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〒332-0022 川口市仲町1-36 ☎ 048-252-5512 5048-252-4090　メールアドレス info@kawaguchi-clinic.coop
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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

❾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
（9/7）

内　山
（9/14、28）

平　山
（糖尿病外来）

内　山
（9/14）

密　山
（9/7）

♥中　村
（糖尿病外来）

中　川
（胃カメラ）

髙　橋

工　藤
（9/5、19）

鈴　木
（9/12）

河　野
（9/26）

髙　橋 髙　橋

永　井

髙　橋
（9/3、17）

永　井

永　井

河　野
（9/3、17）

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

（9/11、25）

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

休診日：内山医師 9/16（水）午前、田中医師 9/10（木）
　　　 9/21（月）敬老の日、9/22（火）秋分の日

○オレンジカフェ　9/16（水）14時～　横曽根公民館
○いつどこ体操　  9/3（木）、17（木）14時30分～　診療所待合室

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

「おくすり手帳」や「健康ファイル」
などを役立てましょう。第5条

　お薬には飲み合わせがあります。万一飲み合わせ

の悪いお薬を服用してしまうと、重篤な副作用を引

き起こすことがあります。診察時には必ずお薬手帳

をご持参ください。

　また、血圧手帳や自己血糖測定記録などは、患者

様の状態を継続的にみることができます。たまたま

血圧が高い時、血糖が高い時もあ

ります。その時に断片的に判断す

るのではなく、手帳類・ファイル

類のデータをみることで診断に役

立てます。多くの情報を主治医に

ご提示ください。

ハロウィン増資の季節がやってきます！

　昨年は、診療所全体をハロウィン一色に装飾し、

増資して頂いた方に職員が選んだ医療生協さいた

まのいいとこ川柳＆職員（医師含む）メッセージ付

期間：2020年10月1日（木）～10月31日（土）
きティッシュをプレゼントしました。今年度も企画

を考案中！この期間にぜひご協力ください。

健康ファイル

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
9/24（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。

18時～19時

★9月より金曜の夜間診療は第2・4のみとなります。
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デデ イ ケ ア す こ や か

風　　祭 所長 内山 隆久

　台風の季節になった。昔のヒトは、意地悪な神が大
風を吹かせると考えていた。台風避（よ）けに「風祭」を
する地方があった。竿の先に鎌をつけて風の神を切り
つける。「風切鎌」である。法隆寺の金堂には風切鎌が
取り付けられている。元禄年間の補修で新たに付けら
れたといわれるので、江戸時代に盛んになった風習の
様だ。
　長野県の伊那谷では、竿の先に篩（ふるい）を付ける。
風の神は一つ目小僧で、目の多いものを避けて通ると
信じられていた。新潟県岩舟では笹の先に袋を付けて、
風小僧を生け捕りにしようとした。勇ましい話である。
山焼きをする地方もある。山口県では杵崎様（きざきさ
ま）といい、夕方山の上で赤々と火を燃やし豊作を祈る。
琵琶湖周辺では、風祭が盆踊りに代わってしまった。盆
踊りの火と風祭の火が似ているためである。

　奈良県生駒の竜田神社は風を司る
神を祭る。五穀豊穣を祈って、伊勢太
神楽、湯焚きなどが奉納される祭りで
賑わうところである。また、村々では
「風止め祭」と言って、村人が仕事を休んで村の神社に集
まり、籠って精進料理で飲食をした。講の一種である。
　富山県では、風が「ふかぬ堂」がある。「風の三郎様」
を祭る小祠（ほこら）があり、風神の石像が安置されて
いる。「風の又三郎」で有名になった。
　台風を恐れる信仰が、地方によりいろいろな形で行
われてきた。
　昔から、地震・雷・火事・親父と恐れられているが、
風は入っていない。山嵐や台風を大山嵐（おおやまじ）、
大風（おおやじ）というが、時代と共に、語呂合わせの良
さもあり、何時の間にか風が親父に変わってしまった。

　ヘルパーになり、初めて訪問した利用
者さんの話しです。いくつかの持病を持
ち、一人で生活をされていました。足腰
も次第に弱くなったと自覚されていまし
た。ある時、足の運びが悪く「杖とか、シ
ルバーカーとか使わないのですか。」と尋
ねました。すると、「そういう道具に頼る
と楽だけど、できる限り、ゆっくりでも
自分の足（力）で歩きたいのよ。」と言われ
ました。ささいな会話でしたが、その方
の生きる姿勢に感動しました。

