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地域で動脈硬化をチェック

血管系の病気を
見逃さないために

石心会グループ
神奈川地区広報誌
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地域で動脈硬化をチェック

ドクターズ・
プロフィール

血管系の病気を見逃さないために

医師の横顔

原淳

石心会神奈川地区では、

川崎幸病院副院長／整形外科部長

川崎幸クリニック、さいわい鹿島田クリニック、川崎クリニック、川崎幸病院を中心として、
全身の血管管理によって地域の皆さんの健康を維持し、病気を見逃さない試みを始めました。
8 月 26 日（火）
、かわさき健 （厚生労働省人口動態統計）。

４

神奈川地区での取組み

ほぼ満員の 8 月 26 日のかわさき健康塾

硬化の状態を知り、地域ぐるみ

原淳整形外科部

す か と 訊 く と、

で動脈硬化性疾患の早期発見と

長が着任したのが

「重症の膝の前十

予防を進めようとしています。

2013 年４月でし

字靱帯損傷や腰

た。整形外科の手

の椎間板ヘルニ

康塾が川崎市産業振興会館の第

例年では、肺炎がはずれ、が

川崎幸病院は、脳や心臓や大

３研修室で開催されました。「生

ん、心疾患、脳血管疾患の 3 つ

動脈などの動脈硬化性疾患に高

活 習 慣 病 の 原 因 は 動 脈 硬 化 !!?

