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飯仲小学校

川口診療所
在宅療養で定期的な医療管理が必
要な方に対し、医師・看護師がお
宅にお伺いし診療します。まずは
ご相談下さい。

定期的な定期的な往診をを
おこなっていますおこなっていますおこなっていますおこなっています

川診と協同病院の
連絡バス時刻表

川口診療所発
9：15

12：25

15：45

協同病院発
8：40

11：50

15：00

送迎サービスのご案内
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2㎞圏内
詳しくは職員までお問合せください。

❼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。

フットケア外来
毎週火曜日　午後

糖尿病外来
毎週月・木　午前

禁 煙 外 来
毎週月・火・水曜日　午後

健診後外来
毎週月・火・水・金　午後
火・木・金　夜間

専
門
外
来

夜
　間

午
　
　後

午
　
　前

診療時間 月 火 水 木 金 土 日

受付時間
8：30
⬇
12：15

14：00
⬇
15：30

18：00
⬇

20：00

内科一診

内科二診

内科三診

内科四診

往　　診

内　　科

内　　科

♥今　関
密　山

（7/6、20）

内　山
（7/13、27）

平　山
（糖尿病外来）

内　山

密　山
（7/6、20）

♥中　村
（糖尿病外来）

中　川
（胃カメラ）

髙　橋

工　藤
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鈴　木
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永　井
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（7/2、16）

永　井

永　井

河　野
（7/2、16）

田　中

内　山

鈴　木

♥今　関

♥槇　田

岸　本

髙　橋

髙　橋

内　山
岸　本

♥槇　田

当番医 石　川

髙　橋

休　診

♥今　関

♥今　関髙　橋

休　診

休　診 休　診

休　診

休　診

休　診 休　診

休　診

♥印は女性の医師です

休診・変更
の

お知らせ

※土曜日のバス運行
　はありません

医療と暮らしの
なんでも相談
7/30（第5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。

栄養相談

○オレンジカフェ　第3水曜 14時～横曽根公民館　★感染予防のため中止の場合があります。
○いつどこ体操 7/2（木）、16（木）　14時30分～　診療所待合室

休診日：7/23（木）海の日、7/24（金）スポーツの日

ココロン♡つながりキャンペーン実施中
〈実施期間〉 2020年6月1日（月）～ 9月30日（水）

期間中、対象者に先着でホイッスル・ライト付きボールペン
をプレゼントします！ぜひご協力ください。

【対象】
①期間中に2口（2,000円）以上の「増資」または「加入」をした方。
②期間中に年間2口以上の新規「口座引き落とし」契約をした方、
　または契約者で期間中2口以上の「増資」をした方。

所長
内山 隆久

コロナ感染対策では熱中症に気をつけよう
　新型コロナ感染症の騒ぎが収まらないうちに、夏が
到来した。手洗いや咳エチケットはいいとしても、マス
クの着用で熱中症が増すことが危惧される。
　コロナ感染症で外出を自粛したために、筋肉は萎縮
し筋力が低下した。筋肉は水分の貯蔵庫で、筋肉量・水
分量が減ると脱水症になる。免疫力も低下し感染症に
罹患する。
　学校では「3密」に注意し内科学の講義をしているが、
マスクを着けたままの授業は極めて息苦しい。90分間
話を続けると、全身汗ビッショリで、特に、マスクの中は
水浸しの状態。全身から水分や塩分が流れ出している
のに、口やのどの渇きは殆んどない。危険の始まり、熱
中症の入り口である。
　衣服を緩めて熱を外へ逃がし、頸・腋窩・鼠径部を氷
水のボトルで冷やす。水分を小まめにとる。電解質を含
んだ経口補水液がいい。自家製で十分【水500ml＋砂糖
大サジ2杯（20gr）＋塩小サジ1/4（1.5gr）＋味付けに
少量のレモン果汁】。1時間に500mlを飲み干す速度で、
1日に2～3本（1,000～1,500ml）をゆっくりと飲む。ガ
ブ飲みは厳禁。

