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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： 3丁目住宅

竹川志郎（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

2 0 1 5
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寒い冬を暖かく元気に

栄養科がお奨めする
変わり鍋５種

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

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、祝日も運行しています。なお、日曜日は運行しませ
ん。また外来循環ミニバスも運行しています。

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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寒い冬を暖かく元気に

栄養科がお奨めする変わり鍋５種
鍋は寒い冬にはうってつけの家庭料理。でも、寄せ鍋やおでんだけでは飽きてしまいます。
川崎幸病院栄養科の管理栄養士に、おいしくて、からだにいい変わり鍋を考案してもらいました。
お試しください。

●イタリアン鍋
「連日の鍋に飽きてきちゃったよ…」
そんな若いご家庭向け

●わさび鍋
鼻に抜けるわさびが心地よく、
冷酒と相性がいいシンプルな鍋

【材料】 (2人分) (4人分)
・ダイストマト缶 200g 400g
・タマネギ 1/2個 1個
・ニンニク 1片 2片
・鶏もも肉 200g 400g
・ブロッコリー 1/2株 1株
・パプリカ（黄） 1/2個 1個
・マッシュルーム 1/2パック 1パック
・オリーブオイル 大さじ2 大さじ3
≪ スープ≫
・水 500ml 1000ml
・コンソメの素 小さじ2 小さじ4
・砂糖 小さじ1 小さじ2
・塩・コショウ 少々 少々

【作り方】
①鍋にオリーブオイルを熱し、

スライスしたニンニクとタ
マネギを炒め、タマネギが
しんなりとしたらスープの
材料とトマトを入れる

②煮立ったら一口大に切っ
た鶏肉、パプリカ、ブロッ
コリー、マッシュルームを
入れて、火が通ったらでき
あがり

③シメには、ご飯と粉チーズ
でリゾットや、ゆでたパス
タでスープスパゲッティ
がおすすめ

【材料】(４人分) ＊２人前はこの半量で。
・鶏手羽 ８本
・塩 少々
・サラダ油 小さじ２杯
・木綿豆腐 300g
・水菜 １束
・昆布
（または昆布粉末だしの素） １枚

・水 600ml
・大根おろし 500g
・わさび（生）
（チューブでも良い）

１本

・ポン酢 （お好みで）

【作り方】
① 鶏手羽に塩をもみ込む
②土鍋にサラダ油を熱し、鶏

手羽に焦げ目をつける
③ ②に昆布でとった出汁（昆

布粉末出汁でもいい）
④木綿豆腐を８等分に切り

③に入れ中火で30分煮る
⑤火を止め水気を切った大

根おろしを土鍋の中央に
乗せ、真ん中におろしたわ
さび（またはチューブのわ
さび）をのせてでき上がり

⑥お好みで、ポン酢でいただく

●たっぷり野菜と
　餃子の担担鍋
あっという間に作れて、野菜嫌いの
お子様もきっとモリモリ食べてくれます

【材料】 (2人分) (4人分)
・冷凍餃子 12個 24個
・ミックスモヤシ 1袋（300ｇ） 2袋（600ｇ）
・にら 50ｇ（1/2束） 100ｇ（1束）
・豚ひき肉 80ｇ 160ｇ
・長ネギ 30ｇ（1/4本） 60ｇ（1/2本）
・おろしショウガ 2ｇ（小さじ1/2） 4ｇ（小さじ1）
・おろしニンニク 2ｇ（小さじ1/2） 4ｇ（小さじ1）
・ゴマ油 6ｇ（大さじ1/2） 12ｇ（大さじ1）
・トウバンジャン 3ｇ（小さじ1/2） 6ｇ（小さじ1杯）
（辛いのが苦手なら入れなくてもOKです）
・めんつゆ
（三倍希釈） 36ｇ（大さじ2杯） 72ｇ（大さじ4杯）

