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〈2019年2月医師体制〉 午前／月～土 8:30～11:30
午後／火・水・木 14:00～16:30
夜間／月・水・木・金 18:00～20:00

診療時間
（予約制）

川口市中青木4-1-20
代表電話 048-251-6002
健診直通 048-251-8560

注：バスは定刻に発車します。お乗
りになる方は、お早めにさいわ
い診療所へお越し下さい。

★休診日は全便運休です。
★第 2土曜日は運休です。

出発時間 土曜日の最終便
さいわい発～協同病院行 9:35　12:40　15:25 12:40
協同病院発～さいわい行 8:40　11:50　15:00 11:50

連絡バス時刻表

訪問診療（契約）をしています ご希望の方は、電話でお問い合わせ下さい。
担当看護師　仲里

　24時間 365 日対応の「定期巡回・随時対応型訪

問介護看護」も、開設してから今年の 3月で丸 2

年を迎えます。

　年末年始も 14 名の利用者様の訪問を行いまし

た。昼間は 2名のヘルパ－が巡回訪問し、夜間は 1

名いつでも出動できる体制を整え、居宅での暮らし

本年もよろしくお願いいたします

を支えてまいりました。遠く離れたご家族がお正月

に訪ねて来られ、その期間は訪問がお休みとなる利

用者様もいらっしゃいましたが、いつもと変わらな

い正月を淡々と迎え、いつも以上に寒く寂しく感じ

る利用者様もいらっしゃいました。そんな中、私た

ちの訪問を楽しみにして下さり、私たちも待ってい

て下さる利用者様の笑顔に励まされ、寒い中ほっと

する正月を過ごす事が出来ました。

　ケアセンターかがやきは、これからも地域で暮ら

す皆様の支えになるよう進めて行きます。本年も変

わらぬご支援をよろしくお願いいたします。

（ケアセンターかがやき所長　田中）

生　活
相談会

2月9日（土）9:00～11:00（相談受付10時まで）
暮らしの困りごとや生活する上での心配事などあ
りましたら、なんでもお気軽にご相談ください。
＊相談者　松本幸恵氏（川口市会議員）

ケアセンター

かがやきの扉

18 時から 20時（予約制）となっております
ので、ご受診希望の方はぜひご利用ください。

夜間診療のすすめ
夜間診療をご利用ください

月 火 水 木 金 土

午
　
前

１診 関口由希公 久志本舞衣子 本間　　勇 新津　　望 井上さやか
関口由希公　（第1）
竹之内菜菜（第2・3・5）

２診 須田清一郎 山田　歩美 堀江　秀紀 齋藤利比古 関口由希公
今関　貴子　（第2）
内科　医師（第1・3）

３診 栗原　唯生
（胃カメラ／外科）

有間　修平
（胃カメラ）

内科　医師 内科　医師
内科　医師
（胃カメラ）

川島志布子　（第4）
小堀　容史　（第4）

午
　
後

１診
休　診

内科　医師 関口由希公
休　診

２診 有間　修平

夜
　
間

１診 川上　浩平
休　診

高橋　　央 矢尾　善英 金子　朋弘

２診 は女性です。

往診 須田清一郎 久志本舞衣子 堀江　秀紀 関口由希公

栄養相談
保健指導 午前のみ 午前・午後 午前のみ

※当日受診ご希望の方は、まずはお電話ください。

当診療所では　　　　　　　　　　を行っております。お気軽に窓口にご相談ください。無 料 低 額 診 療

健診結果
結果を受け取り、精査、生活習慣の見直しを
行うまでが健康診断です

活かせていますか
？

　健康な生活を守るために、今年度も健康診断を受
けられたでしょうか。
　受けた方は一安心……ではありません！　健診を
受けただけでは何も変わりません。
　健診結果表に D判定 、 E 判定 があった方は、詳
しい精査を受けるために必ず受診して下さい。自覚
症状が無くても、早期発見・早期治療が大切です。
　また、B判定、C判定の項目においても、生活習
慣の見直しや再検査は、結果表に書かれた通りに行
いましょう。
　来年度健やかな一年を送るために、今年度中の受
診をおすすめします 。