がいつも上位を占めていますが、 度な入院医療を提供しています

そのためにはまず、ABI 検査を

～ ABI 検査について学びましょ

これを大きく分けると、がん系

が、川崎幸クリニック、さいわ

受けていただきます。この検査

術件数は、昨年が 550 件でした

アになった選手が、復帰しても

う～」
がテーマです。大栁佳奈子・

の病気と血管系の病気です。そ

い鹿島田クリニック、川崎クリ

では、動脈硬化の度合や早期の

が、瀬戸上智行医師が加わって

パフォーマンスがあがらないと

川崎幸クリニック 検査科 / 臨床

して脳疾患と心疾患は、動脈硬

ニックでは、患者さんや地元の

血管障害が検出できます。簡単

４人体制になり、今年は 750 件

か、復帰に時間がかかることが

検査技師が講師でした。

化に関わる病気です。

皆さんの動脈の状態をチェック

な検査で、体に何も影響を与え

と予想しています。川崎幸病院

多いのです。選手が計画通りに

して、全身血管管理を行う計画

ず、痛みもありません。

では腰部脊柱管狭窄症と腰部椎

復帰すると、一緒に怪我と戦っ

間板ヘルニアが最も多い病気だ

たという喜びがあります。そん

そうです。

な選手がゴールを決めたりする

会場では、講演開始の１時間

動脈硬化とは、動脈の壁が厚

前からたくさんの参加者の列が

くなって内腔が狭くなったり、

できはじめていました。無料の

硬くなったりすることによって、

ABI 検査実施券を先着 50 人に配

を実施しています。

検査の結果によって動脈硬化

動脈硬化は全身の病気ですか

の状態を診て、問題のある方に

動脈の働きが悪くなる病態の総

ら、心臓で動脈硬化の病気を指

は、より精密な検査や治療を行

られることになっていて、それ

称です。したがってこれは病名

摘された方は、脳の動脈硬化も

おうとするものです。

を求めるための列でしたが、こ

ではありません。

進んでいる可能性があります。

男女ともに 50 歳を過ぎた皆さ

そこで、脳神経外科、循環器内科、

んには、
この検査をお勧めします。

う冠状動脈、大動脈、さらに脳、

心臓血管外科などを受診された

ABI 検 査 は 外 来 検 査 で、 川 崎

頚部、腎臓、下肢の動脈などで

方に、全身の動脈をチェックし

幸クリニック（電話：044-511-

大きな問題となります。

ようというのが全身血管管理の

2112）
、さいわい鹿島田クリニッ

合に年間 40 日ほど立ち会いま

一つです。

ク（ 電 話：044-556-2722）
、川

す。以前はサッカー観戦が大好

崎クリニック（電話：044-222-

きでしたが、今では医師の仕事

スポーツ医科学センター、国際医療福祉大

9259）で実施しています。
「ABI

になっています」と、原部長。

幸病院に。

の日の参加者は 87 人と大盛況で
した。

動脈硬化が原因となって
起きる病気

動脈の変化は、特に心臓を養

動脈硬化が原因となって起き

日本人の死因別の死亡数では、 る病気には、狭心症、不安定狭

手始めにABI検査を

１位ががんで36万1000人、２位

心症、心筋梗塞、脳梗塞、大動

が心疾患で19万6000人、３位が

脈瘤、腎梗塞、下肢の末梢性動

もう一方で神奈川地区の住民

肺炎の12万3000人、４位は脳血

脈疾患 ( 閉塞性動脈硬化症 ) など

の皆さんにも、もっとも初期的

があります。

な検査を受けていただき、動脈

けています。

でした。

管疾患で12万1000人の順でした

検査をしたい」と予約してくだ
さい。

原部長といえば、サッカーで

と、とても嬉しく、チームドク

す。日本ではチームドクターを

ター冥利に尽きます」とのこと。

置かなければならないのがサッ

サッカー選手には重症の怪我

カーとラグビーで、原部長は J

が多いそうで、その経験が川崎

リーグのヴァンフォーレ甲府の

幸病院の整形外科の医療に反映

チームドクターを務めています。

されています。

「休日を使ってキャンプや試

怪我をした選手が、回復して
ピッチで活躍するのを目の当
た り に す る と、 ど ん な 気 分 で

原淳
（はら・じゅん）
横浜市立大学医学部卒
1997 年から国立横浜病院、横浜市立大
学附属市民総合医療センター、ローマ大学
学熱海病院講師などを経て、2013 年川崎
日本整形外科学会専門医、日本整形外科
学会スポーツドクター認定医、日本整形外科
学会脊椎脊髄認定医。J リーグ「ヴァンフォー
レ甲府」チームドクター。

石心会 News
■川崎幸病院

７月も救急受け入れ要請の断りゼロ
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■かわさき健康塾

７月の参加者は1 ,9 3 5 人

このことは、全国的に見ても希有

減少している理由として小林和彦統

救急・総合診療部を中心に病院の

なことで、全国の救急病院や消防署

括事務部長は、「川崎市北部に救急搬

かわさき健康塾には地元に住んで

全職員が、救急隊からの救急患者さ

の救急隊から、救急医療のモデルケー

送患者さんを積極的に受け入れる病

おられる方、川崎の企業に務めてい

んの受け入れ要請を断らないことを

スとして注目されています。

院ができました。また、南部地域の病

る方、団体に入っておられる方が参
加されています。

モットーとして、救急対応を続けて

７月の救急要請による患者さんの受

院のうち、これまでは避けていた救急

います。その成果として、昨年９月

入数は、760 人でした。昨年が 837

患者さんの受け入れを見直しはじめた

以来 11 か月連続で、断りゼロを続

人ですので 77 人減、マイナス 8.8％

ところがあります」とのことでした。

今夏は猛暑にもかかわらず、たくさ
んの皆さんに参加していただきました。

ちなみに昨年７月の参加者が 1,464
人でしたので、熱心な皆さんに支えら
れていることがよくわかります。
■シャトルバス

７月の利用者は1 3 ,8 4 9 人

11,923 人でした。
また、川崎駅と川崎クリニックを
結ぶバスの利用者は、1,926 人で、
二つを合計すると 13,849 人でした。
8 月からは川崎駅、川崎幸病院、川
崎幸クリニックの運行ルートが巡回ルー

川崎駅、川崎幸病院、川崎幸クリ

トに変わりました。8 月の途中経過を見

ニックを結ぶシャトルバス利用者は、

ると、さらに利用者数が増えていました。
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かわさき健康塾
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。
開催日

時間

2日（火）

一般公開講座

特別
講座

4日（木）
5日（金）

特別
講座

どなたでもご参加いただけます

特別
講座

特別
講座
特別
講座

特別
講座

8日（月）

14:00 〜14:45
14:45 〜15:30
14:00 〜14:45
14:45 〜15:30
14:00 〜14:45
14:00 〜14:45
14:45 〜15:30
11:00 〜14:00

