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→

1F・西口
シャトルバス乗場
（一般車乗降場）

東口
シャトルバス乗場
（一般車乗降場）

運行は月〜土曜日（祝日含む）、
日曜日は運行しておりません。
川崎クリニック 　　西口

時 川崎クリニック発
川崎駅西口行

川崎駅西口発
川崎クリニック行

8 15　45
9 　30 15　45
10 00　30 15　45
11 00（30）※ 15
12 （00）※（30）※

13 00　30 15　45
14 00　30 15　45
15 00 15

土曜・祝日は運行しておりません。
※利用者がいない場合は運休となります。

川崎クリニック 　　東口

時 川崎クリニック発
川崎駅東口行

川崎駅東口発
川崎クリニック行

8 　50 00　20　40
9 10　30　 00　20　40
10〜
12 この時間は運行しておりません

13 00　20　40 10　30　50
14 00　20　40 10　30　50
15 00　20　40 10　30

土曜・祝日は運行しておりません。
※川崎クリニック直通です。
　川崎幸病院・川崎幸

さいわい
クリニックに

　は行きませんのでご注意ください。
※定員９名のワンボックスカーです。

JR川崎駅の東口、西口の２カ所から

石心会グループ神奈川地区
救急・急性期医療・
放射線治療・人工透析 川崎幸病院 神奈川県川崎市幸区大宮町31番27  TEL:044-544-4611（代）

一般外来
（電話予約が必要です） 川崎幸

さいわい

クリニック 神奈川県川崎市幸区南幸町1丁目27番1
外来予約電話番号：044-511-2112

一般外来
（電話予約が必要です） 第二川崎幸

さいわい

クリニック 神奈川県川崎市幸区都町39-1
外来予約電話番号：044-511-2112

一般外来・人工透析
（電話予約が必要です） さいわい鹿島田クリニック 神奈川県川崎市幸区新塚越201  ルリエ新川崎3・4F

外来予約電話番号：044-556-2722

一般外来・人工透析
（電話予約が必要です） 川崎クリニック 神奈川県川崎市川崎区日進町7-1 川崎日進町ビルディング6・7・8F

外来予約：044-222-9259　透析センター：044-211-6500

人間ドック・生活習慣病健診
（電話予約が必要です） アルファメディック・クリニック 神奈川県川崎市幸区堀川町580-16  川崎テックセンター8F

予約電話番号：044-511-6116

企業健診・一般健診
（電話予約が必要です） 川崎健診クリニック 神奈川県川崎市川崎区駅前本町10-5  クリエ川崎8F

予約電話番号：044-511-6116
定位放射線治療
脳ドック

新緑脳神経外科
（横浜サイバーナイフセンター）

神奈川県横浜市旭区市沢町574-1　TEL:045-355-3600

在宅事業部
在宅医療・
在宅看護・
在宅介護

さいわい訪問看護ステーション
さいわい訪問看護ステーション夢見ヶ崎
さいわいヘルパーステーション

TEL:044-556-4213
TEL:044-599-1205
TEL:044-522-6871

新川崎居宅介護支援事業所
福祉用具レンタルさいわい
かしまだ地域包括支援センター

TEL:044-522-6307
TEL:044-522-6312
TEL:044-540-3222

いま求められる医療をもっと高めたい

 社会医療法人財団

石心会 石心会グループ本部事務局 TEL:044-511-2266（代）
〒212-0013 神奈川県川崎市幸区堀川町580番地 ソリッドスクエア東館4F 表紙： 激流

高橋正子（川崎美術協会会員）

あおぞら
石心会グループ
神奈川地区広報誌
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納涼祭 2015

日曜は運行しておりません。

時 川崎駅西口発
川崎幸病院行

川崎幸病院発
川崎 幸

さいわい
クリニック行

川崎 幸
さいわい

クリニック発
川崎駅西口行

7 00　20　40 10　30　50 15　35　55
8 00　20　40 10　30　50 15　35　55
9 00　20　40 10　30　50 15　35　55
10 00　20　40 10　30　50 15　35　55
11 00　20　40 10　30　50 15　35　55
12 00　20　40 10　30　50 15　35　55
13 00　20　40 10　30　50 15　35　55
14 00　20　40 10　30　50 15　35　55
15 00　20　40 10　30　50 15　35　55
16 00　20　40 10　30　50 15　35　55
17 00　20　40 10　30　50 15　35　55
18 00　20　40 10　30　50 15　35　55
19 00　20　40 10　30　50 15　35　55
20 10 （川崎駅西口行）

