候に振り回さ

れた一年でした。

本年は亥年。「衣食に満、財宝は西方

より集まり来るJと言われています。しかし、猪突猛進、節度あ

る御活躍を期待しております。

本年も皆様からのご支援を宜しくお願い申し上げます。

〆

ル
所長内山隆久

-・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・.........
[g@@illl8砂人同図録 かJについて地域の皆さまのご意見をうかがうことができ

ました。「話をよく聞きていねいに伝えてくれるH対応が優

しいH相談しやすいJといった人と人との関係性について

のご意見が大多数でした。皆さまのご意見から、医療と

いうものの根本が汰間関係にあることを再確認することが

できました。

2019年はこの人間関係という医療の根本に立ち返り、個

人としても診療所全体としても、皆さまとより良い関係を

築けるように貢献していきたいと感じています。

私が川口診療所に着任し8ヶ月が経ちま

した。地域の皆さまや職員の支えの中で少

しずつですが診療所に慣れていくことがで

き、本当に感謝しています。

2018年のできごととして特に印象的だっ

たのは6月の健診学習会です。このときに

「どのようなことができるのがよい診療所
高橋慶

(舛来フェア(2018年度第3弾)1月・2月)テーマ:骨粗懸症と歯科受診宍も

昨年度loU 骨粗懸症の予防と治療Q&AJをクイズ形 ます。歯の健康維持¢ためにも、骨組懸症の予 定L写J
式で行いました。 防や治療はとても大切です。 唱"'1よ長ノ

ラ年度は、骨の状態を定期的に詞べることを続けるこ

とと、口からの健康について取り上げます。

歯周病は、歯槽骨(歯を支える骨)の組織が壊される歯

の病気です。加齢とともに歯槽骨の骨密度が低下するこ

とや、その骨密度の変化が腰椎など全身骨での変化と相

関することがわかっています O 骨組事3症の場合では、特に

歯を支える骨ももろくなるので、歯周病が進みやすくなり

きゅーぽらでは『フレイルjについて少しずつ特集を組

んでいますが、外来フェアでは『オラルフレイルJ(口を介

した身体の衰え)に注目し、いきいきした暮らしはお口の

健康から lをテーマに様々な情報をお伝えしていきます。

当診では口XA法という骨量検査ができます。まずは、

ご自身のu骨H について興昧をもってみません力、つ気にな

る方は医師にご相談ください。
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免疫力を上げるには「体温を上げるH腸内細菌のバラン

スを調えるJが重要です。

「体温を上げるJ
体を温める作用のある食昂をとることです。風邪をひい

たときは、生菱湯や葱みそなど口にすると良いと言われ

. ますが、これらの食面[こ2まれる辛み成分lci:、細胞中の

ミトコンドリアという組織で処理されて、このミトコンド

リアが活発に働くためには、高い体温が必要なため、辛

み成分をとると体温が除々に上昇していくことが解明さ

れています。辛みのある薬昧やスパイスなどを毎日の食

卓に取り入れましょう。手軽にチューブの生菱も利用し

免疫力を高めてくれるのが発酵食面です。発酵食面は乳

酸菌や麹菌、酵母菌などの微生物の働きを利用して、糖

などを分解させたものですO 大豆を発酵させた昧噌や

納豆をはじめ、乳製面のヨー

グルトやチズ、甘酒、キム

チ、酢などです。

*おすすめメニュー安

キムチを入れた鍋や妙め物、

キムチ入り納豆

生菱入り野菜スープ、生菱入

り紅茶、具だくさん昧噌汁

やすいです。スープや妙め物には塩よりこしょうを入れ きのこの酢のもの又はマリネ

ると塩分も少なくおいしく頂けます。 など

「腸内細菌のバランスを調えるJ ※食物繊維のある野菜、きのこ、海草を 緒に摂ること

私達の人聞の免疫の原点になっているのは腸です O 腸を で腸内環境が整います。

調えることは健康を維持する上でとても大切です。腸の 管理栄養士吉田昭三子

• 

........................................................................・
L1コどこ1m操紹打第E回