　また、健診結果表のメタボリックシンドローム判
定欄に、“ 動機づけ支援レベル ”、“ 積極的支援レ
ベル ”と書かれていませんか？
　この判定がある方は「特定保健指導」といって、
管理栄養士による生活指導が受けられる対象者と
なっています。ご自身が加入している健康保険組合
が費用を負担するので、料金はかかりません。ぜひ、
この機会に検討してみてください。

＊
　健診後の精査・特定保健指導に関する申し込みや
お問い合わせはお電話にて対応いたします。お気軽
にお問い合わせください。
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　今回バトンを受け取り

ました、保健師の碓井で

す。我が家には 3 人の

息子がいます。上の子 2

人の時は私のみが育児休

暇を取りましたが、3人

目の時は主人も人生初め

ての育児休暇を半年間取

りました。主人の育児休

暇中、私は仕事をさせてもらい、日中は主人と赤ちゃ

ん 2人での生活でした。育児休暇を始める前は、マ

ンガや小説をたくさん読むぞ♪とルンルンだった主人

ですが、いざ育児休暇が始まると「ずーっと抱っこだっ

たよ。おろすと泣くんだ。何もできない ･･････」と

ため息混じりでぼやいていました。主人が赤ちゃんを

抱っこしながら保育所に上の子のお迎えに行くと、保

育所の先生方がたくさんのねぎらいの言葉をかけてく

れたようです。半年間の育児休暇を終えてみて、子供

の成長をそばでゆっくり見れたことが一番嬉しかった

と話していました。機会があれば男性の方も、ぜひ育

児休暇を取ってみてください。

職員

バト
ン

　サプリメントにはお薬と飲み合わせが悪いものがあ

ります。このコーナーでは飲み合わせに注意すべきサ

プリメントについてご紹介します。

　第 4回目はトウガラシ（カプサイシン）について

です。トウガラシ（カプサイシン）は「ダイエットし

たい方へ」といううたい文句で様々なサプリメント食

品に配合されています。

　このトウガラシ（カプサイシン）にも飲み合わせに

注意しなければならない薬がいくつかあります。具体

的には、右記のものがあります。
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　毎週木曜日の夜間外来を担当

している清水敏弘と申します。

日大病院在職中から長らく勤務

をさせて頂きましたさいわい診

療所を、平成30 年 12 月末で

退職させていただくこととなり

ました。さいわい診療所では患者さんやスタッ

フの皆様に大変お世話になり、ありがとうござ

いました。今後も、診療所での経験を日々の診

療に活かしていきたいと思います。皆様におか

れましては、どうぞこれからも元気でお過ごし

ください。

お世話になりました

医
師

清
水
敏
弘

第2・4月曜日 午前 ストレッチ・ラジオ体操 前川第6公園
第2火曜日 午後 健康チェック・健康相談 イオンモール川口前川
毎週火曜日 午後 ストレッチ・ラジオ体操 青木東公民館
第2・4木曜日 午前 新聞ちぎり絵 青木東公民館
第1～4金曜日 午後 手芸 友の会 前川南公民館
毎週水曜日 午前 セラバンド・玄米ニギニギ体操 前川南公民館
毎週水曜日 午前 セラバンド・玄米ニギニギ体操 上青木公民館
毎週木曜日 午前 3B体操（11～13時） 上青木公民館
毎週火曜日 午前 ウォーキング スキップシティ
第4水曜日 午後 ティーフレンズにしなみ 並木公民館
毎週火曜日 午前 自彊術 南平公民館
第2・4水曜日 午後 セラバンド・ストレッチ 幸栄公民館
第3水曜日 午後 小物作りとおしゃべり 幸栄公民館
第2・4火曜日 午後 ストレッチ・セラバンド体操 鳩ヶ谷公民館
毎週水曜日 午前 セラバンド・これから音頭 辻公園
毎週金曜日 午前 ストレッチ・ラジオ体操 里第2公園
第2・3・4火曜日 午後 太極拳サークル 里集会所
毎週土曜日 1日 たまり場（※） 里集会所
毎週木曜日 午後 ストレッチ・セラバンド体操 鳩ヶ谷武道場
第1・2・3火曜日 午前 太極拳サークル ふれあいプラザさくら
第1・2・3木曜日 午後 太極拳サークル 南鳩ヶ谷3丁目集会所
第4火曜日 午後 うたごえサロン（会費200円） 前川南公民館

毎月1回金曜日 午後 うたごえ喫茶（会費500円） 青木公民館

毎週月曜日 午前
ダンベル体操

毎週水曜日 午前
ストレッチ体操（※）
第3水曜日 午後

絵手紙
毎週木曜日 午前
ダンベル体操

第1・2金曜日 午前
手　芸

参加して
みませんか？

＊さいわい診療所＊
2 階ホール

＊診療所以外の会場も紹介します＊

運
転
手
募
集
! !

