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〈2019年4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

生　活
相談会
（無料）

4月6日（土）9:00～11:00（相談受付10時まで）

5月11日（土）＊予定

暮らしの困りごとや生活する上での心配事
など、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）

18 時から 20 時（原則予約制）となっており
ますので、ご受診希望の方はお電話ください。

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）
楠田　待子　（第2）

２診 笠巻　敬太 山田　歩美 早田　幸子 齋藤利比古 関口由希公
内科　医師（第1・3）
今関　貴子　（第2）

３診 小野　　聡
（胃カメラ／外科）

有間　修平
（胃カメラ）

小野　賀功
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

早田　幸子 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 船橋　健吾 は女性です。

往診 内科　医師 久志本舞衣子

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。

　　　　　　　　　　を行っております。医療費の支払いに不安な方はお気軽に窓口にご相談ください。無 料 低 額 診 療

●4月21日（日）　10:00 〜 13:00（雨天決行）

●大相模調節池親水公園（越谷市）

●参加費：200 円（参加証バッジ・クイズカード）※事前申込不要

　（参加費の一部は、災害復興に役立てます）

●主催：お問い合わせ：医療生協さいたま本部内

　　　　ウォークフェスタ実行委員会（TEL048-294-6111）

in レイクタウン
当日の運営を手伝ってく

れるボランティアさん

大募集！
■ 9:50 ～ 13:00

■昼食補助あり

■交通費支給

虹の箱の投書より

　「特定健診階層化支援度判定」の結果が“ 積極的支援  

レベル”または“ 動機づけ支援  レベル”と記載がある

方で以下の条件に複数該当する方は、特定保健指導を受

けるチャンスです !

● 40 歳〜 75 歳未満

●腹囲：男性 85cm 以上、

女性 90cm 以上

●血圧：収縮期 130㎜ Hg

以上、または拡張期 85

㎜ Hg 以上

●採血結果で血糖高値・脂

質異常のある方

　健診を受けた後、健診結果が手元に届いたら、結果

内容をご覧になっていますか？

　健診結果表には結果内容の他に、 メタボリックシン

ドローム判定  と 特定健診階層化支援度判定  の項目が

あります。

　「メタボリックシンドローム判定」欄に判定結果 基

準該当  予備軍該当  非該当  のいずれかが記載され、

「特定健診階層化支援度判定」欄に結果 積極的支援  
動機づけ支援  情報提供  のいずれかが記載されます。

特定保健指導のおすすめ
　特定保健指導とは、様々な病気の元になるメタボ
リックシンドロームから脱却するために、今の自身
のお体の状況を一緒に確認し、生活状況の見直しを
し、生活習慣改善の方法を一緒に考えていきます。
費用はかからず、無料で栄養士又は保健師の保健指
導を受けることができます。多くの方に保健指導を
受けて頂きたいと思っています。

★連絡先：さいわい診療所　電話 048-251-8560
　担当者：碓井・森尾

特
定
保
健
指
導
と
は

※糖尿病・高血圧・脂質異常症の治療薬を内服されている方
は保健指導ではなく、治療優先になります。

＊判定結果が“積極的支援レベル”又は“動機づけ支援レベ
ル”の方で、自分が上記内容に該当しているかご不明の方
はご連絡ください。

☆ 2018 年度に特定保健
指導受けて頂いた方の中
に は、3 か 月 で -4.8kg
の減量に成功した方もい
ます ! 夜間帯や土曜日で
の対応もできますので、
お仕事で忙しい方も、ま
ずはご連絡ください。

☝健診結果表の左下に注目です！

ご意見①
　診療所の待合い室が暗い。

お返事
　ご指摘ありがとうございます。あと数年の設備と
いう意見もありましたが、内部で検討し、これまで
の白熱球から LED の電球に変更することにいたし
ました。

ご意見②
　診療待ち、診療後の流れが悪いため、待ち時間が
長くなっている。

お返事
　ご迷惑をおかけしており、まことに申し訳ござい
ません。良い打開策がないか、現状では要因の情報
収集と業務分担や流れの順番など総合的に検討をし
ております。他部門・他職種に関わる問題として捉
えており、もうしばらく検討と変更準備へのお時間
をください。
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市民公開講座を開催しました次回予告 !!　
2019.5.10（金）
14:00〜16:00

（予定）

オレンジ
カフェ（

認知症）

2019.4.12（金）
14:00 ～ 16:00 開催！

認知症のことで心配な方、お困りの方、ご一緒にお話ししてみません
か？どなたでも参加できます。お待ちしています。

主な内容：・脳トレ体操・おしゃべり
会　場：さいわい診療所　1 階
住　所：川口市中青木 4-1-20
参加費：100 円
主　催：さいわい診療所
　　　　ケアセンターかがやき