川崎幸病院

川崎幸さいわい

クリニック
JR川崎駅
西口

７月１日（水）から JR 川崎駅西口⇒川崎幸病院⇒川崎幸クリニッ
クの巡回バスは、土曜午後、祝日も運行します。なお、日曜
日は運行しません。また 7 月 1 日から外来循環ミニバスも運
行します。

1 周約 25 分〜 30 分間の循環運行
※ご利用される方々の状況により、所要時間が遅れる場合が有ります。

月曜日〜金曜日 土曜日
始発 8時15分（川崎駅西口発） 始発 8時15分（川崎駅西口発）

毎時 15 分と 50 分に川崎駅西口を出発
最終 16時15分（川崎駅西口発） 最終 12時15分（川崎駅西口発）

土曜午後・日曜・祝日は運行しておりません。

巡回バス 川崎クリニックシャトルバス

川崎幸さいわい

クリニック
JR川崎駅
西口

第二川崎幸
クリニック

外来循環ミニバス
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川崎幸病院に婦人科が
９月より新設され、入院治療が可能となります■ 川 崎 幸 病 院

６月の救急搬送の患者さん
６月に救急車で搬送された患者さ

んは 725 人でした。受け入れを断っ
た患者さんはありませんでした。

昨年の６月では 661 人で、64 人
9.7％の増加でした。

また、４月から６月の３か月間の
累計は 2,332 人です。

■ か わ さ き 健 康 塾
６月のかわさき健康塾への参加者総

数は 1,379 人で、実施された講座数
は 36 でした。

主な講座としては、13 日の市民公
開講座「かわさき幸・人工関節フォー
ラム」（参加者数 80 人）、23 日の中
村真理子・川崎幸クリニック検査室／
臨床検査技師による「ピロリ菌と検査

について」、稲富正治・川崎幸クリニッ
ク心理相談室室長による「性格につい
て」（参加者数 84 人）、27 日の川崎
南部摂食嚥下・栄養研究会による「市
民公開フォーラム」（参加者数138人）
でした。

かわさき健康塾開始以来の通算参
加者数は４万7,663人になりました。

石心会News

納涼祭 2015

今年も猛暑の宵でしたが、納涼祭の運営スタッフ

によると「過去最高の人出ではないでしょうか」と

言うほど、大勢の地元の皆さんが集まりました。

納涼祭は、杉山孝博・川崎幸クリニック院長と７

月に開院したばかりの第二川崎幸クリニックの関川

浩司院長の挨拶で始まりました。また来賓として田

中和徳・衆議院議員、田中徳一郎・神奈川県議会

議員、鏑木茂哉・川崎市議会議員などが駆けつけ、

集まった皆さんと一緒に納涼祭を楽しみました。
「元気に楽しみましょう」と、田中和徳代議士 踊りの輪の真ん中で

猛暑に生ビールコーナーはてんてこ舞い 涼を求めて噴水の周りにもたくさんの方が

始まる前から売店前に長蛇の列

開始直前、準備が整いました

ヨーヨー釣りは子どもに大人気

婦人科が治療にあたる主な疾患と
して、子宮筋腫、子宮内膜症、性
器脱（子宮脱、膣脱）、子宮頸がん、
子宮体がん、卵巣がん、卵巣腫瘍（良
性）、月経前緊張症、子宮外妊娠、
性器クラミジア感染症、更年期障
害などがあげられます。

第二川崎幸クリニックには婦人科
の外来がありますが、川崎幸病院に
は婦人科がなく、入院が必要となる
患者さんには他の病院の婦人科を
紹介するなどしていました。

入院加療が必要な患者さんには
ご不便をかけていましたが、今年９

月から川崎幸病院に婦人科が設置
されることになり、第二川崎幸クリ
ニックと連携を密にした治療を行い
ます。

新設の婦人科では、患者さんの
からだに負担をかけない腹腔鏡手術
などで治療にあたります。

恒例の納涼祭が７月25日（土）午後６時30分
から幸区南河原公園で、石心会グループ神奈
川地区の主催のもと開催されました。

杉山・川崎幸クリニック院長 かわいい子どもたちのフラダンス 関川・第二川崎幸クリニック院長



かわさき健康塾 2015年 8月 開催スケジュール
地域の皆様が病気や医療について知識を深め、健康維持・
増進、 疾病の早期発見・ 早期治療に役立てていただける
よう、医学公開講座（かわさき健康塾）を開催しています。