　クーラーを使用するときの注意：室
温28℃、湿度70%以上で使い始める。
猛暑に慣れていないときには、室温
26℃、湿度60%で使い始めてもいい。
クーラーは空気を撹拌するだけなの
で、30分に1回は対角線上の窓を開け
放し空気の通り道をつけ換気する。窓
が一つの時には、窓と入り口を開けたままにする。扇風
機を窓外に向けて廻し、空気を入れ替える。
　脱水症の簡単なチェック方法：皮膚を強くつまみ上げ
て放す。皮膚が元の状態に戻るのに3秒以上かかると
脱水症である。
　高齢者はのどの渇きを訴えず脱水症が進む。エアコ
ンを使わない人もいる。高齢者や独居者などの水分摂
取、エアコンの使用状況などを隣近所で互いにチェック
し、支援しあう。体温が39℃以上でも皮膚が冷たく発汗
も著しい。更に体温が上昇し意識障害が出る。至急医療
機関へ搬送すること。
　コロナ感染症は現段階では防げないが、熱中症の発症
は防ぐことができる。みんなで協力して熱中症を防ごう。

★8月のお盆期間中も通常通り診療します
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デデ イ ケ ア す こ や か

お役に立てるよう頑張ります。ケアセンターすこやか

介護のご相談は ケアセンターすこやかへ　☎ 048-299-8000
ヘルパーさん随時募集！！　笑顔で一緒に働きませんか？　お気軽にお電話ください♡♡♡

リハビリや介護のご相談があれば、まずはお電話下さい。川口診療所デイケアすこやか 担当：須崎・久保 ☎048-252-5620

　診療所勤務は初めてですが、地域の皆
様との距離を近く感じることができて、
毎日楽しくお仕事させて頂いています。
気軽に地域の方々の声を届けてもらえる
ような雰囲気作り、頑張ります。

こんにちは！

はじめまして！

看護師
吉田 喜枝子（よしだ きえこ）

　今年5月から第1、3、5土曜日の内科外
来を担当する工藤雄一朗と申します。趣
味はジムで体を鍛えることです。専門は
一般内科、予防医学（健診など）です。腹
痛、高血圧、糖尿病や健診で気になるこ
となど気軽にご相談ください。患者様一
人ひとりに親切、丁寧に診察・治療をす
る事を心掛けています。よろしくお願い
致します。

内科医師
工藤 雄一郎（くどう ゆういちろう）

　田中と申します。高橋副所長に家庭医
療でお世話になっているご縁があり、4月
から木曜午前のコマを担当しております。
埼玉県鶴ヶ島市出身です。ラーメン好き
ですが息子たちと一緒に運動する事でカ
バーしております。どうぞ宜しくお願い致
します。

家庭医医師
田中 政任（たなか まさのり）

医療生協さいたまの賢い病院のかかり方シリーズ 賢い9条

「気になる病状や質問はメモして、医師の話を
しっかり聞き、分からないことは確認しましょう」第3条

　普段、気になっている症状や聞きたいと思っていることでも、医師の前では、な
かなか話せないものです。定期的に診察されている方は診察の前日にでも、この
間の身体の変化や聞きたい事、相談は要点をまとめてメモしておくと良いでしょう。
臨時でかかる場合でも前もって具体的な症状（例：痰がでるといっても無色透明か
緑色か）や体温を測ってメモしておきましょう。診察中にメモを見返すことで、漏れ
がなく医師に伝えることができます。医師の話を注意して聞いているつもりでも聞
き流してしまったり、医師の言葉が最後まで分からずじまいにならないように質問
し、お互いに理解できたことを確認することが重要です。

よろしく
お願いします！

　猛暑に負けないからだづくりのために、主食＋タンパク
質食品＋野菜料理の三点セットを基本にすると過不足なく
栄養が取れます。特に夏の食生活で注意してほしいポイン
トは以下の3つです。