〈お申し込み・お問い合せ〉
ご参加頂ける方は、3 月 5 日（火）
までに TEL048-251-6002（岩隈
または浜平）までご連絡ください。

さいわい診療所・CC かがやき　薬剤師の高橋です。

　入職してからもうすぐ

3 年目となります。患者

様が安心して薬を服用で

きるようにといつも心が

けながら、薬の説明など

をしています。患者様か

ら学ぶことも多く、とて

も勉強になっています。

　私は中学・高校と吹奏楽部に所属していました。現

在さいわい診療所にはフルートを演奏できる職員が私

を入れて 3 人いることから、機会があれば 3 人集まっ

て演奏しています。去年の 11 月に協同病院で開催さ

れた健康祭りでも「ルパン三世のテーマ」「花束を君

に」「アンダー・ザ・シー」などを演奏しました。私

は楽器を演奏すること、音楽を聴くことで気持ちがリ

フレッシュされます。もし、また何かのイベントで演

奏する機会がありましたら是非聴きに来て下さい。

職員

バト
ン
5

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＊

■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6回　サプリメントとの
 付き合い方②（最終回）

　このコーナーでは薬との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てきましたが、いよいよ

最終回となりました。第 5 回目に引き続き、第 6 回

目はサプリメント、健康食品とどのようにつきあって

いけば良いか、お話ししていきたいと思います。

＊

　もし「専門家・研究者」「有名人」が推進している

サプリメント・健康食品があったら、「使ってみよう

かな」と思ってしまうかもしれません。しかし、その

専門家１人だけが主張している可能性もあり、必ずし

も有効性の証明にはなりません。また、特許の取得が

「効くことの証拠」「有効性の保証」ではありません。

他にも「○○賞」を受賞などの受賞歴の宣伝にも注意

して下さい。製品の有効性とは関係のない賞も多くあ

るようです。同様に、テレビや雑誌などマスメディア

からの情報も冷静に受け止めましょう。事実が正確に

伝えられていなかったり、情報の良い面だけを切り取

り、誇張して伝えられていることもあります。マスメ

ディアからの情報に関してはサプリメントに限らず、

最近は「この薬は危ない」などの情報が出ているよう

ですが、必ずしもその情報が正しいわけではありませ

ん。医師がしっかり判断して処方していますので、心

配な点はしっかり相談しましょう。

＊

　健康増進の一番の基本は栄養・運動・休養です。こ

こでいう「栄養」とは、決して、特定成分を濃縮して

効率的に摂取することではありません。適量をバラン

スよく（多種類の食品をまんべんなく）食べるという

ことです。バランスよく通常の食事を摂っていれば、

栄養がそれほど不足することはありません。１日に必

要な栄養素の量は決まっていますが、これは「習慣的

な摂取量（約１ヶ月の平均値）」を指しています。多

く摂ったり、少なく摂ったりする日があっても構いま

せん。「健康のために」とサプリメントを摂取したく

なる気持ちもわかりますが、購入する前に「本当にそ

のサプリメントが必要かどうか」冷静に考えてみてく

ださい。

（参考：厚生労働省医薬食品局食品安全部　健康食品

の正しい利用法）

　2月 18 日、青木会館で「住み慣れた家で最期を

むかえるとは～自宅での看取り～」と題して、市民

公開講座をケアセンターかがやき・さいわい診療所・

川口診療所主催で開催しました。開会の言葉を川口

診療所の高橋慶先生、閉会の言葉をさいわい診療所

の関口由希公先生からいただき、訪問看護師による

事例発表、実際にご自宅でご両親を看取られた方の

お話を聴いたり、グループで感想の交流や意見交換

などをしました。自宅で看取られることを 6割前

後の方が望んでいても、実際に自宅で亡くなられた

方は 1割強です。延命治療に対する考え方はここ

10 年で変化がみられ、「延命のみを目的とした医

療は行わず、自然にまかせてほしい」と答える方が

10 ポイントも増えています。ACP（アドバンス・

ケア・プランニング）「患者さん本人と家族が医療

者や介護提供者などと一緒に、現在の病気だけでな

く、意志決定能力が低下する場合に備えて、あらか

じめ、終末期を含めた今後の医療や介護について話

し合うことや、意志決定ができなくなった時に備え

て、本人に代わって意思決定する人を決めておくこ

と」という概念が提唱されています。こういった考

え方や、今まで以上の医療や介護の在宅でのサービ

スが充実すれば自宅で看取ること、看取られること

の不安の軽減になると思われます。私たち医療、介

護従事者の責任は大きいです。安心して生活してい

ただけるよう、一歩づつ歩みを進めます。

（ケアセンターかがやき訪問看護　山口）

ケアセンター

かがやきの扉