定員になり次第受付終了とさせていただく場合がございます。
講座開始時間にも、ご注意ください。
川崎市以外にお住まいの方もご参加いただけます。

お申込み不要
参加費無料

※主催団体への直接のお問い合わせはご遠慮ください。　※2講演目以降の参加をご希望の方は、 開始時間5分前を目安にお越しください。
※講演テーマ、 講師は予告なく変更になる場合もあるため、 最新の情報は川崎幸病院ホームページ http://saiwaihp.jp/ でご確認ください。

●かわさき健康塾についてのお問い合わせ先： TEL.044-542-7007

出張講座
主催団体の方たち
限定となります

開催日 テーマ 講師 主催団体

4日（火） 小児歯科について 助川 裕亮　 子育て支援センターあいいく

21日（金） 食事からはじめるロコモ対策 田内 直恵 大師・中央・田島地区老人クラブ連合会

25日（火） ママセラピスト直伝!　子育て期のセルフケア 猪田 佐和乃 子育て支援センターあいいく

26日（水）
もっと知りたいジェネリック医薬品 中村 広樹 川崎南青色申告会　婦人部

子育てをがんばるお母さんのための、肩こり・腰痛対策とシェイプアップ
～軽い体操をしながら～

髙田 衣里 子育て支援センター　できの

28日（金） 尿と検査 ～おしっこからどんな事がわかるの？～ 石部 里紗 河原町ふれあいサロン

29日（土） 嚥下機能を高めよう ～嚥下障害の予防について～ 甲斐 明美 ベネッセスタイルケア

31日（月） お子さんの歯並び、気になりませんか？ ～矯正歯科の話～ 藤関 宏平 子育て支援センターむかい

医療法人ＲＡＩＳＥ　
デンタルクリニックＫ　医員

管理栄養士
栄養科

川﨑幸クリニック　
リハビリテーション室/理学療法士

健ナビ薬樹薬局/
薬剤師

理学療法士
リハビリテーション科

臨床検査技師
検査科

摂食・嚥下障害看護認定看護師
看護部

医療法人ＲＡＩＳＥ　
デンタルクリニックＫ 医員

●企業・町内会、各種団体への”出張講座”を無料で承ります。〜まずはお気軽にご相談ください〜
※ご希望の3ヶ月前を目安にご連絡ください。内容によってはご希望に沿えない場合もございます。予めご了承ください。

