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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。

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
8/27（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。

18時～19時

❽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
※当面休止します

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

（8/3、17、31）

内　山
（8/24）

平　山
（糖尿病外来）

内　山
（8/3、17）

密　山
（8/3、17、31）

♥中　村
（糖尿病外来）

中　川
（胃カメラ）

髙　橋

工　藤
（7/4、18）

鈴　木
（7/11）

河　野
（7/25）

髙　橋 髙　橋

永　井

髙　橋
（8/20）

永　井

永　井

河　野
（8/6、20）

田　中

内　山
（8/5、19、26）

鈴　木

♥今　関

♥槇　田

岸　本

髙　橋
（8/14、21、28）

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

休　診

♥印は女性の医師です

栄養相談

栄養相談

○オレンジカフェ　8月はお休みです。
○いつどこ体操 8/6（木）、20（木）　14時30分～　診療所待合室

休診日：内山医師 8/12（水）、高橋医師 8/3（月）～7（金）、8/10（月）山の日

★9月より金曜の夜間診療は第2・4のみとなります。

かわしんマルシェのご案内

★★ 診療所駐車場にて開催しています ★★

7月より毎週金曜日13：30～14：30

「新鮮だから美味しい」「今度
はいつ？」など利用した方か
らは大好評！
川口産のとれたて露地野菜を
お求めやすい量・価格で販売
しています。
ぜひお立ち寄りください。

※小雨決行ですが荒天中止となる
場合があります。
※この場所を借りたい方ご相談くだ
さい。

　今年も健康診断がスタートしました。新型コロナウイスの感染拡大防止の
ため、受診される皆様にはマスクの着用と健診当日の検温、手指消毒をお願
いしております。川口市の特定健診は例年と同様に6月1日～2月28日まで
の予定です。
　今年の健康診断で大きく変わったものは、川口市の後期高齢者健康診査
の料金が無料になりました。また、人間ドックは消費税が8%から10%に変
更したことにより64歳以下の方は9,900円、65歳以上の方は、6,600円にな
りました。胃がん検診もそれまで処方薬の制限がなくなり、対象が広がり受診機会が増えました。
　健康な身体づくりは健診から。感染予防をしっかりしたうえで健診を受けましょう。

健康診断を開始しています
今年度の健診の変更点及び申し込み状況や時期について



2 3

川口診療所だより　きゅーぽら 2020年8月号

お口の
相談会を
実施しま
した。

ココロン♡つながりキャンペーン
まだまだ継続中です！

1本3役♪ お役立ちグッズをプレゼント！

2口以上で加入・増資にご協力いただいた方

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！

災害グッズに1本いかがですか？

キャンペーン終了：9月末

ライトはこの位置。
暗くてもこれが
あれば大丈夫！

ホイッスル。
いい音色
です♪

回すとボールペンが
現れますφ（.. ）

1．普段以上に.気温・湿度・暑さ指数（WBGT）を確認
し、エアコン等を適切に使用しましょう。その際、換
気にも気を付けましょう。

2．不要・不急の外出を避け、涼しい屋内で過ごすよう
にしましょう。

3．熱中症になりやすい高齢者、子ども、障害者の方々には十
分に注意を払い、3密を避け積極的な声掛けをしましょう。

4．周囲の人と距離を十分とった上で、適宜マスクをはずしましょう。
5．こまめに水分を補給しましょう。
※デイケアすこやかではスタッフが常に気温・湿度を計測し、利用者様一人
ひとりにこまめな水分補給を促しております。

熱中症警戒アラート発表時の予防行動

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

ひとりでの受診が心配なときは、
家族を同伴しましょう。第4条

　ご家族の病気についてご存知ない方は、意外と多く見受け
られます。医師から次回診察時にご家族と一緒に来てほしい
といわれそこで初めてご家族の病気を知る方、もっと気にか
けておけばよかったと後悔される方もいらっしゃいます。
　ご家族と一緒に受診を受けることで病気の理解が進み、適

その健康の情報は正しい？その健康の情報は正しい？その健康の情報は正しい？その健康の情報は正しい？その健康の情報は正しい？その健康の情報は正しい？その健康の情報は正しい？その健康の情報は正しい？その健康の情報は正しい？その健康の情報は正しい？その健康の情報は正しい？その健康の情報は正しい？
　ヘルスリテラシーという言葉をご存知でしょうか。「リテラシー」とは文字の読み書き
能力のことですが、ヘルスリテラシーは健康の情報を活かす能力のことです。
　医者の言うこと、雑誌の記事、テレビコマーシャル、友人の話など健康情報は多くの
種類があります。様々な情報の中でどれが正しいと考えればよいか、迷った経験はない
でしょうか。そのようなときは以下の「カチモナイ」が判断の助けになります。

