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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

川口診療所だより
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http：//www.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。

定期的な往診を
おこなっています

❻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。
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♥印は女性の医師です

休診・変更
の

お知らせ

○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　6/3（木）、17（木）　14時30分～　診療所待合室
○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

6/24（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。

期間：2021年6月1日～2022年2月28日
費用：基本項目無料

対象：川口市国保に加入している40～74歳の方
（75歳以上の方は後期高齢者医療制度の健康診査の対象になります）

特定健診が　　　になりました！早めに健診を受けましょう

〈基本項目〉 ・問診　・身体計測　・血圧測定・　尿検査　・血液検査　・心電図
〈追加項目〉 ・肺がん検診 ➡ 500円　＊75歳以上は無料
　　　　　 ・大腸癌検診 ➡ 500円　＊75歳以上は無料

秋冬は予約が混み合い、ご希望の日程で予約をとることが難しくなります。
お問合せ・申込みは、窓口でも電話でもお受けしています。

無料

新型コロナワクチン接種予約に関して
お詫びとお願い

　4月末以降、多くの方からのお電話によるお問い
合わせにお答えすることができず、大変申し訳あり
ません。
　新型コロナワクチン接種予約に関する診療所とし
ての状況と、今後についてのご理解・ご協力をお願い
致します。
　診療所としましては、かかりつけの患者様全員に接
種したいという点では、皆様と同じ気持ちです。しか
し、通常診療、発熱外来、訪問診療等を行いながらの
新型コロナワクチン接種となりますので、安全に確実
に接種できる人数が限られてしまい、希望者全員に
接種することは到底できない状況にあります。今のと
ころ、かかりつけ患者様の2割程度のワクチン接種と
なる見込みです。
　そこで、当診療所では、定期受診をされている80歳
以上の患者様だけでも診療所で接種が終えられるよ
う体制の確保に努めている所です。

　本当に、大変申し訳ありませんが、診療所にかかり
つけであっても、川口市の集団接種会場他で接種で
きる方は、そちらでのご予約を優先して頂きますよう
にお願い致します。

★川口市新型コロナウィルスワクチン接種コール
　センター（広報をご覧ください）
☎050-3160-9567 24時間自動応答サービス
（オペレーター対応時間　9：00～18：00）

★川口診療所　新型コロナワクチン接種予約電話
☎048-252-5512 毎週木曜日16：00より
（定員になり次第終了）
・当面の間は当診療所にかかりつけの80歳以上の方
のみとなります。

川口診療所　コロナワクチン対策チーム
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デ イ ケ ア す こ や か

役人は厳しかった 内科医 内山 隆久
　今は昔……で始まる「今昔物語集」。
　「藤原の清廉（きよかど）と云う者有き。前世に鼠にて有け
ん。極（いみじ）く猫になん恐（おじ）ける。」清廉は3国に広大
な田を持つ資産家であったが、年貢を一切納めなかった。
大和守藤原輔公（すけきみ）が、「何（いか）にして此れ責とら
ん」と思いめぐらす。
　「（清廉は）諸司労（しょしろう）の五位に為行（しあり）く者な
れば、厩などにも可下（くだすべ）きにも非ず。然とも緩べて
有れば、盗人の心有奴にて、此彼（とかく）云て出しも不遣
（やら）ず。何かせまし。」と思い廻（めぐら）して、……。
　清廉は役人として活躍中であり、懲戒として厩にいれ
る訳にはいかない。盗人の魂胆があるので、寛大にすると
屁理屈を述べ、納税はしまい。任官も終わるのに納税しな
いのは如何いう訳かと、輔公は清廉に詰め寄った。輔公は
相変わらずのらりくらり。
　心の内には、「此は何事云う貧窮（びんぐう）にか有らん。

屁をやはひり不懸（かけ）ぬ。返らんままに伊賀の国の東大
寺の庄の内に入居なんには、極からん守の主也とも、否や
責め不給（たまは）ざらん。」
　税金を払う気もなく、東大寺領荘園へ逃げ込み作戦を
立てた。そこで、輔公は清廉に大和宇陀の実家から稲・米
五百石を納入するという証文を書かせ、
　「亦有つる様に猫を放ち入れて。輔公は出なん。壷屋の
遣戸を外より封結（ふうむすび）に籠めて出なん。」と脅迫。　
「然らば、清廉は暫くも生きては候いなんや。」
　無事に差し押さえをしたとのことである。
　納税者と徴収者の追っ掛けっこ。前世は鼠であり、猫で
脅しつけるアイデアはテレビドラマの一場面のようだ。