開催日 時間 テーマ 講　師 開催場所（定員）

5日（水）
14:00 〜14:45 看護師が伝えるシリーズ 〜ＡＥＤについて〜 宮口 貴子

川崎日進町ビルディング
6階　川崎クリニック
会議室（50人）

14:45 〜15:30 熱中症予防について 後藤　学

15:30 〜16:00
口腔ケアと肺炎について、
また胸の痛みについて歌を歌いながら知ろう 保坂 貴子

6日（木）
14:00 〜14:45 肺がんＣＴ検診について 髙栁 美樹　 ミューザ川崎

シンフォニーホール　4階
研修室1＋2＋3（81人）14:45 〜15:30 がん病巣を狙い撃ち　サイバーナイフで日帰り治療 仙田　学

7日（金）
14:00 〜14:45 尿検査異常について 朝倉　慶 川崎市産業振興会館　

9階第3研修室
A・B室（99人）14:45 〜15:30 LDLコレステロールを下げる血液浄化療法 長澤 建一郎

10日（月） 14:00 〜15:00 心理学のいろいろ 稲富 正治 ミューザ川崎シンフォニーホール
市民交流室（150人）

17日（月） 14:00 〜14:45 気になる体操実践編!!! 清水 京子 ソリッドスクエア西館1階
2番会議室（63人）

18日（火）
14:00 〜14:45 心不全について 〜診療と治療〜 村瀬 達彦

ミューザ川崎
シンフォニーホール　4階
研修室1＋2＋3（81人）

14:45 〜15:30 日中の眠さ・だるさ・疲労感・その症状もしかして…　
〜睡眠時無呼吸症候群のおはなし〜 岡田 耕一郎

15:30 〜16:00 緩和ケア病棟について知ろう！ 岡山 直美

19日（水）
14:00 〜14:45 肩こり・腰痛・膝痛を100倍楽しむ方法 柳沢 勇一郎 ミューザ川崎

シンフォニーホール　4階
研修室1＋2＋3（81人）14:45 〜15:30 くすりの正しい使い方 内島 祥由紀

20日（木）
14:00 〜14:45 予防接種について 大塚 雅美 第二川崎幸クリニック　

3階　会議室　（50人）14:45 〜15:30 肝炎について 〜Ｃ型肝炎〜 眞田 和賢

21日（金）
14:00 〜14:45 ＩＶＲって、なに？ 〜パート2　IVRで治せる動脈瘤〜 中川 達生 川崎日進町ビルディング

6階　川崎クリニック
会議室（50人）14:45 〜15:30 脳卒中 〜脳卒中の治療と予防〜 神林 智作

24日（月）
14:00 〜14:45 高血圧が気になる方へ 〜管理栄養士より〜 松谷 佳恵 ルリエ新川崎　

2階集会室（40人）14:45 〜15:30 さいわい鹿島田クリニックの上手なかかり方 笠間 靖史

25日（火）
14:00 〜14:45 おしりの話 〜便通異常の見分け方〜 成田 和広 第二川崎幸クリニック　

3階　会議室（50人）14:45 〜15:30 腹部エコー検査でわかること 布川 祐子

26日（水） 14:00 〜15:00 変形性膝関節症 〜治療と予防について〜 月出 康平 川崎市産業振興会館　
9階第3研修室A・B室（99人）

27日（木）
14:00 〜14:45 はじめてのがん放射線治療について 田中 良明 第二川崎幸クリニック　

3階　会議室（50人）14:45 〜15:30 第二川崎幸クリニックでのがん患者サポートの紹介 田邉 真由美

28日（金） 14:00 〜14:45 歯科医院の上手なかかり方 村元 良隆 ミューザ川崎シンフォニーホール　
4階研修室1＋2＋3（81人）

夏休み特別講座「声と健康　〜声楽家をお招きして〜」

3日（月）
18:00 〜19:00 いい声出して元気になろう 渡邊 雄介

ミューザ川崎
シンフォニーホール
市民交流室（150人）

19:00 〜19:30 オペラへの招待（歌唱実演） 岡田 麻里
19:30 〜20:00 いい声の出し方、保ち方 弓指 洋子

特別
講座

特別
講座

特別
講座

一
般
公
開
講
座
　
ど
な
た
で
も
ご
参
加
い
た
だ
け
ま
す

ど
な
た
で
も
ご
参
加

い
た
だ
け
ま
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看護師
看護部/主任

外科医師
救急・総合診療部部長/外科副部長

看護師
看護部/科長代行

川崎幸クリニック
放射線科医長

診療放射線技師
放射線科/主任
腎臓内科医師

内科
臨床工学技士

CE科透析室/主任

川崎幸クリニック　臨床心理士
心理相談室/室長

医療法人　啓和会　野末整形外科歯科内科
介護予防室長/健康運動指導士

循環器内科医師
心臓病センター

臨床検査技師
検査科/主任

社会福祉士
医療相談科

整形外科医師
整形外科副部長

ひまわり調剤薬局株式会社
薬剤師

川崎幸クリニック
小児科医師

消化器内科医師
消化器病センター
放射線IVR科医師
放射線IVR科医長

脳神経外科医師
脳血管センター副センター長/脳神経外科部長

さいわい鹿島田クリニック
管理栄養士

さいわい鹿島田クリニック　
事務課　課長

外科医師
消化器病センター/外科副部長

第二川崎幸クリニック
検査室/臨床検査技師

新川崎ひたち整形外科
院長

放射線治療医師
放射線治療センター長/副院長
第二川崎幸クリニック　看護科　
がん化学療法看護認定看護師

医療法人ＲＡＩＳＥ　
デンタルクリニックＫ　医員

国際医療福祉大学　
東京ボイスセンター　センター長　教授

ソプラノ

言語聴覚士
リハビリテーション科/主任
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20日（木） 14：00 ～14：45
第二川崎幸クリニック3階会議室（定員50人）