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

11:00 〜12:00

11日（木）

14:00 〜14:45

講

14:45 〜15:30

日（火） 14:00 〜14:45

来場者特典

50人

ABI検査実施チケットを配布します
●受診対象日／9月 21日（日）午前中 ●受診施設／川崎幸クリニック

口から始まる健康長寿

医療法人

心豊かに生きるために

稲富 正治

今日は救急（99）の日
人工肛門の話
大動脈瘤が破裂したらどうなるでしょうか…
咳、のどの痛み、発熱

25日（水）

14:00 〜14:45

26日（金）

14:00 〜14:45

どなたでもご参加
いただけます

特別講座

「骨粗しょう症」
市民公開講座

「かわさき幸・
がんフォーラム」

〜初めて受ける方も、ずっと受けている方も!! 〜

主催団体の方たち
限定となります

井上 貴博

IVR科医師
放射線IVR科副部長

山崎 元成

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）

浅野

ソリッドスクエア西館 1階
2番会議室（63人）

國玉 眞江

消化器内科医師
消化器内科部長/内視鏡センター長

大前 芳男

放射線診断医師
放射線診断部長

信澤

健ナビ薬樹薬局/薬剤師

肩こり・腰痛・膝痛を100倍楽しむ方法
麻酔はこわくない！

整形外科医師
整形外科副部長
麻酔科医師
麻酔科副部長

17日（水）

14:00 〜15:20

20日（土）

13:00 〜16:00

ソリッドスクエア西館 1階
2番会議室（63人）
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）

ソリッドスクエア西館 1階
2番会議室（63人）

宏

中村 広樹

川崎市産業振興会館
9階第 3研修室
A・B室（99人）

柳沢 勇一郎

川崎市産業振興会館
9階第 3研修室
A・B室（99人）

髙山

渉

馬嶋 正和

川崎市産業振興会館 9階
第 3研修室A・B室（99人）

かしまだ地域包括支援センター
主任

柳原 智江

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）

循環器科副部長/ 山嵜 継敬
心臓病治療の最前線 〜不整脈に対する最先端治療〜心臓病センター副センター長

ミューザ川崎シンフォニーホール
4階 市民交流室（150人）

医療法人社団

地域包括支援センターの上手なつかい方 〜地域の’よろず’相談どころ〜

10:00 〜11:10

ル4階研修室 1+2+3
（81人）

恒春会 馬嶋病院
整形外科専門医

腰痛のおはなし 〜良い腰痛、悪い腰痛〜

循環器科医師

管理栄養士が伝える骨粗しょう症 〜栄養の話〜

川崎幸クリニック
栄養相談室/管理栄養士

前立腺がんと放射線治療

〜切らずに治すがん治療〜

東京大学医学部附属病院 放射線科准教授
緩和ケア診療部部長
カリフォルニア大学サンフランシスコ校
泌尿器科/放射線科教授

テーマ

！〜もしもの時にあわてない子どもの手当〜
1日（月） パパママも必見！
3日（水） ここまで進んだ「胃がん検診・大腸がん検診」 〜初めて受ける方も、ずっと受けている方も！！〜
5日（金） 水分補給とトイレの悩み 〜自分らしい生活のための排泄ケア〜