・味噌 18ｇ（大さじ1杯） 36ｇ（大さじ2杯）
・白練りゴマ 36ｇ（大さじ2杯） 72ｇ（大さじ4杯）
・水 500cc（カップ2と1/2杯）1000cc（カップ5杯）
シメには・・・
・鍋用ラーメン 1玉（90ｇ） 2玉（180ｇ）（または生ラーメン）
・卵 50ｇ（1個） 100ｇ（2個）

【作り方】
①長ネギをみじん切りに、ニラは4㎝の長さに切る 
②土鍋を火にかけ、ごま油を入れて熱し、豚ひき肉、おろしショウガ、おろしニン

ニク、トウバンジャンを炒める
③火が通ったらお玉を使い、一度器に取り出しておく
④土鍋に水、めんつゆ、みそ、練りゴマを入れ、よくかき混ぜる
⑤煮立ったらミックスもやしを入れ、その上に取り出しておいたひき肉を乗せる
⑥鍋ふちに冷凍餃子を凍ったまま並べて入れる
⑦ふたをして5分位煮て、餃子に火が通ったらニ

ラを入れ、ひと煮立ちしたらでき上がり
⑧シメは残った汁に鍋用のラーメン（また

はゆでた生ラーメン）を入れ、卵でとじ
て担担麺に

●ミネラルたっぷりお鍋
貧血やイライラを解消します

【材料】 （2人分） （4人分）
・小松菜 2/3束（200g） 4/3束(400g)
・カキ 200g 400g
・キャベツ 2枚(100g) 4枚(200g)
・シメジ 1パック(100g) 2パック(200g)
・ミニトマト 10個 20個
・バター 大さじ1/2 大さじ1
・水 2カップ 4カップ
・豆乳 1カップ 2カップ
・味噌 大さじ2 大さじ4
シメには… 　　　　　　　　
・スパゲッティ(乾) 100g 200g
・ベーコン 1枚(20g) 2枚(40g)
・とろけるチーズ 20g 40g
・卵 50g(1個) 100g(2個)

【下処理】
・小松菜を3㎝に切って下ゆで

する
・キャベツは0.5㎝の千切り
・シメジは石づきをとってほぐす
・ミニトマトのへたをとる
・カキは、片栗粉と塩(分量外)

をまぶして洗う
・ベーコンを１㎝に切る

【作り方】
①お鍋に水を入れ沸騰してきたらバターと味噌をとかす
②キャベツ、シメジを入れる
③豆乳を入れ、カキ・小松菜・ミニトマトを入れて煮る
④カキに火が通ったら完成
〆のパスタ
①スパゲッティをゆでておく
②残ったスープにベーコンを入れて加熱
③温まってきたらスパゲッティを入れ、とろけるチーズを

加える
④チーズが溶けたら火を止め、溶き卵を入れて手早く絡

めて完成
※お好みで黒こしょうをかけて

（カキはあんまり煮すぎないように。豆乳もあまりぐらぐら
煮立たせない）

●焼き餅鍋
寒い冬の忙しい朝、鍋を食べて１日元気に

【材料】 (2人分)     
・もち 4個
・大根 2㎝
・ニンジン 適量
・豚肉
（しゃぶしゃぶ用薄切り） 80ｇ

・めんつゆ 120ml
・水 3カップ
・水菜 適量
・ユズの皮（千切り） 適量

【作り方】
①もちはオーブントースターなど

で焼き、両面に軽く焦げ目をつ
ける

②大根は千切りにする。ニンジン
は薄切りにして好みの型で抜く

③土鍋に水を入れて火にかけて、沸
騰したら②を入れてさっと煮る

④豚肉を1枚ずつ入れて火を通し、
めんつゆを注いで調味する

⑤①を入れて、時々返しながら軽
く煮込み、最後に5㎝に切った
水菜とユズの皮をちらす

●ミネラルたっぷりお鍋

●たっぷり野菜と餃子の担担鍋

●イタリアン鍋 ●わさび鍋
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かわさき健康塾 2015年 12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