「予防接種について」
大塚雅美
川崎幸クリニック小児科医師

赤ちゃんや子どもは、病気に対する抵抗力が
まだ十分でなく、病気を予防するためには予防
接種が不可欠です。

最近は多くの新しいワクチンが開発され、ワク
チンで予防できる病気が増えました。数多いワク
チンを適確な時期に接種する必要があります。

予防接種の正しい知識を取り入れてください。

27日（木） 14：45 ～15：30
第二川崎幸クリニック3階会議室（定員50人）

「第二川崎幸クリニックでの
　がん患者サポートの紹介」
田邉真由美
第二川崎幸クリニック看護科／がん化学療法看護認定看護師

がんの抗がん剤による外来治療は、川崎幸病院から第二
川崎幸クリニックに移転し、７月１日から診療を開始して
います。

専用の化学療法室を備え、医師、化学療法認定看護師、
薬剤師、ソーシャルワーカーなどのチームとして対処しま
す。がん相談外来や、がん患者支援部門を新たに設置して
サポート体制を整えています。

「女性のがん　男性のがん」
〜あなたと大切な人を子宮がん・前立腺がんから守るために〜

9月26日市民公開講座

8 月のかわさき健康塾から

少し早いのですが、注目される市民公開講座
が開催されます。
９月 26 日（土）、午後 2時から川崎市産業

振興会館１Fホールで実施される同講座では、
これまであまり取り上げなかった子宮がんにつ
いての講演があります。
最初の講演「『子宮がんについてのお話』~最

新の治療法について ~」を、お話しするのは長
谷川明俊医師です。長谷川医師は日本産婦人科
学会専門医、日本婦人科腫瘍専門医、日本産科
婦人科内視鏡学会技術認定医、日本内視鏡外科
学会技術認定医で、子宮がんについて詳しい話
しがきけることでしょう。
次に「前立腺がんについてのお話」を鈴木理仁・

川崎幸病院泌尿器科部長が、「放射線治療につい
てのお話」を芝田紫野・川崎幸病院放射線治療
医が行います。
日本人のがんの罹患率がとても高くなってい

ます。早期発見、早期治療が大切です。

主催 社会医療法人財団石心会 川崎幸病院

：
（川崎幸病院広報室）

お問い合わせ

～あなたと大切な人を子宮がん・前立腺がんから守るために～

市民公開講座

女性のがんである子宮がんと男性のがんである前立腺がんについて、

婦人科医師・泌尿器科医師・放射線治療医が、
診断、予防から最新の治療法までわかりやすく説明いたします。

皆様お誘い合わせの上、ご来場ください。

川崎市産業振興会館 ホール神奈川県川崎市幸区堀川町 番地
申込不要・参加費無料定員 名

月 日
～

土曜日

年

（開場 ： ）

「子宮がんについてのお話」～最新の治療法について～長谷川 明俊 医師日本産婦人科学会専門医 日本婦人科腫瘍専門医
日本産科婦人科内視鏡学会技術認定医 日本内視鏡外科学会技術認定医

講演①

「前立腺がんについてのお話」鈴木 理仁 医師川崎幸病院 泌尿器科部長

講演②

「放射線治療についてのお話」芝田 紫野 医師川崎幸病院 放射線治療医

講演③

座長：川崎幸病院副院長 放射線治療センター長田中 良明 医師
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あおぞら スクエアー

ＪＲ鶴見駅西口前で開業しています。眼科は当地で
開設以来 77 年の伝統があります。昭和 13 年に現
院長の大学の先輩にあたる福田医師が開設し、平成
13 年に引継ぎました。平成 20 年、父親の副院長が
定年退職を機に内科、循環器科を同一フロアーに併
設しました。

患者さんの中には親子・孫など３代、４代にわたっ
て受診される方もいます。当院は地域のファミリード
クターとして地元に根付いた診療を大切にしています。

眼科では、一般眼科診療に簡単な外来手術とレー
ザー治療を行っていますが、院長は大学病院でも外来
と手術を担当しており、必要に応じて大学で治療する
場合もあります。眼科は手術以外予約なしの診療です。