12日（金） 早食いのメリット・デメリット
18日（木） 五十肩・腰痛・膝痛サヨナラ 〜軽い体操をしながら〜

佐藤 政延
小堀
沢

仁
丞

親子のたまり場
矢向事業所

幸区社会福祉協議会

民生委員

キャノン株式会社 川崎事業所

理学療法士
リハビリテーション科/科長

手塚 純一

幸風苑

感染管理認定看護師
医療安全管理室/主任

武良 由香

南河原地区社会福祉協議会 / 南河原
地区すこやか活動推進委員会

小堀

つるみ中央ケアプラザ

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〜

仁

地域包括支援センター

※ご希望の2 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。

※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.0 4 4 - 5 4 2 - 7 007

主催団体

キャノン株式会社

広報室

コ校 泌尿器科／

ア診療部部長

放射線治療科教授

前立腺がんの治療で、最近急速に治療の精度を高めてい

～切らずに治すがん治療～

るのが、放射線治療です。最先端の放射線治療について、
第一線の医師が話します。

13日（土）10:00 〜11:00

心臓の心拍数が異常に多くなる頻

ミューザ川崎シンフォニーホール 4階市民交流室

脈性不整脈（心房細動）の方がたく

特別講座

心臓病治療の最前線

山嵜 継敬

川崎幸病院循環器内科副部長／

〜不整脈に対する最先端治療〜

心臓病センター副センター長

さんいらっしゃいます。それを根治
する治療法のアブレーションについ
て話します。

17日（水）14:00 〜15:20

ミューザ川崎シンフォニーホール 4階研修室

特別講座

管理栄養士が伝える骨粗しょう症

宮崎 恵美子

川崎幸クリニック栄養相談室／

〜栄養の話〜

管理栄養士

理学療法士が伝える骨粗しょう症

猪田 佐和乃

骨折しやすくなるのが女性に多い骨粗
しょう症です。栄養や運動の面からこ
の症状を見るとどうなのかを話します。

川崎幸クリニックリハビリテーション室／

〜運動の話〜

3日（水）14:00 〜15:30

加齢とともに骨がスカスカになり、

理学療法士

5日（水）14:00 〜15:30

9日（水）14:00 〜15:00
今日は救急（99）の日

さいわいデイサービス

24日（水） 病院の上手なかかり方

前立腺がんと放射線治療

学サンフランシス

科准教授 緩和ケ

脳卒中

川崎市産業振興会館
ホール（478人）

酒井 千鶴子

広報室

市民公開講座「かわさき幸・がんフォーラム」

附属病院 放射線

足の血管病

篠原 克人

大前 芳男

内科医師
副院長/内科部長

川崎市産業振興会館 1階ホール

篠原 克人

カリフォルニア大

中川 恵一

シンフォニーホール4階
研修室 1+2+3（81人）

消化器内科医師
消化器内科部長/内視鏡センター長

病院の上手なかかり方

東京大学医学部

宮崎 恵美子 ミューザ川崎

蒲池 淳一

今日からわかる検査データ

中川 恵一

ミューザ川崎シンフォニーホール 4階
研修室

救急救命士
EMT科

臨床検査技師
検査科/科長

20日（土）13:00 〜16:00

ミューザ川崎シンフォニーホール 4階
研修室

講師

皮膚・排泄ケア認定看護師
看護部

９月のかわさき健康塾から

ミューザ川崎シンフォニーホール 4階
研修室

川﨑幸クリニック
猪田 佐和乃
理学療法士が伝える骨粗しょう症 〜運動の話〜 リハビリテーション室/理学療法士

22日（月） 秋の食中毒予防について

4

仁

骨粗しょう症予防の食事と運動 〜涼しくなる今こそ見直しませんか〜 健ナビ薬樹薬局/管理栄養士 難波 友美

13日（水）