ヘルパーステーションすこやか
訪問介護員

「自分の力」で
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？

コ ラ ム

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

　この夏、指先の繊細な感覚が求められるアイロンビーズを楽
しみました。皆さん思い思いに取り組み、とても色鮮やかな作
品が数多く出来ました。

デイケアとはどんな所ですか？
　利用者様の心身の特徴を踏まえて、その有する能力に応
じ、自立した日常生活を営む事ができるよう、理学療法・作業
療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用
者様の心身機能の維持・回復を図る介護保険サービスです。

　利用者様お一
人お一人の目標
をそれぞれ可
視化することに
よってモチベー
ションに繋げて
います。

地域の健康づくりのためのづくりのための
診療所の取り組み
★健康には生活習慣とつながりを
　「健康づくり」と聞いて、皆さんは何を思い浮か

べるでしょうか。揚げ物や甘いものをほどほどに野

菜多めの食事を心がける、禁煙、お酒をひかえる

こと、散歩や体操などの運動習慣をつくるなどを

思いつく方が多いのではないでしょうか。ご存知の

通り、食事と運動といった適切な生活習慣はもつ

ことは健康につながるとても大切なことです。さら

に最近の研究では、それと同じくらいに人とのつな

がりも健康に関係していると言われています。例え

ば、人と会わず社会から孤立していることはタバコ

15本／日分と同じくらいの健康リスクがあると言わ

れています。また、皆でお話しするサロン活動に週

1回以上参加していると要介護になりにくいかもし

れない、というデータもあります。つまり、健康

で元気に暮らすには、食事や運動といった生活習

慣を持つことと同じように、人とつながりを持てて

困った時に頼れるような居場所があることが大事

だと言えます。街の中にそんな風に自然と気軽に

健康になれる場所があると良いと思いませんか。

★地域の健康づくりへの取り組み
　街の診療所は、そんな自然と健康になれる場所、

困ったときに頼れる居場所としての可能性を持って

いると思います。診療所は通いやすく、スタッフと

もカジュアルな会話がしやすいので困りごとを相談

しやすく、生活に根ざした幅広い健康づくりの支援

を受けられる場所であると言えます。

　川口診療所では、診療所にくる患者さんだけでな

く地域に住む人たちの健康づくりをサポートできる

ような場所であろうという考えから、診療所内外で

活動をはじめています。コミュニティケア会議（仮）

と題して、月に1回職員で健康づくりのための勉強

会や活動報告会も開いています。

　例えば、診察室前にある画面に、体操動画が流

れているのをご存知ですか？ これは診察にきた患

者さん向けに、待ち時間の間にただ座っているだ

けでなく、筋力低下予防の運動をして健康になって

もらおうという思いで、職員自ら撮影、動画編集

までした力作です。新型コロナウイルス感染症の

ための自粛生活の運動不足の解消にもなります。

ぜひ診療所にいらしたときは、ビデオを見ながら

体操して見てください。

　そして、地域に開いた活動にもチャレンジしてい

ます。一つは地域を知ること。研修医の先生は、

特に横曽根地区のこと、特に一人暮らしの高齢の方

のこの地区での暮らしについて、統計資料やイン

タビューを通して調べています。その結果を診療所

スタッフに共有してもらうことで地域のことを知っ

ていく活動をしています。二つ目は、フードパント

リー活動のサポートです。地域のNPOが生活に困っ

ている子育て世代の方へ行なっている食料の配布活

動に開催場所の提供と手伝いという形で診療所ス

タッフが関わっています。この活動も、人とつなが

りが持てて困ったときに頼れる居場所としての健康

づくりの大切な活動と言えます。

★あなたも診療所で健康づくりを
　それぞれ小さな一歩ですが、地域に根ざした健

康づくりの拠点として貢献していけるようにという

思いで活動しています。これをお読みの皆さんも

診療所に足を運んでいただいた際には、薬をもら

うだけでなく、少し体操して、スタッフと話して、

壁に掲示された健康のコツを見たりしてさらに健康

になってください。そして街の中では挨拶や気にな

る一人暮らしのお知り合いの顔をのぞいて少しお

しゃべりしてみる、そういった小さなおせっかいで、

健康のおすそ分けにチャレンジしてください。

コミュニティドクター　密山 要用（ミツヤマ トシチカ）

※第1・3月曜に外来を担当しています。


