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。月の診療のご案内 診療は予約制です。急患の方は、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
(3/4) 

‘'令関 内山 ‘'令関
(3/2、16)

永井
内山 鈴木

午 受付時間 (3/11、18、25) (3/9) 

8:30 
内科二診 高橋(麗) 高橋(麗) 高橋(窟) 加藤 ‘'慢 田

主吾(朋)(3/23)
休診

"'" 
〉可里予 (3/30)

前 12: 15 平山 中川 ‘'中村
(糖尿病外来) (胃力メラ)

鈴木
(糖尿病外来)

岸本

内科三診
栄養村目談
(3/4) 

高橋(麗) 岸本

午 14:00 内 手ヰ 内山 高橋〔麗) 休診

"'" 
内山 ‘'慢 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 石川

閏 20:00 
:可里予

専外来門 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

-印(ま女性の匡師です

3/1C金)今関医師、岸本医師休診時代診:内山医師|幻月末をもって主曜日夜間診湾担当の佐々木医師が

3/21 (木)春分の日 | 退職となりました。3月より石川哲也医師になります。

3/22(金)今関医師休診 I *3月末をもって火曜日夜間診療担当の高橋央医師が

3/23(土)金予医師時3/30(土)に変更 | 退職となります。4月より別医師となります。

3/25(月)平山医師時3/22(金)に変更 I *3月末をもって主吾朗宏医師が退職となりますo

|4βO(火)5/1C水)明(木)の「園民の休日Jは通常通りの惨療を行います。

巴忠告富島Gク@
愈ゐ守也但毘

3/28 (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 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※ 

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。

※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。

在宅介護の方に定期的な往診をおこなっています

ヤ割 合 一-
zWWぬ』τ

川診は24時間在宅支援診療所です。

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 

4 

111 

川口露康問tt~LJ
医療生協芭いたま
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干332-0022川口市仲町1-36 TEL.048-252-5512 FAX.048-252-4090 メルアドレス info@kawaguchi-clinic.coop
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容庖昌信哉§告7'5Y⑭gn~也
眼科医が目を専門とするのと同じで、家

庭医は人間関係を専門としています。つまり

患者さんとの関係を良くする手段を持ち、

その関係性を治療のっとしてとらえてい

ます。ケアの継続性もそのための重要な要

素です。

高橋慶 継続性IciJ長期間その人に関わるJと時間

で考えられがちですが、それは継続性の

部にすぎません。すべての健康問題に関わること、家族にも

関わること、地域全体のケアに関わることも継続性の重要

な要素です。そのような積み重ねが本当の継続性を生み、患

者さんとの深い人間関係に繋がるのですO

継続性の墓礎は責任感です。現代医療は細分化され責任

の所在があいまいで、どの介護医療臓が、どの医師が、その

人や家族に責任を持つか不明確です。実際には多職種でチ

ムとして責任を持ちますが、家庭医には「自分が責任を持つJ
という強い賞悟が求められます。責任感が継続性の墓礎と

なり、より深い人間関係につながるのです。

4臣官半世町*~~*~有正午事安事食.*女合与肯*.. 医者**￥1t半崎正』匹4匝枢年 ~ic挙1t*

銭。w~(0~ ケア内科救命救急科の研修を受け、2019年から診療所で

働かせて頂くことになりました。私が専攻している家庭医

とは「なんでも相談できる町のお医者さんJを目指す分野で
す。皆様が何でも相談できる医師を目指していますので、ど

うぞ気軽にお声がけください。どうかよろしくお願い致し

ます。

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
み拡さまか5お預か~u~出資金が活きてUます!

川口診療所では、皆さまからお預かりした出資金をもとに、この間漏水修繕工事

や待合室の改善を行ってきました。

昨年9月には、要望が増えている胃力メラ検査で、患者様ご自身が目の前で「自

分の胃Jを見られるよう、『患者用モニターJ;を導入し、大変ごお評をいただいて

います l

よりよい医療サビスが提供できるよう、今後もお声に耳を傾けながら、改善を

図っていきたいと思いますO

引き続き、医療生協への加入と増資にご協力をお願い致します。

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
川口診療所では無料低額診療をおこなっています。

方が無料低額診療を利用しています。

お金がなくてもまずは相談にきてください。

治療療養を受けながら、今後のことを緒に

考えましょう。また、困っている方をご存じで

したら、ぜひ川口診療所をご紹介ください。

医事課上村将也

4月から毎週水曜日外来を受け持つこと

になった佐藤順紀と申します。埼玉県上尾

市で育ち、家庭医療を学ぶため2017年に

埼玉協同病院へ入職し、内科小児科緩和

無料低額診欄~度の棚らぜ l
無料低額診療とは、医療や介護が必要であるにもかかわ

らず、医療員等の支払いが困難な方に対し、医療員等の減免

や免除をおこなう制度です。

例えば、①リストラ、失業などで医療員等を支払うことが
困難になった。②病気や障害なとeで収入がなく困っているO

三年金収入だけでは医療員等の支払いが難しい。といった
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• 
:ォーラルフレイルについて考える】~口から健康になるために~