9日（火）

吉村 まり子

外科医師
消化器病センター

川崎幸クリニック
内科医師

お酒とたばこのおそろしい話
もっと知りたいジェネリック医薬品

開催日

出張講座

第 1・2・3学習室合併
（108人）
ミューザ川崎シンフォニ ーホ ー

看護師 田中 亜由美
看護部/科長 関口 純恵

14:00 〜14:45

特別講座

救急外来看護科長
看護部

医療法人社団 湯沢会
ゆざわ日航ビル診療所 院長

24日（水）

14:00 〜14:45

川崎市教育文化会館 5階
料理教室（20人）

伊藤 瑞枝

川崎幸クリニック 臨床心理士
心理相談室 室長

ここまで進んだ「胃がん検診・大腸がん検診」

日（月） 14:00 〜14:45

川崎市産業振興会館 9階
第 3研修室A・B室（99人）

須貝 昭弘

川崎市教育文化会館 4階

20名様

旅行と医療 〜旅先のトラブルを避けるために〜

14:45 〜15:30

須貝歯科医院
院長

●申込締め切り日／定員になり次第、受付終了
●申込電話／044-542-7007 ●参加費／500円

14:00 〜14:45

29
30日（金）

歯愛会

大栁 佳奈子

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）

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）

看護師が伝えるシリーズ 〜胸の痛み〜

14:45 〜15:30

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）

脳神経外科医師
脳卒中 〜脳卒中の危ないサイン〜
脳神経外科/医長 壷井 祥史
診療放射線技師
脳梗塞の画像診断 ーCT編ー
放射線科 石田 和史
管理栄養士
〜残暑が厳しいときのメニュー〜
医食農同源 川崎幸病院 × JAセレサ川崎
栄養科

14:00 〜14:45

14:45 〜15:30

開催場所（定員）

臨床検査技師

〜救急車を上手に使いましょう〜

14:00 〜15:00

師

！
！
？〜
前立腺がんの検査 〜PSA って知っていますか！
検査科 / 科長 佐藤 政延
外科医師
学
熱中症について
救急・総合診療部部長/外科副部長 後藤
循環器内科医師
〜閉塞性動脈硬化症について〜
髙橋
英雄
足の血管病
心臓病センター
川崎幸クリニック
生活習慣病の原因は動脈硬化！
！？〜ABI検査について学びましょう〜 検査室/臨床検査技師

料理教室 先着
事前申込制

9日（火）
16
18日（木）
19日（金）

9月 開催スケジュール

テーマ

先着

3日（水）

2014年

〜閉塞性動脈硬化症について〜

〜脳卒中の危ないサイン〜

髙橋 英雄

壷井 祥史

川崎幸病院循環器内科／心臓病センター医師

川崎幸病院脳神経外科医長

生活習慣病の原因は
動脈硬化!!?

脳梗塞の画像診断
― CT編 ―

〜ABI検査について学びましょう〜

石田 和史

大栁 佳奈子

川崎幸病院放射線科／診療放射線技師

川崎幸クリニック検査室／臨床検査技師

脳卒中は脳の血管が破れたり、詰まっ

動脈硬化はたいてい 50 歳を過ぎる

たりして、脳に血液が届かなくなり、脳

と、どなたにもあります。問題はそれ

の神経細胞が障害される病気です。脳

が原因となる、心筋梗塞や脳梗塞など

梗塞、脳出血、くも膜下出血、一過性

を起こさせないことです。

脳虚血発作の 4 つがあります。

〜救急車を上手に使いましょう〜
吉村 まり子

川崎幸病院救急外来看護科長

９月９日は、語呂合わせで「救急
の日」とされています。
病気は時と場所を選ばずに起きてし
まいます。川崎幸病院では救急車か
ら救急患者さんの受け入れ要請があ
れば断りません。
ベテランの救急看護師が、救急車
の上手な使い方を伝授します。

