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川口診療所

華やかな平安時代の影

所長
内山 隆久

コ ラ ム

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

❸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　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

（第1・3・5週）

内　山
（第2・4週）

平　山
（糖尿病外来）

内　山
（毎週）

密　山
（第1・3・5週）

♥中　村
（糖尿病外来）

中　川
（胃カメラ）

髙　橋

工　藤
（第1・3週）

鈴　木
（第2週）

河　野
（第4週）

髙　橋 髙　橋

永　井

髙　橋
（第1・3週）

永　井

永　井

河　野
（第1・3週）

田　中

内　山

鈴　木

♥今　関

♥槇　田

岸　本

髙　橋

髙　橋

内　山

栄養相談

岸　本

♥槇　田

当番医
当番医

（第2週のみ）

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

休診・変更
の

お知らせ

○金曜日の夜間診は3月12日をもって休診となります。
○オレンジカフェ　今月は中止の予定です。再開の時は改めてお知らせします。
○いつどこ体操　3月4日はお休みします。3月18日は改めてお知らせします。
○移動野菜販売　毎週金曜日13：30～ 14：30で行っています。

また、「何でも健康相談」同時開催中です。

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。

医療と暮らしの
なんでも相談

※土曜日のバス運行
　はありません

3/25（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。

　平安時代。女流文士を中心とした華やかで煌（き
ら）びやかな宮廷文化が開花した時代。
　この時の外交官で文章博士の菅原道真の詩文が
ある（元は漢詩文）。
　　　　　　「寒は早し」
　何れの人にか　寒気早き
　寒は早し　夙弧（しゅくこ）の人に
　父母は　空しく耳に聞き
　調庸（ちょうよう）は　未だ身を免れず
　葛衣　冬服（とうふく）薄く
　蔬食（そし）　日資貧し
　毎（つね）に風霜に苦しめられ　親を思ひては　
　夜に夢みること頻（しき）りなり　

早く親を亡くした人に　寒さは早くくる　
貢物と労役は　免除にならず
冬も夏の葛衣で寒く　食事も粗末

風や霜に苦しみ
親の夢をしきりに見る

　地方官僚になって初めて見た庶
民の疲弊・困窮し切った暮らしに
驚いた。中央の宮廷政治に復帰し
改革を始めたが、これを疎んじる
人たちによって太宰府へ配流されてしまった。
古郷の　花の物言ふ　世なりせば
　如何に昔の　ことを問はまし
　と筑紫で梅の花に尋ねると　花は答えて曰く、
　籬（まがき）は久年より廃（すた）れて
　廩鹿（びろく）の住める所に　
主（あるじ）無きにまた花有り
家の垣根は壊れても
梅の花は咲き道真の帰りを待っている

　「古今著聞集」で語られた話である。

社会の変化に応える診療所に社会の変化に応える診療所に社会の変化に応える診療所に社会の変化に応える診療所に社会の変化に応える診療所に社会の変化に応える診療所に社会の変化に応える診療所に社会の変化に応える診療所に社会の変化に応える診療所に社会の変化に応える診療所に社会の変化に応える診療所に社会の変化に応える診療所に社会の変化に応える診療所に 家庭医 家庭医 高橋 慶高橋 慶

　新年度を迎える時期になりました。昨年の3月に
は学校が休校となり、4月には1回目の緊急事態宣
言が発出されています。それから1年が経ちさまざ
まなことが変わりました。
　マスク着用はもちろんのこと、診療所では待合
室でひと席ごとに間隔をとって座れるようにし、職
員が必ずフェイスシールドやアイシールドを着ける
ようになりました。また私たち医師のアタマの中も
変化しています。発熱と咳で困っている人に対して、
以前であれば「カゼかどうか」を考えるところが「ま

ずは新型コロナウイルスの可能性がどのくらいある
か」を考えるように変化したのです。
　このような変化は新型コロナウイルスという新た
な状況に対応するためのものでした。この1年の変
化は劇的でしたが、もともと社会はいつもゆっくり
と変化しておりその多くはわかりにくいものです。
社会の要望に応える診療所であるために、このわ
かりにくい変化をとらえつつ診療所も変わっていか
なければいけません。そのことを考えながら2021
年度を迎えたいと思います。

「医療・介護事業所応援増資」へのご協力を継続しています。よろしくお願い致します。
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デデ イ ケ ア す こ や か

寄り添える介護
ケアセンターすこやか

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

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？

ヘルパーステーションすこやか　訪問介護員

　川口診療所では、ADLの低下によって歩けなくなっ
た方や、寝たきりになってしまった方など、診療所へ
の通院が困難になった方には、医師がご自宅に訪問
して診療する往診を行っています。
　当院の送迎を利用している方にも、介護保険で要
介護になった方や、身体の状態変化で通院が難しい