• 

(後編)お口の健康、お口の機能を保つための4つの

ポイント
※生協歯料の歯料衛生士さんから、情報をいただきましたo

口の大切な役割というと、真っ先に思い浮力、ぶのは「食べ

ることJだと思います。 そしや<~，，<
「食べることJIこは二つの力が働いています。阻層力と瞭

下力です。

オーラルフレイルは、「食べ物を飲み込むJ、「舌や唇を動力、
す力やスビドJといったお口¢機能の低下によって「うま

く噛めない、飲み込めないJという悩みからはじまります。

二つの力が衰えてしまうのは主に加齢によるお口の筋力
の低下や歯の喪失が原因です。加齢によって滑舌や食べ

る機能が少しずつ低下していきます。

:お口の健康、お口の機能を保つための4つのポイント j

、歯ごたえのある食田を積極的に摂る i 

2、よく噛んで食べる 〆¥ ~ 
i 3、お口の体操をする 1広 ニ~t t<へ噛

L...~、入れ歯の調整をする ~J世話芦 ; 

こんなにある「噛むJ効果 ぽ片品~ .・4
.ゆっくりとよく噛むことで 園園圃-・

満腹感が得られ、食べすぎによる肥満防止

.上下のあごの骨や筋肉が発達し、文夫に

.たくさん噛むと食べ物が細力、くなり、胃腸での阪収を

聞ける

.小さい時から良く噛むようにしていると、顎が正常に発

達し、歯益びもキレイ l

・脳が刺激され言葉がはっきり話せたり、認知症を防ぐ

.唾液lこ2まれる「ベルオキシダゼJという酵素は、が

L1コどこ1m操紹打第4回

んを予防、老化を抑制

・唾液[こ2まれる免疫物質が細菌を減少させ、虫歯や歯
周病を予防

厚生労働省で推奨している「噛ミング30(力ミングサ

ンマル)Jをご寄知ですか?

ひと口30回以上噛むことを推奨する運動です。飲み込も

うとしたところで、もう 度、噛んで昧わうことを意識し

ましょう。

r8020(ハチマル二イマル)運動Jという言葉を聞いたこと

がありますかつ

r80歳になっても20本以上自分の歯を保とうJという運

動です。

しかし、たとえ歯が20本なくても、「入れ歯でしつ力、り噛

むことができるJことや「むせずに食べ物や飲み物を飲み

込めるJことが最も重要なことなのです。

入れ歯を入れておくと転倒予防にも!ワ

奥歯がなく、入れ歯も入っておらず、力、み合わせが出来て

いない人は、バランスが取れなかったり、踏ん張る力が下

がり、転倒する割合が増えてしまいます。

よりよく食べることは、よりよく生きることにつながりま
す。

食べることが生きる意欲を引き出し、生きがいにもつな

がります。そのためにも、いつまでも食べられる口作りが

必要です。

歯を失っても入れ歯でしっ力、り噛むことができるよう治

療し、口の体操(リハビリ)の習慣をつけることで口の機

能を維持していくことが大切です。

;欠号では、オーラルフレイルに効果的な、お口まわりの運
動をご紹介します。

正しLlスOワ~ト防護勢知ってLlますか
どなたでもどうぞ!

オレンジカフェ
自宅でできる筋力トレーニングでもあるスク

ワットは「下半身運動の王様Jとも呼ばれる墓

本的な動作となっていますO今回は墓本的なス

クワットの方法についてです。

①頭の位置下を向くと背中が丸まってしまう

ため、顔はまっすくや前方力、らやや上を向く。

②背中背筋はしゃがんでいる動作中も終始

まっすくや伸ばし、しゃがんでいる時のすねの

角度と平行となるように意識する。

③膝1膝の位置は股関節と足関節を結んだ真

ん中に位置します。極端に内側や外側に向か

ないよう注意する。

④膝2スクワットでしゃがんだ時の膝の位置

はつま先の上に来るようにする。(極端に膝

がつま先より前に来ると膝への負担が大き

くなり、逆に膝の位置が鍾寄りだと腰に負担

が大きくなってしまうため.) 
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13月のいつどこ体操予定

3月7日、3月14日
木曜14時半~1時間程度

診療所待合室

みんなでわいわい、おしゃべり

したり、ゲームを楽しんだり、小物

作りに熱中したり。 3月も20日

(水)横曽根公民館で集まります l

申し込み不妻、お気軽にどうぞ。

• 

• 

. 放射線科からのお願い . 