5

あおぞら スクエアー

キッズ外科手術体験セミナー開催
今年は30人が参加
今年も８月９日 13:30 〜 16:00、
夏休みの小学５、６年生を対象に

楽しい読書

23

『タルト・タタンの夢』
近藤 史恵 著

て体験しました。

創元推理文庫

それぞれのブースでは、関川浩

にした「君も未来の外科医になろう」

司副院長（消化器病センター長／

というサブタイトルのセミナーが川

外科部長）以下、外科のスタッフ

崎幸病院講義室で開催されました。

が小学生たちの側に付いて指導。

年々参加希望者が増える中、参

手取り足取りでさまざまなトレーニ

加したのは保護者同伴の 30 人の

ング機器を使った本格的な外科手

小学生たち。20 人の定員に対して

術の実際に触れることができました。

定価 700 円 + 税

40 人もの応募があり、希望に応え
るため、定員を 30 人まで拡大して
の開催でした。
小学生の皆さんは、スーチャリン

ビストロ「パ・マル」は、 下町

にシェフが謎に取組みます。

の商店街の片隅にある小さなフレ

やがてシェフお手製のヴァン・

ンチ・レストラン。さまざまな客が

ショー（ホット・ワイン）を強化

気軽に利用します。シェフ、サブシェ

耐熱グラスのデュラレックスに入

フ、 女性ソムリエ、サービス担当

れて供されるのをきっかけに謎解

のギャルソンの４人でまわしていま

きが始まります。

す。この４人が、 客のトラブルの

表題のタルト・タタンとは「普

謎を解くのですが、 主にシェフが

通のタルトとは焼き方が違う。普

謎を解くことで、客を取り巻く人間

通のタルト・オ・ポンムなら、タ

模様が変わっていきます。

ルト生地の上に、りんごが載る。

本 書 は、 フ ラ ン ス 料 理 を よ く

だが、タルト・タタンは、先にリ

知っていると、さらに味わいが深

ンゴを型に敷き詰めて、それを火

くなりますが、読んでいくうちに

にかけて煮た後に、上にタルト生

料理の数々が身近に感じてくるか

地をかぶせて、オーブンで焼く」

ら不思議です。

のだそうだ。
このビストロの名、パ・マルとは、

たいていのストーリーは料理にか

グ（縫合）
、内視鏡手術シミュレー

らんでトラブルが起きて、客の体調

ター、 腹腔鏡トレーニング BOX、

に配慮しながら料理をつくり、同時

超音波メス体験、自動縫合器体験

「悪くない」という意味。食欲の秋
にふさわしい本です。

の５つのブースをチームに分かれ
川崎幸病院の登録医によるショート・エッセイ

町 の 人 々 の 健 康 を 支 え る

白衣を着ずに普段着で診療
この地で父が開業したのが 1960 年代です。私は
聖マリアンナ医科大学を卒業後、同じ大学の病院をは
じめ、同東横病院、衣笠病院、東名厚木病院などで
勤務医をしていました。担当したのは、一般外科と消
化器内科でした。

佐藤 忠昭
佐藤医院院長
鶴見区医師会会長・横浜市医師会理事

地域の医療と介護にかかわる「さわやか相談室」
（電
話 045-503-1289）を設けました。また、病院との
連携も大切で川崎幸病院の関川浩司副院長はじめス
タッフの皆さんと交流を深めています。
佐藤医院では、フットワークの軽さと、敷居の低さ

90 年、父の死後この医院を継いで開業し、親子で、 を心がけています。私は白衣を着ずに普段着で、自然

川崎の町角で

黄花秋桜

キバナ
コスモス

⑭

今年の夏は、全国各地で頻発し

6

犬や猫もずいぶんくたびれているの
ではないでしょうか。
いよいよ秋です。夏バテで落ちた

長いもので 50 年以上この地域で診療しています。

現在、江ヶ崎町の世帯数は約 2,700、人口は約
6,800 人です。近年、どこの地区でも住民の高齢化

体力を回復するには、食事や睡眠

が顕著ですが、ここでは次々とマンションが建ち、昔

と適度な運動が大切です。

から住む方に加えて若い世帯も増えています。かつて

た豪雨と、ものすごい暑さが特徴

ラゾーナ川崎レジデンスの一角に

だったと思います。熱中症になって

は、ヒマワリと黄花コスモスが、強

救急車で搬送された方もたくさんい

い日差しのもとで、健気にも花を開

らっしゃいました。人だけでなく、

いていました。

体の医療を目指しています。呼ばれれば、すぐに往診
にも行きます。医療は患者さんと同じ立場に立つべき
だと考えるからです。

佐藤医院

医院の周囲は田畑であったのが懐かしく思い出される

〒2 3 0 -0 0 0 2

ほどです。

電話： 0 45 -5 7 1 -48 9 3

最近、鶴見区医師会が中心になり、多職種連携で

横浜市鶴見区江ヶ崎町1 2 -1 9

診療科：内科、外科、リハビリテーション、胃腸科、肛門科

7

JR 川崎駅
西口

川崎幸 さいわい
クリニック

川崎
クリニック

運行は月〜土曜日（祝日含む）、
日曜日は運行しておりません。

土曜の午後、日曜・祝日は運行しておりません。
［平日］

00 20 40

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

00 20 40
00 20 40
00 20 40
00 20 40
00 20 40
00 20 40
00 20 40
00 20 40
00 20 40
00 20 40
00 20 40