副院長は長年大学病院、都立病院、日赤病院で循
環器内科の診療をしてきた関係で、内科には地元の
患者さん以外に都内在住の方や、遠く長野や静岡か
ら通院する方もいます。再診予約制です。

クリニックに眼科と内科、循環器科が併存する利点
は、高血圧、脂質異常症、糖尿病などの血管疾患が
眼底検査で直視できることが挙げられます。特定健診
でも眼底写真を眼科専門医が判定します。

川崎幸病院の特徴は、救急患者の受け入れや地域
連携室の対応が良いことです。内科では CT、MRI、
エコー検査、消化管内視鏡検査や急な入院など毎日
のようにお世話になっています。

しかし、鶴見近辺の眼科救急には問題があります。
基幹病院の眼科は小規模で対応に限界があり、川崎
幸病院には眼科がありません。地域住民の皆さんのた
めに眼科救急の受け入れ態勢が改善されることを望ん
でいます。

健 康町 の 人 々 の を 支 え る
川崎幸病院の登録医によるショート・エッセイ

眼科と内科・循環器内科の連携医療
西村有希子	 本宮武司
福田記念本宮眼科内科医院院長 同副院長

福田記念本宮眼科内科医院
〒 230-0062　横浜市鶴見区豊岡町 17-19
電話 045-581-4489
診療科：眼科・内科・循環器科

第二川崎幸クリニックでは、患者さんの気持ちを癒

すために、壁面に絵画を展示することを考えていまし

た。川崎美術協会では、すでに川崎幸クリニックで会

員の作品を展示しており、第二川崎幸クリニックにも同

じような協力を申し出てくれました。

７月 22 日、川崎美術協会の宮下優一事務局長はじ

め幹部の方がクリニックを訪れ、展示できる壁面や何

点くらい懸けられるのか下見をしました。この下見に基

づいて、展示用のレールを設置する工事を行い、会

員の作品の選定と搬入を行います。

展示時期は未定ですが、来院される皆さんの目を

きっと楽しませてくれることでしょう。

川崎美術協会は、川崎市文化協会にメンバーとして

参加する唯一の総合美術団体です。同協会は昭和 25

年に創立しましたが、昭和５年にできた川崎絵画会を

発展的に解消した伝統のある美術団体です。

5 回目を迎える大動脈瘤アンカレッジが、今年

も７月 25 日、横浜市のホテルで「大動脈瘤アン

カレッジ 2015」として開催されました。

座長を宮入剛・聖マリアンナ医科大学心臓血

管外科主任教授が務め、林宏光・日本医科大学

放射線医学准教授と吉鷹秀範・心臓病センター

榊原病院上席副院長が講演をしました。

この日の参加者は、70 人の医師をはじめとす

る医療関係者が集まりました。

医療関係者に向けた大動脈瘤アンカレッジは、

大動脈診療の最前線の診療ガイドラインから最

新の治療まで網羅した情報を提供するために、

2011 年から開催しています。代表世話人を笹栗

志朗・川崎幸病院院長が務め、事務局は川崎幸

病院 川崎大動脈センターに置かれています。

川崎美術協会が第二川崎幸クリニックを訪問

クリニックに絵画を提供するため

大動脈瘤アンカレッジ2015 開催

案内する関川浩司院長（右端）と川崎美術協会の皆さん

川崎の町角で ⑲
納涼祭の舞台裏

１年を通じた南河原公園の催

事のなかで、もっとも規模が大き

いのが石心会グループ主催の「納

涼祭」でしょう。

主催する石心会グループの川

崎幸病院、川崎幸クリニック、第

二川崎幸クリニック、川崎クリニッ

ク、さいわい鹿島田クリニックか

ら、各部署の行事委員会メンバー

45 人 が ４月から準 備を始めま

す。準備の打ち合わせは７回に

及びました。

今年の納涼祭には、19 の店と

業者の店が２、合計 21 の店を

出し、当日は、200 人以上の石

心会グループのスタッフが運営に

当りました。

18:30 に 開 始し、20:30 に 雨

も降らず、無事に終えることがで

きました。今年は昨年以上の方

が集まり、年ごとに増加の一途を

たどっています。運営にあたった

スタッフは、「大変だった」とは

言いながら、無事に終わり達成

感を味わっていました。