■問い合わせ
　さいわい診療所 伊藤
　TEL 048-251-8502（直）

※川口市介護予防ギフトボック
ス事業参加プログラム 3月迄

薬とサプリメント
注意すべき飲み合わせ

第4回　トウガラシ
 （カプサイシン）

高血圧治療薬（ACE阻害薬） エナラプリル、アラセプ

リル

⇒カプサイシンの吸入により咳が誘発されるおそれが

あります。（エナラプリル、アラセプリルにはもと

もと空咳の副作用があります）
気管支拡張薬  テオロング（テオフィリン）

⇒トウガラシによりテオロング（テオフィリン）の吸

収が高まり、血液中のテオロング（テオフィリン）

の量が増え、副作用が出やすくなるおそれがありま

す。

＊

　これらは一部であり、他にも気をつける薬がありま

す。また、一緒に飲むとすべての方に上記の症状が起

こるというわけではありませんので、心配な方は一度

当院の医師、薬剤師にご相談ください。

仕事内容：①患者送迎
 　②訪問診療同行
勤務時間：シフト制（※応相談）
 　① 8：30～ 13：00
 　② 13：00～ 17：00
条　　件：要運転免許。
 　70歳定年のため
 　70歳以下の方。
＊詳細はお問い合わせください。

　睡眠薬は、不眠状態の解消や入眠の手助けを目的と

して開発された薬の総称です。睡眠薬の中でも特に作

用時間が短いものは、睡眠導入剤と呼ばれています。

睡眠薬を飲む上で忘れてはいけないのが、「睡眠薬は

不眠の症状を軽減するためのものであって、不眠の原

因を根本的に治療するものではない」ということです。

　不眠の原因として、　①ストレス②からだの病気③

こころの病気④薬や刺激物⑤生活リズムのみだれ⑥環

境　などがあげられます。

　最初は、眠れなくなってしまう悩みがあったり、不

安だったり、物理的に眠れないことがあり薬を飲み始

めたかと思います。現在も同じ状態でしょうか？　悩

みや不安は解決されていますか？　薬を飲めば眠れる

からと、そのままずっと飲み続けている方はいません

か？

　どんな薬でも副作用が現れることがあるように、睡

眠薬にも副作用があります。以下が代表的な例です。
1、眠気 （例：午前中ボーッとしたり、気が緩むと居

眠りしてしまう） 
2、ふらつき （例：足腰に力が入らない・足がもつれ

たり、転倒したりする） 
3、健忘  ブロチゾラム、エチゾラムなど短時間作用

型で起こりやすい （例：周りの人には普通通りに行動

しているように見えるが自分ではその行動の記憶がな

い）
4、せん妄 （例：ぼんやりしたり、反対に興奮して落

ち着かない）
5、離脱症状  （例：明け方、薬の効果が切れた時に、

興奮症状、不安作用が強くなり眠れない）
6、依存性  （例：薬の効果が弱まり、薬が増えていっ

てしまう。薬をやめようとしても、不眠や不安が強く

なりやめられない）

　上記の症状がある場合は、副作用の可能性もありま

すのでご相談ください。

＊　＊　＊

　不眠症の根本的な解決方法は、睡眠薬以外にありま

す。薬を使わない治療方法を優先的に考えながら、薬

はあくまで補助的な役割にして、不眠症の治療と向き

合っていけるとよいと思います。

　長年服用している睡眠薬を中止する場合、突然止め

てしまうとさらに眠れなくなることがありますので、

徐々に減らした後に中止する方法がよいとされていま

す（減らした直後は一時的に寝つきが悪くなること

がありますが、1週間程度で慣れるとされています）。

睡眠薬にたよらないで眠れるようになりたいと思われ

ている方がいらっしゃいましたら、ご自分で中止せず

に医師、薬剤師へご相談ください。

　次回は、不眠の原因について解説したいと思います。

不眠治療でお薬を飲まれている方はいらっしゃいま

すか？

不眠治療でお薬を飲まれている方はいらっしゃいますか？不 眠