胸部X線撮影検査の時lこ「無地で布だ

けのシャツ(またはTシャツ)になって下

さいJと必ず言われると思います。なぜ
だ力、疑問に思ったことはあります力、つ

金属類(ネックレス、ブラジヤ の

ホック等)、磁気ネックレス、ビツブエレ

キパンなとeの磁石類やホッ力イロは検

⑧目

査画像にはっきりと写ってしまします O その他にプラスチッ

クのボタン、プリント(圧着してある材料にゴムや微量の金

属が2まれていることがある為)、タンクトップブラ(パット

やプラスチックワイヤーを使っているタイプ、厚手のコ守ム)、

光沢素材の糸を使ってある刺繍なとeでも検査画像にぼんや
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りと写り込んでしまいます。このぼんやりと写り込んだ画像

では、小さな腫癌や淡い病変との区別ができず、不鮮明な陰

影として現れてしまい、かなり紛らわしくCT等の精密検査を

受けて頂かなければならない場合がありますOせっ力、く検査

を受けても結果として不十分な画像では元も予もありませ

ん。その陰影の見づらさを防ぎ正確な診断を行う目的でお

願いをしています。

なお、施設にもよりますが、完全に検査上の障害物を除く

意昧で上半身裸になって撮影を行う施設もありますが、当診

療所においては無地(単純な染色のシャツであればOKで

す。また肩についている装飾は問題ありません)のシャツを

着て頂いて検査を行っていますO

他にも、疑問に思ったことがあれば診療放射線技師にお

尋ね下さい。

回目固目目図|ケアセンターすこやか

旬包守aIDO包号令IY
5年間調理で訪問して

極忌陸軍ID.・emaai
いた方の事です。

ある時、施設への入所

が決まり、午前中の入所

予定でしたが、「どうして

も広島風おおみ焼きを

食べて力、ら行きたい。Jと需望されました。

ご家族にレシビを聞かれ教えながら、ケア

マネサービス担当責任者がいる中、最後

の調理を愛情込めて作りました。大変喜ば
れ、感謝の気持を沢山頂き、涙を堪え、笑

顔で送り出しました。

これからものを込めて介護をしていき

たいと思った瞬間でした O

目大苗5'ii)(

の江戸兵衛J

永田かい作業がとても大変でした

が大迫力の作目が出来ました。

日常生活者送るために

必要な立つ !ffiく座る
といった運劃療法在中

山仁、筋肉や関節を劃

かす運動者通して、身体

機能の白煙者図ります。

ヘルパーステーションすこやか訪問介護員
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

介護のご相談はTEL.048-299-8000まで 担当:須崎・久保 n048-252・5620

旬、ぐや維の怠戯j所長内山隆久

二月の初旬には暖力、な日が続いた。このまま吾に突入

するの力、と思われたが、自然はそれ程目いものではない。

中旬になり急に寒波が到来し、降雪に見舞われた。自動車

の追突やハイヒル姿の友性の転倒が、各地の話題とし

て、テレビに映し出されていた。

三寒四温という語がある。次第に吾が近づく二月から
三月に用いられる言葉である。実際にはどうか。調べた人

によると、寒温が40目。 寒二温 25回、二寒温

24目。三寒四温は何と7回し力、なかっ1ことし1うO少しず

つじわじわと吾はやってくる。皆が待ちわびる気持ちを表
すのには、やはり、三寒四温がいし¥.

「雪月花Jlci:白楽天が友に贈った詩にみられるO雪は冬

に降り、香には跡形もなく解けてしまう。月は満ちては欠

け、花も 瞬の盛りを過ぎれば散り果てる。自然の美しさ

が時間と共に姿を刻々と変えて移ろい行く。しかし、無く

なることはなく、毎年繰り返す。壮大な

自然を愛でた節である。

アポロが持ち帰った石 O 分析をする

と、月の成分とは違って、地球の岩石と

同じものが沢山出てきた。隠石が地球に衝突したときに

周囲に飛び散った破片が、月に飛んで行ったものだとい

う。月の写真を大ぎくすると、色々な文写が浮かび上が

る。太陽の光がクレータに当たってrLOVEJという写に

読める。ひょっとすると、自分の名前があるかしれない。

月で遊ぶ力、くやや姫の悪戯であるO楽しい話だ。

冴えわたる月も、やがてはおぼろ月に変わる。日本人が

のから愛でる桜の季節l立、間もなぐやってくる O 生命の躍

動が始まる時でもある。

さあ、外へ出て吾の息吹を感じよう。
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