　「きゅーぽら」の「医師コラム」を再び時々担当させて戴
くことになりました。みなさんに楽しく、気楽に読んでい
ただけるコラムにしたいと思っています。

　80歳になる私の母は、だいぶ足腰が弱
くなりましたが、小さな畑をやっていま
す。実家に帰るとたくさんの野菜、手作り
のあられなどもたせてくれ「スピードださ
ないで、慌てないでかえんなよ」と50も半
ば過ぎた私のことを気にかけてくれます。
「じゃあね。」と素っ気ない返事をしてしま
う私ですが、心の中ではとても感謝してい
ます。コロナ禍の中で、中々帰ることはで
きないですがいつまでも元気でいてほし
いと願っています。

ヘルパーステーションすこやか
訪問介護員

コロナ禍での
親子の交流

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

リハビリ担当スタッフの
異動と復帰のご案内です。

理学療法士 堀田 一樹

理学療法士 中西  裕 理学療法士 朝倉 由佳

　協同病院から異動してまいり
ました中西裕（ゆう）と申します。堀
田さんの後任です。
　明るく楽しくをモットーに、一日
も早く皆さんの名前を覚えられ
るように頑張ります！
　よろしくお願いします。

　出産に伴い長いお休みを頂き、
5/1付けで復帰しました。通所と
訪問リハビリを担当します。利用
者さんが住み慣れた家で自分ら
しく生活できるよう、リハビリを
通して関わっていきたいと思いま
す。よろしくお願いいたします。

　協同病院に異動することになりました。「す
こやか」では3年間お世話になりました。デイ
ケアや訪問リハビリでの業務は病院での入
院中のリハビリとは異なる視点でたくさん学
ぶことがありました。また、月2回の診療所で
の「いつどこ体操」、昨年は残念ながら中止と
なりましたが、夏祭りやクリスマスコンサート
など近隣地域の皆様と関わる機会を持つこ

とができ、とても有意義な時間を過ごすことができました。
　異動した後も川口診療所で学んだことを活かして介入をしていけれ
ばと思います。3年間本当にありがとうございました。

　5/9埼玉県内まん延防止法の期間延長のさなか

ではありましたが、川口駅東口キュポラ広場にて「か

わぐちこまりごと相談会」を実施いたしました。例年

行われる相談会は川口市内の団体を中心に「相談活

動」を主に行っていました。

　今回はコロナ禍ということもあり、生活困窮者向

けの「食材支援」をするため、医療生協の組合員さん

へは主食を中心に食材の提供を呼びかけ米20kg以

上を川口診療所に提供いただき、今回初めて市内の

子ども食堂やフードパントリー（無償食材提供）等市

民団体にもお声掛けさせていただきました。

　埼玉県より防災備蓄米（アルファ米）50㎏、JA埼

玉県女性組織協議会様よりお米300㎏の提供、フー

ドバンク埼玉様からの食材提供もあり、前日までに

300世帯分の食材を準備しました。

　ウエルシア薬局株式会社様より女性

用生理用品100名様分、大塚製薬株式

会社様よりバランス栄養食、コープみ

らい様よりウエットティッシュを500

5/9 かわぐちこまりごと相談会
を開催しました。

セット提供いただきました。

　相談会当日は川口市社会福祉協議会の方の協力

もあり全体で76名の生活相談があり、そのうち40

世帯の方が無償食材を持ち帰りました。

　フードパントリーコーナーへは「夜職シングルマ

ザー支援団体であるハピママメーカープロジェクト」

のメンバーにも前日の準備より当日の食材受け渡し

まで2日間にわたり対応いただきました。

　川口診療所からは10名の職員がそれぞれの持ち

場について協力させていただきました。この相談会

をきっかけに「（川口市民）のこまりごと」の解決につ

ながるようなネットワークを少しずつ作っていけた

らと思います。

　ご協力いただいた皆様ありがとうございました。

地域コミュニティー担当　伊藤   

▲お渡し用食材セット
　300食分


