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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

10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

（10/5、19）

内　山
（10/12、26）

平　山
（糖尿病外来）

♥岡　本
（健診）

内　山
（10/12、26）

密　山
（10/5、19）

♥中　村
（糖尿病外来）

中　川
（胃カメラ）

髙　橋

工　藤
（10/3、17、31）

鈴　木
（10/10）

河　野
（10/24）

髙　橋 髙　橋

永　井

髙　橋
（10/1、15）

永　井

永　井

河　野
（10/1、15）

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

（10/9、23）

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

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。

※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
10/22（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

休診・変更
の

お知らせ

★10月から毎週火曜日健診担当として岡本医師が診療にあたります。
★栄養相談の日程はお問い合わせください。
○オレンジカフェ　10/21（水）　14時～　横曽根公民館
○いつどこ体操　10/1（木）、15（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

「医療機関には役割や機能の違いがあります。「かかりつけ医」
とよく相談して、自分の病状に適したところを選びましょう」第6条

　医療機関には様々な診療科があります。内科でも呼吸
器内科や循環器内科などに分かれていたり、糖尿病外来
など専門に診てくれる科もあります。
　川口診療所の高橋先生は家庭医療を専門としており、
患者さんの様々な症状や病気だけでなく生活全般に目

を向けて診察をしてくださいます。ご自身の病状に関し
て専門的な検査や治療が必要なのか、他の疾患と併せて
全体的に診てもらった方がいいのかなど相談しながら
検討していきましょう。

　インフルエンザは例年11月下旬頃から流行しはじめ、1
月下旬から2月初旬にピークを迎えます。インフルエンザ
ウイルスには、A型、B型、C型があり、流行するのはよく
知られたA型、B型です。WHO（世界保健機関）が流行予
測を行い、それに合わせてワクチンが製造されます。
　以前はA型2種類とB型1種類を組み合わせた3価ワク
チンが使用されていましたが、近年A型2種類の混合流
行に加え、B型2種類の混合流行が続きました。そのため
WHOがA型2種類とB型2種類を組み合わせた4価ワク
チンを推奨し、日本でも2015～ 2016シーズンから4価
ワクチンが使用されています。
　インフルエンザにかかっても多くは自然に回復します
が、肺炎、気管支炎、脳症などの合併症を併発し、重症化
する場合もあります。流行規模の大きい年には、インフル
エンザ死亡者数、肺炎死亡者数が著しく増加し、さらには
様々な慢性基礎疾患を死因とする死亡者数も増加する
傾向が示されています。そして特に高齢者がその影響を
受けています。

　予防接種で毒性をなくした病原体（ワクチン）を体内に
入れることによって、その病原体に対する免疫（抵抗力）
をつけることができます。接種した型が流行と違う場合
など、「接種すれば絶対にかからない」というものではあ
りませんが、症状の重症化を抑え、合併症併発による死亡
リスクを減らす効果が多くの研究で示されています。
　気になる新型コロナウイルスを予防できるワクチン
は、世界中で研究がすすめられていますが、その安全性・
有効性が認められたワクチンは残念ながら開発に至っ
ていません。
　今冬は、これまで以上に他者から感染を受ける機会を
減らし（外出や集会を控える、密を避ける）、手洗いの励
行、マスクの着用に心がけましょう。
　コロナ禍で厚労省はじめ各種報道が先行し、インフル
エンザワクチンの流通・確保が極めて不透明です。十分
な確保が保証されない状況下では、医師から接種をすす
められた方など、必要性が高い組合員の方から順次接種
をすすめていきますので、ご理解ご協力をお願いします。

インフルエンザワクチンの話



2 3

川口診療所だより　きゅーぽら 2020年10月号

デデ イ ケ ア す こ や か

神の居ぬ間の命の洗濯 所長 内山 隆久

　10月。山も色付き、一寸した散策には手頃な季節。
　江戸時代、飛鳥山は花の名所として賑わった。八代将軍吉
宗公が、庶民のために造った江戸の北端にある行楽地。当時
　寛永寺は江戸市中にあるが、飲食禁止。一方、江戸中心地
からはやや遠いが、飛鳥山は歌舞音曲が自由にできるとこ
ろ。春は桜、秋は楓の紅葉と、飲めや歌えのお騒ぎが繰り返
された場所。　飛鳥山と王子稲荷の間を流れる滝野川も紅
葉では有名なところ。広重も絵に残している。
　粋人もいる。
「菊花晩節　梅小春に応ず。斗杓（とへい：北斗七星のヒ
シャク形の柄に当たる部分）北を指し、日影南に巡る。四方　
山の紅葉は唐紅（からくれない）に染め出し、鹿は初音を鳴く。
小春日和よりの麗閑　寂々たる茶室には　二三客。
月末になるより初時雨催し、日脚（ひあし）短きをいぶかる。」
　コロナ騒動で外出もままならない。気分転換に、紅葉や楓
の色彩の演舞を求めて　野山を散策するのもいい。
浅草山谷堀　名妓おなほなる者　綾瀬辺より橋場へかけ
　幾千本の楓を植え付く。春の花は従来ありしも、秋の詠（な
が）めに乏しとて　此の挙に及びしも、惜しい哉。

