
4

川口診療所だより　きゅーぽら 2020年12月号

〒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

川口診療所川口診療所だだよよりり
きゅーぽら

http：//www.kawaguchi-clinic.coop/

2020年

112
月号

川口駅

埼玉
りそな

川口陸橋川口陸橋

イイダ

ホンダ
ベルノ

　西スポーツ　西スポーツ　西スポーツ

飯仲小学校

川口診療所

所長
内山 隆久

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

12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
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診療時間 月 火 水 木 金 土 日

受付時間
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⬇
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⬇
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

（12/7、21）

内　山
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平　山
（糖尿病外来）
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（健診）

内　山
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密　山
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♥中　村
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中　川
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栄養相談

岸　本
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当番医
石　川

（12/11、25）
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休　診 休　診

休　診

休　診

休　診 休　診
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♥印は女性の医師です

休診・変更
の

お知らせ

★12/29（火）の午後と夜間の外来診療は休診です。
○オレンジカフェ　12/16（水）　14時～　横曽根公民館
○いつどこ体操　12/3（木）、17（木）　14時30分～　診療所待合室

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
12/24（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

　忘年会の季節になった。皆さんはどんな計画をお持ちですか。

　忘年会では、今までは挨拶を交わす程度の人とゆっくり話す機会ができる、今ま

での職場の雰囲気とは違ったスタイルで生活にメリハリが出る、日常のストレスが

解消できるなど、仕事を離れコミュニケーションを通して、新しい人間関係ができる。

怖そうに見えた上司も、話してみれば優しい人である。

　現今のコロナ禍では、店のレジの前には足型が貼られ並ぶ距離も確保され、透明ビニール板で仕

切られている。レストランや電車内など、人が混雑する場所ではマスクを着用する。居酒屋では5人

以上集まらず、大声で長時間話さない。仕事はテレワークやオンライン会議が推奨されている。コー

ヒー喫茶などでもテーブルと椅子との間隔を離し、窓を開けて空気の流通をよくしている。

　このような状況下で、忘年会をどうしようかと考え悩んでいる人が多い。3蜜（密閉・密集・密接）

を防ごうと、最近はやりの画像機器を駆使して、オンライン忘年会を計画するグループが出てきた。

自宅で自分の好きなお酒、ソフトドリンク、おつまみなどを用意し、親しい人たちを映し出す画像

を見ながら一杯。コロナ感染を防ぎ、コミュニケーションを図りながら自由に参加できる。

　統計を見ると、忘年会でコロナ感染が拡大すると考える人は54.1%もある。忘年会に参加したい

人は28.5%、参加したくない人は24.6%でこのうちの88.6%はコロナ感染が不安だと思っている。

　コロナ禍の時代、心も荒みつつある。忘年会もこの解消のひとつの手段には違いない。宴会は楽

しい。酔っぱらうとマスクを外し、顔を近寄せて笑い話す。肩を組んで大合唱。コロナ蔓延の素地は、

自らの行動にあることを十分自覚し、忘年会に備えたい。くれぐれも3蜜、特に、大声を出して騒ぎ

回るのはご用心、ご用心。

新型コロナウイルス禍の忘年会

年 末 年 始 の 診 療 のお知らせ

年末は12月29日（火）の午後から1月3日まで休診です。
1月4日（月）より通常診療となります。
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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

医療負担の不安や心配ごとがある時は、
抱え込まずに、すぐに相談しましょう。第8条

　国民保険料が払えなく資格証明書や保険証が無い方など、医療

費を支払うことが困難で受診を控えてしまい、病状が進行してし

まうケースも見られます。収入が減少した場合や医療費が高額に

なった時には様々な減免制度があります。一人で悩まないで、病

院には社会福祉士など、福祉に関しての専門家がいるので遠慮せ

ずにご相談下さい。

　コロナで自粛ムードの中、患者組合員の皆さん

に運動不足にならないための｢あなたの一工夫｣の

聞き取りを実施しました。

　7/10から開始し約1ヶ月で42名の方から工夫

のお話を伺うことがきました。

　委員会の中で9項目に絞り込みを行い外来待合

室とデイすこやかに掲示、｢私にもできそう！｣｢い

いね！｣と思う項目にシールを貼って投票していた

健康を作り出すもの健康を作り出すもの健康を作り出すもの健康を作り出すもの健康を作り出すもの健康を作り出すもの健康を作り出すもの健康を作り出すもの健康を作り出すもの 家庭医 家庭医 高橋 慶高橋 慶