と判断した方には、往診への切り替えをお願いして
います。
・平日の午後3～5時の間にお伺いします。
・月2回の往診をお勧めしています。
・その他体調不良や状態の急変には、看護師への相談・
医師の診察も24時間対応可能です。

往診への切り替えをおすすめします

き ゅ ー ぽ らだ よ り

　身体（健康）のことだけではなく、生活する上での心
配事など、なんでも遠慮せずにご相談下さい。
ご本人様・ご家族様はもちろん、お知り合いで健康や
生活に困っている方などいましたら、お気軽にお声か
け下さい。

川口診療所では、毎週金曜日の13時半～14時まで、
看護師による『なんでも相談会』を玄関前で行っています。

春の「食」の話 管理栄養士　松本真子

　コロナ禍で窮屈な生活を送ってきました。この
春もまだまだ桜の下で宴会なんて夢の話かもしれ
ません。せめて毎日の食卓では旬の食材を楽しみ
気持ちを前向きにしませんか。春は魚も野菜もお
いしい季節ですが、限られた時期にしか手に入ら
ない貴重な食材もあります。春野菜にはふきのと
う、アスパラ、筍、ふき、つくし、うど、わらび、
ぜんまい、よもぎなどがありますが、「春には苦み
を盛れ」ということわざがあるように、春野菜の苦
みの成分には解毒作用や新陳代謝を促す働きがあ
るといわれています。本当かどうかわかりません
が、熊が冬眠から目覚めて最初に口にするのがふ
きのとうともいわれています。沢山食べるとおな
かを壊す人もいるので、少量をいただくのが良いで
しょう。筍は一年中手に入りますが、手をかけて
生からゆでた筍の美味しさからは活力がもらえま
す。手作りのよもぎ団子はなんとも言えない美し
さと香りが味わえます。つくしも子どものころ食
べた、という方も多いのではないでしょうか。つく
しは意外にもカロテンが豊富でブロッコリーやオ
クラより多く、カリウムも豊富です。運動不足の

方はきれいな場所に
生えているつくしを摘
んで、油揚げとの煮
物や卵とじなどで召し
上がってみませんか。

　春は花粉症に悩まさ
れる季節。食事で改
善できないかという質
問をうけますが、食
べ物で花粉症が改善できることは解明されていま
せん。試されている研究結果から目のかゆみの緩
和効果が期待されるものとして、乳酸菌が挙げら
れますが研究途上です。ただ、食事の時間がアレ
ルギーに影響することが報告されています。（山梨
大学医学部免疫学講座中尾篤人教授ら）不規則な
食事のとり方は人間の生理活動を司る体内時計に
反し、本来休息すべき時間にアレルゲンが入ると
感受性が高くなり、くしゃみや鼻水などの反応が
強くなると述べています。
　春を味わいながらしっかり食べてぐっすり眠ると
いう生活が保障される世の中が健康に暮らすため
には大切ですね。

　私が介護に携わる上で心がけている事がありま
す。それは、技術や知識は、もちろんの事、利用
者様とのコミュニケーションです。訪問にあたり、
利用者様の気持ちが沈みがちな時には利用者様と
の会話から感じ取れるようコミュニケーションを量
ること、寄り添えるような言葉遣いや表情、些細
な会話から少しでも嬉しさ、楽しさを引き出しな
がら、利用者様と関わっています。利用者様が、
あなたと話していると、気が紛れ、穏やかになる、
話しやすい、ずっと来てもらいたいと言って下さい
ます。利用者様のそのような言葉かけに救われる
事もたくさんあります。そこから、技術面だけで
は無く、ひとえに心の支えが必要なのかも知れな
いと毎日の介護にあたっています。

　「デイケアすこやか」では利用者様の身体状況についての相談や緊急時の対応など、隣接する川口
診療所と常に連携をとり、安全なリハビリの提供を行っています。また、
定期的に研修会を開催し、スタッフのスキル向上を図っています。

　丑年にちなんだ縁起物の
起き上がり小法師を2日が
かりで作成しました。キュ
ビズム風の
個性豊かな
作品に仕上
がりました。

　皆さま今日は。この度1月8日にデイケア「すこやか」に入職いたし
ました吉田春雄です。デイケアすこやかでは朝と夕方に送迎を担当し
ます。運転歴は55年になりますが、皆様を安全に送迎できるよう努
めてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。
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美味しい
ですか？

ゆっくりで
いいですよ

今日の
ご気分は？