★一つ目は「ビタミンB群を摂ろう」
　ビタミンB1は神経の働きや新陳
代謝を円滑にし、慢性疲労を防ぐ
のに必要なビタミンです。糖質の
代謝にも必要なもので、「そうめ
んだけで簡単に」と麺の量が多く
なったり、加糖のジュースを多く
飲むとビタミンB1が使われ、不足
してしまうと疲れやすくなります。
栄養状態の悪かった昔、ビタミンB1不足が招いたのは「脚気
（かっけ）」という病気です。江戸時代に白米を食べるようになっ
た大名が多く罹った、と言われるように、米の胚芽や豚肉、
豆類、ウナギなどに豊富に含まれています。土用の丑の日に
ビタミンB1が多いウナギを食べることは理にかなっています。
白い精白米に胚芽を混ぜる、そうめんに豚肉を添える、水分
補給には糖分のない飲料を選ぶなど意識しましょう。

★二つ目は「夏野菜を食べよう」
　夏野菜は身体の熱を冷まして水分
を補ったり、胃腸の働きを整えて消
化をよくする働きがあります。トマ
ト、なす、きゅうり、カボチャ、す
いかなど、利尿効果も期待できま
す。また、みょうが、しそ、生姜な
どの香りや梅干し、レモンなどの酸

味は食欲をそそります。みょうがをお吸い物に浮かべる、魚や
肉料理にレモンを絞る、野菜を梅干しやしそで和えるなどいつ
ものメニューに夏野菜を添えてみましょう。

★三つ目は「食中毒に注意」です。
　気温が上昇してくると不安なの
は食中毒です。コロナ感染症の
影響で手洗い、消毒は多くの方の
習慣になりましたが、室温が25
度を超えると、細菌は急速に増殖
します。煮物を冷ますのに置いて
おく、残ったカレーを台所に翌日
まで置いておくなど涼しい時期で

は平気だった
ことに注意を払いましょう。「足が早い」と
いわれる青魚、豆腐、芋、カボチャなどは
加熱してあっても腐敗しやすいので、調理
したら早く食べ、残ったものは冷蔵保存し、
再加熱は十分にしましょう。

管理栄養士　松本 真子

夏の「食」のお話
　5月18日よりケアセンターすこやかでケアマネジャーと
してお世話になっております、小松と申します。これま
では他のデイサービス等で介護職員として約6年働いて
おりました。まだ不慣れなことが多いですが、先輩方の
お力を借りながら、ご利用者様のお気持ちに寄りそった
ケアプランを提案し、ご自宅での生活を支援させていた

すこやかでは利用者の皆様が安心して楽しめるよう
様々なコロナ対策を行っています。

ソーシャルディスタンス・徹底した手洗い・ソーシャルディスタンス・徹底した手洗い・
シールド・こまめな換気など

三匹のこぶたの第一作目が仕上が
りました。お花紙のこよりで作られ
たわらの家とクルクルの木の家、そ
して貼り紙のレンガの違いがはっき
りとして、なかなかの表現力の作品
となりました。

「新しい生活様式」における
熱中症予防行動のポイント
1. 暑さを避けましょう
2. 適宜マスクをはずしましょう
・気温・湿度の高い中でのマスク着用は要
注意
・屋外で人と十分な距離（2メートル以上）を
確保できる場合にマスクをはずす
・マスクをしている時は、負荷のかかる作業
や運動を避け、周囲の人との十分な距離
をとった上で、適宜マス
クをはずして休憩を

3. こまめに水分補給をしましょう3. こまめに水分補給をしましょう
4. 日頃から健康管理をしましょう4. 日頃から健康管理をしましょう
5. 暑さに備えた体づくりをしましょう5. 暑さに備えた体づくりをしましょう

だけるようがんばります。お役
に立てるよう精一杯つとめます
ので、どうぞよろしくお願いい
たします。

ケアマネジャー　小松

ぜひお立ち寄りください！
産直野菜の販売があります！
6/26より 毎週金曜日 13：30～