10 30 50

15 35 55

さいわい

さいわい

川崎 幸 クリニック行

10 30 50

15 35 55

10 30 50

15 35 55

10 30 50

15 35 55

10 30 50

15 35 55

10 30 50
10（川崎駅西口行）

7

00 20 40
00 20 40

8
9
11
12

00 20 40
00 20 40
00 20 40

15 35 55

10 30 50
10 30 50
10 30 50
10 30 50

15 35 55
15 35 55

ヨドバシ
カメラ

15 35 55
15 35 55
15 35 55

アゼリア
地下街

バス乗場

東口
シャトルバス乗場
（一般車乗降場）

15

00 30

15 45

00

15

00 30

15 45

土曜・祝日は運行しておりません。

川崎クリニック
時
8
9
10

川崎駅前交番
東口
地下街
1番出口

15 45

00

東口

川崎クリニック発 川崎駅東口発
川崎駅東口行 川崎クリニック行

10 30

50 00 20 40
00 20 40

11
12
13
14
15

00 20 40 10 30 50
00 20 40 10 30 50
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。
さいわい
川崎幸病院・川崎 幸 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。

石心会グループ神奈川地区

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）

川崎 幸 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

人工透析・一般外来

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

人工透析・一般外来

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

一般外来

さいわい

（電話予約が必要です）
（電話予約が必要です）
（電話予約が必要です）

人間ドック・生活習慣病健診 アルファメディック・クリニック
（電話予約が必要です）
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
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
新緑脳神経外科
神奈川県横浜市旭区市沢町 574 -1 TEL : 045 - 355 - 3600
脳ドック
（横浜サイバーナイフセンター）
在宅事業部 さいわい訪問看護ステーション TEL:044-556-4213 新川崎居宅介護支援事業所 TEL:044-522-6307
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夢見ヶ崎 TEL:044-599-1205
さいわいヘルパーステーション TEL:044-522-6871

福祉用具レンタルさいわい TEL:044-522-6312
かしまだ地域包括支援センター 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： 八ヶ岳遠望
小玉 精子（川崎美術協会会員）

http://www.sekishinkai.or.jp

救急・急性期医療・
放射線治療・人工透析

エスカレータ

さいわい

川崎 幸 クリニック行

10 30 50

アトレ川崎

00 30

15 45

15 45

（代）
044-511-2266

10

00 20 40

10 30 50

さいわい

歩道デッキ

日航
ホテル
川崎 幸 クリニック発
川崎駅西口行

12

15

時計

JR川崎駅

15 35 55

川崎幸病院発

11

14

15 35 55

10 30 50

10

30

電話 ：

時

改
札
口

15 35 55

10 30 50

9

13

15 35 55

10 30 50

バス
乗場

高架通路

歩道デッキ

15 35 55

10 30 50

西口

バス乗場

15 35 55

10 30 50

8

ラゾーナ川崎

15 35 55

10 30 50

時

（一般車乗降場）

15 35 55

10 30 50

［土曜日］
川崎駅西口発
川崎幸病院行

1F・西口
シャトルバス乗場

西口

川崎クリニック発 川崎駅西口発
川崎駅西口行 川崎クリニック行

212-0013 川 崎 市 幸 区 堀 川 町 ５ ８ ０ソリッドスクエア東 館 ４ Ｆ

00 20 40

8
9

川崎 幸 クリニック発
川崎駅西口行

→

7

川崎クリニック

川崎幸病院発

〒

時

川崎駅西口発
川崎幸病院行

JR 川崎駅
東口

さいわい

JR川崎駅の東口、西口の２カ所から

川崎幸病院

編集長 ： 倉重 成忠

８月１日より
JR 川崎駅
巡回ルートで
西口
運行しています

川 崎 幸 病 院 ／ 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／ 新 緑 脳 神 経 外 科 ／ アルファメディック・ クリニック／ 川 崎 健 診 クリニック／ 石 心 会 グループ在 宅 事 業 部

JR川崎駅から川崎幸病院、川崎幸クリニックへの
バスの運行ルートが変わりました。

発行責任者 ： 石井 暎禧

無料
シャトルバス
のご案内