2日（水） あなたは大丈夫？健康診断結果票から読み取るあなたの健康状態 佐藤 政延　 デル健康保険組合／デル株式会社　共催

3日（木） 前向きに人生を楽しむ為の脳の活かし方 弓指 洋子 アクティブシニアクラブ

4日（金） 産む前より、キレイに元気になる体操 清水 京子 日進町こども文化センター

5日（土） 尿と検査 ～おしっこからどんな事がわかるの？～ 石部 里紗 あすなろクラブ

7日（月）
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

9日（水） 腰痛・治療革命　見えてきた痛みの正体 柳沢 勇一郎 蒲田法人会

16日（水） 肩こり・腰痛予防と効果的なトレーニング理論 手塚 純一 神奈川県　中原警察署

臨床検査技師
検査科/科長

言語聴覚士
リハビリテーション科/主任

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

臨床検査技師
検査科

理学療法士
リハビリテーション科　

整形外科医師
整形外科副部長

理学療法士
リハビリテーション科/科長　

●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。

冬休み特別フォーラム　こころとからだ

12日（土） 9:30 〜11:30

こころの健康とからだの健康、そしてその接点 稲富 正治

川崎市産業振興会館
ホール（478人）

こころの病 〜うつ病〜 浮穴 裕美
こころのリフレッシュ法 〜認知行動療法(お試し編)〜 後藤 恵理
こころと暮らしのサポート
〜第二川崎幸クリニックの取り組み〜 小峯 千明

ど
な
た
で
も

ご
参
加
い
た
だ
け
ま
す

川崎幸クリニック　臨床心理士
心理相談室/室長

臨床心理士

臨床心理士

第二川崎幸クリニック/
社会福祉士

開催日 時間 テーマ 講　師 開催場所（定員）

2日（水）
14:00 〜14:45 誰も教えてくれない検診の話 網木　学 第二川崎幸クリニック　

3階会議室（50人）14:45 〜15:30 糖尿病の検査 〜検査データの示すもの〜 中山 玲子

9日（水） 14:00 〜14:45 意外と多い顎関節症 〜頭痛・眠気の原因は歯ぎしり???〜 齊藤　圭 ソリッドスクエア西館1階
2番会議室（63人）

10日（木）
14:00 〜14:45 題名のない健康塾 藤原 裕之 第二川崎幸クリニック　

3階会議室（50人）14:45 〜15:30 歌って覚える「胸の痛み」 羽場 美保子

11日（金）
14:00 〜14:45 ＩＶＲって、なに？ 〜パート3　IVRで広げる血管の病気〜 中川 達生 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 造影ってなに？？ 石田 和史　

14日（月）

13:30 〜14:00 頭痛の話 安江 正治
第二川崎幸クリニック　
3階会議室（50人）14:00 〜14:45 看護師が伝えるシリーズ 〜前立腺がんについて〜 市川　瞳

14:45 〜15:30 看護師が伝えるシリーズ 〜血圧のはなし〜 三澤 拓子

15日（火） 14:00 〜14:45 食事からはじめるロコモ対策
加藤 真理子 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）高橋 理佳

16日（水） 14:00 〜14:45 歯周病と全身疾患について 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）

17日（木）
14:00 〜14:45 胸の痛みを感じたら・・・ 〜狭心症について〜 津田 泰任 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 やさしい放射線治療の話 〜肺がんについて〜 田中 良明

21日（月）
14:00 〜14:45 緊急性のある頭部疾患の画像診断 伊藤 隆志 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 脳卒中 〜脳卒中の危ないサイン〜 壷井 祥史

22日（火）
14:00 〜14:45 病院の上手なかかり方　

〜知ると診療時間や医療費がスリムになる！？〜
紀平 浩幸 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 生活習慣病について 安島 美保

24日（木）
14:00 〜14:45 けが・病気、こんな時どうすればいいか？ 後藤　学 第二川崎幸クリニック　

3階会議室（50人）14:45 〜15:30 身近なようで案外知らない健康保険制度のいろいろ 恩田 功一

25日（金）
14:00 〜14:45 慢性腎臓病について 柴田 真希 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 LDLコレステロールを下げる血液浄化療法 長澤 建一郎