　地味に適せざりしか　皆枯れ果てた
り。其の碑文の石も立ちしが、今は碑の跡
さへ止めず。
　気風のいい浅草の芸妓が、秋の寂しい
風景を紅葉に変えて楽しもうと、大枚を叩き楓を植えた。土
地に会わなかったのか、技術が未熟であったのか　残念な
がら全て枯れてしまった。
　江戸っ子の粋が生かされなかったのは、悔いが残る。樹
碑も残っておらず、はっきりした場所も解らない。一時期は
大変な評判になったはずである。一体、どのあたりなのだろ
うか。
　神無月は神々が全国から出雲大社に集まり、男女縁結
びの相談をする。各地の神々が留守になる。雷の鳴らなく
なる月だともいわれ、気候的にも静かな月。新穀による酒
を醸す「醸成月（かみなんづき、かみなしづき）」でもある。
　口うるさい神の居なくなった菊の香の漂う庭先で、チビ
リチビリと盃を片手に、名月を眺めながら思索に耽るのも
一興である。

ケアセンターすこやか

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

引っ越しました！
　ケアセンターすこやかは、9/10に川口診療所2階へ引っ越しました。職員は、ヘルパー 18名、
ケアマネ3名、事務1名の総勢22名になります。ヘルパーステーションは、川口診療所にて2000
年に誕生した事業所ですから、約20年の旅を終え故郷に戻った、といったところでしょうか。介
護保険も20年を迎えました。今後も皆様の期待に応えていきたいと思います。応援よろしくお
願いいたします。

「秋の食の話」 管理栄養士　松本真子

《夏に落ちた体力を回復して寒くなる季節に備えよう》
　猛暑が続き、コロナが心配で外出しなかった、という方も
多いと思います。外出制限のために太った方が多い半面、家
ではちゃんと食べず、動かず、体力が落ちたという方も多い
のです。これからは実りの秋、食欲の秋。おいしさを味わい、
体力を回復しましょう。
　「旬」の食材を摂ることは栄養面、おいしさ、価格のすべて
において、旬でない時期よりも優れています。夏野菜は身体
を冷やす効果があるのに対し、脂ののったおいしい魚や、甘
味の増した根菜類は身体を温めてくれます。ほうれん草など
も葉が厚みと旨味を増し、ビタミンCは夏場のものより3倍
もあると言われています。昔から「柿が赤くなると医者が青く
なる」と言われている柿もビタミンCの宝庫で、1個で1日分の
必要量が摂れます。きのこ類や栗、芋類もほくほくしておいし
いので、炊き込みご飯なども楽しみましょう。食物繊維も多く
摂ることができます。こうした具材から旨味がたっぷり出る
ので、薄味で大丈夫。市販の濃い味付け汁で素材の味を消さ

ないように。（簡単炊き込みご飯の作り方例、下記）
　寒くなる季節に備えて体を温め、風邪の予防にもなる秋の
食材を1日1品、取り入れて楽しむのもいいですね。
　実りの食材で楽しく作り、おいしく食べることで学び合った
料理教室などで、また皆さんとお会いできるようになる時の
来ることを楽しみにしています。
★きのこの炊き込みご飯
材料：米1合　もち米1/2合　油揚げ1枚　しょうが一かけ