カ：書いた（言った）ひとは誰か？
（専門家でも、自分で名乗っているだけかもしれません）

チ：違う情報と比べたか？
（他のところでは別のことが正しいとされているかもしれません）

モ：もとネタ（根拠）は何か？
（そもそも元になる情報が間違っていることもあります）

ナ：何のために書かれたか？
（ただ商品を売るための、かたよった情報かもしれません）

イ：いつの情報か？
（昔の情報をそのまま使っているかもしれません）

　「カチモナイ」の5つで確認できる項目が少なければ、その情報は「価値もない」情報ということです。
　また、周りの人の意見を聞くことも判断の助けになります。そのために人と人とのつながりを多く持っていることもヘ
ルスリテラシーの貴重な資源といえます。

家庭医 家庭医 高橋 慶高橋 慶

カ
チ モ

ナ

イ判断に
困ったら…困ったら…

みんなのみんなのみんなのみんなのみんなのみんなのみんなの
意見も意見も意見も
聞いてね聞いてね聞いてね聞いてね聞いてね聞いてね

兼好法師の箴言 所長 内山 隆久
　コロナワクチンの接種が始まり、新型肺炎のゴールも遠く
に見え始めたという何となくほっとするニュース。反対に、痛
ましいことに梅雨明け間近の日本各地で大洪水が発生した。
「川あをく相良の町の蔵しろし　蓮の池に浮かべる如く」と唄
われた球魔川も激流荒れ狂う河川と化した。犠牲になられた
方々に心からお悔やみを申し上げます。
　新型コロナ感染で自由に外出できず、自宅に閉じこもりテ
レワーク。気分が発散できず、不眠・イライラ・家庭内でのト
ラブルが増加している。気分転換に外で自然に親しむのはど
うだろうか。3蜜を避け、静かに夕日を眺める。副交感神経が
優位の状態になる。
三夏の熱き朝、九陽の黄金なす夕、浜辺に坐て海中を見晴か
す。涛（なみ）の気漸く扇（はふ）れば（湧き起れば）、熱けき煩
ひを去り、岡の陰除く（やくやく）傾けば、涼しさを追ふひとは
歓然しき（よろこばしき）意（こころ）を動かす。
　一人浜辺に座り、潮風に打たれて優雅な一時を過ごす。常
陸風土記（茨城の里）の一節。
　のんびりと自宅で読書に耽るのもいい。緊張が緩むとつい

眠たくなる。
ねぶたしと思ひて臥したるに、蚊の細
声わびしげに名のりて、額のほどに飛
びありく。羽風さへその身のほどにあ
るこそいとにくけれ。（枕草子）
　今は蚊に悩まされることが少なくなった。小さな蚊では羽
風が出ないと思っていた。ところが顔近くに飛んでくると、鳴
き声と羽音は結構うるさく憎らしい。清少納言も安眠を妨げ
られた。
　長く休んでいると、やはり仕事が気になる。兼好法師曰く、
蟻の如く集まりて、東西に急ぎ南北に走る。貴きあり賤しき
あり。老いたるあり若きあり。行く所あり帰る家あり。夕に寝
ねて朝に起く。営む所何事ぞや。生を貪り、利を求めてやむ
時無し。（徒然草）
　現代のサラリーマン気質を13世紀に既に言い当てている。
今、コロナの流行で社会が大きく変わった。ハンコをなくし、
メールで正式の契約書を取り交わす会社も出始めた。兼好法
師が「成程、我が国は変わったヮィ」と微笑む時代が到来した。

コ ラ ム

デデ イ ケ ア す こ や か

　毎日コロナの話題か
ら目をそむける事がで
きない中、何か温かい気
持ちになる事はないも
のかと思っていた時。ふ
とTVを観るとベトナム
から日本に来て生活している青年がこん
なことを言っていました。「このコロナ禍で
生活が大変。でもマスク届きました。ありが
とう」「日本はこんな時でも暴言や略奪が
起きる事なくすばらしい国だ」と感謝とと
もに日本の良さを語っていました。様々な
考え方があり、色々言いたくなるご時世で
すが、外国人から見た日本を聴くことで、私
自身も改めて日本の良さを感じることが
できました。

ヘルパーステーションすこやか
訪問介護員

日本の良さを
感じた瞬間

ケアセンターすこやか

介護のご相談はCC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？ 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

大人の塗り絵とアイロンビーズを楽しく行いました。

切に対処することができた
り、日常生活での些細な変
化から大きな病気の発見に
繋がることもあります。
　ご自身と家族の病気ついて、確認しあってみましょう。