一
般
公
開
講
座
　
ど
な
た
で
も
ご
参
加
い
た
だ
け
ま
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外科医師
消化器病センター
川崎幸クリニック

検査科/主任
医療法人ＲＡＩＳＥ　

デンタルクリニックＫ　院長
消化器内科医師

消化器内科副部長皆様のご質問お受けいたします。

看護師
看護部/主任

放射線IVR科医師
放射線IVR科医長

診療放射線技師
放射線科/川崎地区ＣＴ技術指導者

第二川崎幸クリニック
脳神経外科医師/部長

看護師
看護部/主任

急性・重症患者看護専門看護師
看護部

管理栄養士
栄養科

管理栄養士
栄養科

医療法人ＲＡＩＳＥ　
デンタルクリニックＫ 医員

循環器内科医師
心臓病センター/医長

放射線治療医師
放射線治療センター長/副院長

放射線診断医師
放射線診断科/顧問

脳神経外科医師
脳神経外科/副部長

広報室/室長

川崎幸クリニック
糖尿病科医長

外科医師
救急・総合診療部部長/外科副部長

広報室

腎臓内科医師
腎臓内科医長
臨床工学技士

CE科透析室/主任

フリートーク

特別
講座

特別
講座

こころとからだ

紀平浩幸
川崎幸病院広報室室長

安島美保
川崎幸クリニック糖尿病科医長

12月12日（土） 9：30 ～11：30
　川崎市産業振興会館ホール（定員478人）

12月22日（火）　ミューザ川崎シンフォニーホール　4階研修室（定員81人）

「何となくからだがだるい。でも、検査をしても
異常がなかった」、「就職して、実際に働いてみた
ら、自分のやりたいことが分からなくなった」、「主
婦と育児に追われる毎日。どうしても部屋を片付
けられず、散乱状態」、「学校や職場に通えない」、
「気持ちが落ち着かない」、「考えが整理できない」
など、思い当たるこころの動き。
こころが体に与える影響もあれば、逆に体がこ

ころに影響を与えます。まさに「心身一如」でこ

ころと体は、お互いに影響しあうものです。
さまざまなこころの問題についてお話しします。

医療施設では、それぞれの役割を分担して、お
互いの連携が深まっています。病院、クリニック
などを、どうすれば上手に利用できるのでしょう
か。時間や医療費の無駄をなくす、賢い患者にな
る方法を伝授します。

睡眠、運動、飲食、仕事など暮らしのさまざま
なところで繰り返し行われる生活習慣。中でも喫
煙、飲酒、ストレス、糖や脂質の過剰摂取、肥満、
栄養不足など、あまりよくない生活習慣が病気を
もたらします。正しい生活習慣を身につけて、病
気にならないようにしましょう。

こころの健康とからだの健康、
そしてその接点
稲富正治
川崎幸クリニック心理相談室室長 /臨床心理士

こころのリフレッシュ法
～認知行動療法 ( お試し編 ) ～
後藤恵理
臨床心理士

こころの病
～うつ病～
浮穴裕美
臨床心理士

こころと暮らしのサポート
～第二川崎幸クリニックの取り組み～
小峯千明
第二川崎幸クリニック社会福祉士

病院の上手なかかり方
～知ると診療時間や医療費がスリムになる！？～ 

生活習慣病について

12月のかわさき健康塾から
冬休み特別フォーラム

14：00 ～14：45 14：45 ～15：30
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あおぞら スクエアー