肩回しで肩己リ予防
人はほかの動物と異なり二足歩行で生活しており、両腕に

は様々な到きが求められているため、多くの筋肉や神経が

存在しています。普段デスクワ クなど同じ姿勢でいること

でそれらの多くの筋肉が硬くなり、硬くなった筋肉に神経が

挟まれてしまうことで到きの制限や棒れが生じてしまいま

す。それが肩こりや四十肩、五十肩につながっているのですO

そのように肩が硬くなりすぎないように時々でも肩回しを

行うことは重要です。

肩を上げる際には腕の骨のみが動いているわけではな

く、腕を上げ始めて30'以降では肩甲骨が同時に到きます。

歳を重ねるとこの肩甲骨の到きが小さくなってくるために

肩が上がりにくくなるともいわれているため、肩回しの運動

中は肩甲骨が動い

ているか感じながら

行うことがポイント

です。

.ポイント 肘を伸ばし、肩甲骨から動かすイメジで腕を

前後に回します。

第1 ・ 3木曜日:OO~ 診療所待合室
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| ケアセンターすこやか

「すこやかネット多職種連携勉強会Jを開催

11月22日、診療所の待合室で「すこや力、ネット多職

種連携勉強会Jを開催し、地域の24事業所(大挙2む)

多分野から総勢34名ご参加いただきました。パネリ

ストとして、医療分野からは、辻川ホームクリニック

院長辻川先生、メク‘歯科クリニック院長高橋先生。

保健分野からは、川口保健所難病相談担当 小川様。

福祉分野からは、コスモス行政書士会成年後見サポー

トセンター竹田様、各分野でご活躍中の4名をお招き

しました。テマは、「難病高齢障害の方への多職

種連携Jとし、質疑応答などにより知識が深まりまし

た。終ヨ後のアンケー卜結果からは、参加者の多職種

連携に対する関Jl'，¥の高さや地域で顔の見える関係性

の構築、学び合う機会を望む声もきかれ今後の課題

となりました。

今月の

オレンジ、力フ工のおしらせ
日時 2019年1月間日(水)14:00 ~ 15:30 

場所西川口公民館 1階ホール

肉容小物作り(じズアクセサリ 、名刺力

ド入れ、ちぎり総はがき)

参加は自由、申し込みは不要です。

費用お茶菓予代200円

おしゃべりしながら楽しくすごせます。

男性の力、たも参加されています O

どうぞお気軽にお越しください。

新聞紙玄使って、

世界ち充つ充lつ
のオリヲナル作品玄つくリまレょう P
初Jt:，¥者向けの教室です。気軽にご参加ください。

日時:1月23日(水)14時~15時30分

場所:JlIロ診療所2階参加費:無料-・・・・......................................
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回目固目目固

%*小

12月の壁画は

「クリスマスJ
色折紙とお花紙を丸めたものを貼り

総にしました。模造紙4枚分の大きな

作局です。

あけまして 働 者芯121-ztii
おめで・とう司 二32本与zztごさいます させてい吋ます

『Jd、，.必P
リハビりや介護のご相談があれば、ますはお電話下さい。

川口診療所デイケアすこやか

担当・須崎・久保 n048・252・5620

得合8容得者
Q!flm 「あづきがゆj 所長内山隆久

明けましておめでとうございます。

新しい年を如何お迎えになりましたでしょうか。

兼お法師は、「かくて明け行く空のけしき、昨日に変わ

りたりと見えねど、引き替えめづらしきのちぞするO 大

路のさま、松立てわたして花やかにうれしげなることこ

そ、又あはれなれ。Jと新年の感想を述べています。暮れ

は遅くまで人が慌しく働き行き来していた。朝になり門

松が連なり、人も華やかに着飾って歩いているO 空を仰

ぎ見れば、特別に変わったこともないのに。兼お法師

独特の皮肉であるが、正月を無事迎えられた清々しい気

持ちは素直[こ伝わってくるO

十五日は小正月。普段忙しく働く友性は料理を作らな

い。男性が小豆粥を作って振舞うO 来

訪神が門付けをして回る日でもある。

鹿児島県では「穂垂れ節句Jと言って、

十四日に白粥に大根を大きな短冊形に

切り、ナマスにi添えて食べる。十五日の朝にはお粥を食

べる。小鳥がまだ鳴かない早朝に炊き、冷まして食べる。

粥をフフ 吹いたり、食べた後の食器をすぐ洗うと、

風水害に見舞われるという。紀貫之も「今日 小豆粥煮

ず。口惜しく、なほ日も悪しければゐざるほどにJと小豆

粥を食べられないことを残念がった。土佐の任官を終え

て、京に上る目だった力、らである O

ラでも良き正月の行事が残されているのだろうか。
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