　みなさんにとって「健康であること」はどのよう

なことでしょうか。人それぞれ答えは違うと思いま

す。私たち医療者は病気がない状態を目指す傾向

があり、それを健康であると考えがちです。しか

し病気があっても幸せなそうに生活している方を

私たちはたくさん知っています。はたしてその人

たちは「健康ではない」のでしょうか？

　WHOは「健康とは、病気でないとか弱っていな

いということではなく、肉体的にも精神的にも社

会的にも、すべてが満たされた状態にあること」と

しています。たとえ病気があって弱っていても、健

康を作り出す何かがあり、それ

によって肉体的、精神的、社会

的に満たされていればそれは

健康であるともいえるのです。

では、健康を作り出す何か、とは何でしょうか？

　健康を作り出すものはたくさんありますが、健

康生成論によればその元は「首尾一貫感覚」であ

ると言われています。これは困難を理解し、対処

し、意味を見いだせる力です。

　次回の私のコラムで「首尾一貫感覚」について説

明していきます。お楽しみに…。

❶❶

｢ステイホーム中のあなたの一工夫｣を聞いてみました
★コロナに負けるな！フェア開催

だきました。

　投票結果上位は第1位「朝のウオーキングの継

続＋ラジオ体操＋みんなの体操（テレビ）」

　第2位「密になるスポーツセンターをやめて線路

沿いのウオーキング」第3位「バランスボールに

乗ってテレビを見る」となりました。

　皆様も運動不足解消のため手軽にできる運動

にチャレンジしてみましょう。

在宅は介護の最後の砦
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？

　ご利用者様のご家族が、仕事を持ちながらも

介護に真摯に向き合っておられる姿を見ると、

絆の強い家族だからこその思いを感じます。誰

もが最期まで住みなれた我が家で家族と共にと

願っていますが、様々な事情により介護が難しい

場合も多く見られます。介護は家族力だけで解

決するのではなく、介護事業者・医療機関・地

域が一体となり、寄り添い支えあう事で乗り越え

デデ イ ケ ア す こ や 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

壁画作成・麻雀レク・貼り絵・編み物など、
楽しい企画で盛り上がりました。

冬の感染対策のポイント
　新型コロナやインフルエンザ

感染予防に「手洗い」「マスク」「換

気」は必須ですが、寒くなると「換

気」や「手洗い」が疎かになりがち

です。また、喉や鼻の粘膜が乾

燥して免疫力が落ちたりして感

染しやすくなります。

　本格的な冬に備え、「3密」を

避けて「換気」・「加湿」・「手洗い」

を徹底しましょう。

①室温20～22度、湿度50～60％を常に保つ。
②30分に1回、5分を目安に部屋の対策線上の2か所の窓を開ける。換気前に部屋をしっかり暖めて
おくと寒く感じにくくなります。（窓がない時はキッチンなどの換気扇をつけるのも有効です。）
③加湿器や濡れたタオルをエアコンの風が当たるところに置いたり、洗面器に水を張っておくなど
して湿度を保つ。

　12月30日～1月3日までお休みさせて頂きます。2021年も利用者様に安心して楽しんで頂けますよう

スタッフ一同頑張りますので、なにとぞよろしくお願い申し上げます。

●デイケア年末年始のお知らせ

ていけるのだと考えます。医療と介護の連携を

活かし、その一員として、これからも地域の皆

さんの砦として支えていけたらと考えます。

ヘルパーステーションすこやか