川崎の町角から

今年も、年末を迎えました。５

月には川崎駅前のさいか屋が閉

店して、独立した建物としての百

貨店は川崎市内から消えてしまっ

たそうです。

やはり５月に、川崎区日進町

の簡易宿泊所で火災が発生。隣

接する簡易宿泊所にも延焼し、

10人が死亡する惨事となりまし

た。ここには単身で高齢の方が大

勢暮らしていました。また、８月

には幸区の老人ホームで、疑惑

の連続転落事故が発覚し、介護

の現場への不信がつのりました。

医療・福祉は一体のものという

考えがあります。切れ目のない医

療・福祉の連携が地元地域に求

められます。来年はいいニュース

を聞きたいものです。

年末年始のお知らせ

年末年始は、川崎幸病院と川崎幸クリニックの内科・小児科は休みません。他の施設は

12月30日～1月3日の５日間休診です。

川崎幸病院 通常通り24時間オープン

川崎幸クリニック 内科・小児科のみ無休
他診療科　12月30日～1月3日　休診

第二川崎幸クリニック 12月30日～1月3日　休診

川崎クリニック 12月30日～1月3日　休診

さいわい鹿島田クリニック 12月30日～1月3日　休診

アルファメディッククリニック 12月30日～1月3日　休診

川崎健診クリニック 12月30日～1月3日　休診

新緑脳神経外科
（横浜サイバーナイフセンター） 12月30日～1月3日　休診

新たに「訪問診療のご案内」

リーフレットを作成しました。

どのような病気や障害があって

も、住み慣れた地域に最後まで

住み続けたい方のために、川崎

幸クリニック地域医療部が各事

業所・各部署と連携し、サポー

トに努めます。

リーフレットには、診療時間、

診療地域、在宅で可能な医療処

置などを記載しています。

川崎幸クリニック地域医療部から

少子高齢社会を反映し、医療の財源が少なく
なることを予想して、政府は効率的な医療を求
めています。団塊の世代である現在65歳の人た
ちが、75歳以上の後期高齢者になるのが2025年
で、高齢者数がピークになります。
2025年まで増え続ける高齢者を含めた国全体の
医療をどのようにするのか準備が始まっています。

■ 今年の川崎幸病院

11月13日川崎市内のホテルで、川崎幸病院は登

録医の皆さん、関連する病院関係者の皆さんを招

いて、医療連携をより緻密に、深くする会を開き

ました。　

川崎幸病院がどのような医療を行っているかを

知っていただき、連携登録医のかかりつけの患者

さんの病状が悪化したり、検査が必要なときに利

用していただくためです。

同会は、笹栗志朗・川崎幸病院院長の、「2014年

には血管外科を、今年は婦人科を開設しました。

当院の患者さんは、神奈川県川崎市、横浜市、東

京都の一部に広くいらっしゃいます。川崎大動脈

センターが設立以来3,000例の胸部大動脈手術を

達成し、かわさき健康塾は５万３千人の参加者を

数えています」という挨拶で始まりました。

来賓の羽鳥裕・日本医師会常任理事は、日本医

師会の説明の後、「川崎市の人口は、流入が増え

て、京都市に匹敵するくらいの人口になりそうで

す」として、「総合診療の専門医を作るためのプロ

グラムを作成中です」とお話しいただきました。

■ 各センター、各科の紹介
川崎幸病院の最新の医療を知っていただくため

に、消化器外科（消化器病センター）の山﨑將人

部長の説明に始まり、13の診療科の代表による各

科の紹介が行われました。

救急に力を注ぐ川崎幸病院ならではの、循環器

内科（心臓病センター）の自動心臓マッサージシ

ステム「LUCASⅡ（ルーカス）」のデモンストレー

ションも行われました。

その後、出川寿一・川崎市内科医会会長のご挨

拶で懇親会が開かれ、地域の医療情報や医療体制

などについて意見交換が熱心に行われました。

この日出席したのは、登録医、病院などの医療

関係者90人、石心会神奈川地区グループ50人の合

計140人でした。

地元地域の医療をより良くするために
「川崎幸病院 医療連携の会」を開催

笹栗志朗
川崎幸病院院長

羽鳥裕
日本医師会常任理事

出川寿一
川崎市内科医会会長

ルーカスのデモンストレーション