きのこ（しめじ、エリンギ、舞茸、しいたけなど）300g

醤油大さじ2.5杯　砂糖大さじ1杯　みりん大さじ0.5杯

塩ひとつまみ　

作り方

1.しめじは根元切り落とし食べやすく切り、油揚げ、しょうがは

千切りにする。

2.鍋に1を入れ、水カップ1と調味料を入れて汁けがなくなるま

で煮る。

3.米ともち米は合わせて洗い、2合の目盛まで水を入れ30分置く。

4.3に2をのせて普通に炊き、炊きあがったらさっくり混ぜる。

＊もち米がなければ普通米のみでも可。栗や芋をいれてもよいです。

所長　秋山 さゆり
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1．利用相談
ご利用希望の方は、居宅ケアマネジャーを通して、ご相談下
さい。
施設見学や相談方法を調整いたします。
2．施設見学
施設を見学いただき、デイケアのサービス内容等について説
明いたします。（毎週木曜日、午前中無料送迎実施）
3．利用申し込み
「利用申込書」とかかりつけの医療機関を受診していただき、
「診療情報提供書」の作成、必要書類の準備をお願いします。
4．通所判定会議
提出していただいた書類などの結果から、通所利用に関して
検討させていただきます。
5．重要事項説明・契約
ご本人、ご家族に説明の上、サービ
スの契約をさせていただきます。
6．通所リハビリテーション開始
居宅ケアマネジャーの作成した居宅サービス計画書、ご本人、ご家族の要望をお伺い
した上で通所リハビリテーション計画書を作成し、サービスの提供開始となります。

デイケアすこやかでは、デイケアすこやかでは、
あなたの「…したい」を「…できる」に4つ視点で支援します。

「医療」「リハビリ」「介護」「看護」
　デイケアとは、リハビリテーションを必要とする高齢者などが施設に通い、
専門職における「機能の維持・回復訓練」や「日常生活動作訓練」を受けられる
介護保険サービスのことを言います。リハビリテーションがメインの通所系
サービスで、利用の際には主治医の指示が必要です。
デイケアの役割
①リハビリテーションによって、身体機能を回復させる。
②レクリエーションや簡単な手作業を通して、社会復帰の体力と作業能力を維
持・向上させる。
③規則的な生活を営むことで、生活時間の管理能力を持たせる。
④仲間と一緒に何かをすることで、自主性と協調性を培う。
⑤生活範囲を拡大することで、家族以外の人間関係の充実、閉じ
こもりを防止する。

「通所リハビリテーションの利用の流れ」

まずは見学に
お越し下さい

いつでもどこでも体操を実施しました。

いつでもどこでも体操（いつどこ体操）は名前の

通りいつでもどこでも行うことができます。ま

た、特別な器具は使用せず、対象者が限定され

ずに誰でも行うことができる体操です。ぜひ川

口診療所のホームページを訪れてみてくださ

い。 http://www.kawaguchi-clinic.coop/

食欲の秋 ～誤嚥に気をつけましょう～
　老化や脳血管障害の後遺症などによって、飲

み込む機能や咳をする力が弱くなると、口腔内

の細菌、食べかす、逆流した胃液などが誤って気

管に入りやすくなります。なかでも寝ている間に

唾液や胃液などが気管に迷入しておきる誤嚥は

自覚がないため、繰り返し誤嚥性肺炎が発症す

ることも。口腔ケアによって細菌や食べかすを

減らし、口腔の清潔を保つことが安全かつ効果

的な予防法です。　

　また、食事の際は、

★食材を飲み込みやすい

形状にする

★良い姿勢で食事をする

★よく噛んでからきちん

と飲み込む

ことを常に意識することがとても重要です。

（参考：厚生労働省e-ヘルスネット）

　家庭医療の中で最近注目されているのが「多疾患併
存」です。複数の病気を持つ患者さんをどう診療していけ
ばよいか、ということです。病気の数が増えると、それぞ
れの病気はそれぞれの専門医がみる、というのではうま
くいかないのです。理由の1つは薬が多くなることです。
ある病気に使っている薬が別の病気の原因になってい
る、というようなことがあるのです。また、多くの科にか
かることで本当の意味の主治医が誰なのか患者さんも
医師もわからなくなります。このようにそれぞれの病気
以外に配慮しなければいけないことが多疾患併存にはあ
るのです。65歳以上の62.8%が多疾患併存の状態にあ
り、死亡率が上がり入院の可能性や医療費が増えること

がわかっています。
　多疾患併存への対応として次の2つが有効とされてい
ます。1つは患者さんのできることを増やすことです。そ
のために病気の理解を促し、サポートを増やし、逆境に強
い状況を作ることが必要です。2つめは治療の負担を減
らすことです。そのために薬を減らし、受診する科を減ら
し、負担になる健康習慣を減らすことが重要といわれて
います。
　私はお薬手帳の確認が多疾患併存への対応のきっか
けとなると感じています。診察の際にはお薬手帳をご持
参いただき、他の病院で薬の変更があったときは教えて
いただけると助かります。




