
土曜の午後、日曜・祝日は運行しておりません。
［平日］

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）

［土曜日］

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
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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。

無料
シャトルバス
のご案内

８月１日より
巡回ルートで
運行しています

川崎幸病院

川崎幸さいわい

クリニック
JR川崎駅
西口

川崎
クリニック

JR川崎駅
西口

JR川崎駅
東口

時計

バス乗場

川崎駅前交番

バス乗場 バス
乗場

口
札
改

西口
高架通路

エスカレータ

東口

ラゾーナ川崎

歩道デッキ

歩道デッキ

アゼリア
地下街

アトレ川崎

JR川崎駅

日航
ホテル

地下街
1番出口

ヨドバシ
カメラ

→

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 15
12
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。

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
11
12
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・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： 生命
中田孝子
（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

2 0 1 5

3

第二川崎幸クリニック
オープンまで５か月
川崎幸クリニックの外科系診療科を中心に移転
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7 月の第二川崎幸クリニックの開設によって、患

者さんがどこに行けばいいのか混乱しないようにす

るため、総合案内センター（仮称）の設置を検討

中です。

患者さんの便利さを配慮して、現行のシャトルバ

スの運行ルートを変えて、川崎幸病院や３つのクリ

ニックと川崎駅を結ぶ新しいルートを作る予定です。

新ルートは第二川崎幸クリニックのオープンに合わ

せてお知らせします。

第二川崎幸クリニックの工事は着々と進行してい

ますが、現場はシートでおおわれて見えません。シー

トがはずされ外観が見えるようになるのは 6 月頃と

予想されます。

川崎駅西口・東口を結ぶシャトルバス
の利用者は 1,998 人で、合計 1 万
4,073 人でした。

なお、12 月の巡回コースの利用者
数は、6,855 人と発表しましたが、
12,887 人の誤りでした。したがって、
12 月の利用者総数は１万 4,882 人
になります。お詫びして、訂正させて

いただきます。

■ かわさき健康塾
ついに４万人突破を達成

前号で、かわさき健康塾への参加
者の延べ総数が４万人を超えるのが
間近とお伝えしましたが、１月 13 日
にとうとう突破しました。皆さんの熱

心なご参加に、心からお
礼いたします。

１月のかわさき
健 康 塾 は、 参 加
者 は 1,584 人、 講
座数は 46 でした。

川崎幸クリニックと川崎クリニック
川崎幸病院の外来部門のクリニックが 4 つになりま

す。川崎幸クリニック、川崎クリニック、さいわい鹿島

田クリニックそして新設される第二川崎クリニックです。

7 月から川崎幸クリニックは、内科系診療科の他、

小児科、総合診療、整形外科（慢性）、在宅医療

を中心に診療することになります。専門外来として

は、甲状腺、めまい、認知症、アレルギー、リハビ

リテーションなどを予定しています。

川崎クリニックとさいわい鹿島田クリニックは、人

工透析とそれに関連した腎臓内科、糖尿病診療を

行います。また、川崎クリニックでは足外来や手術

前後の診療をする整形外科、退院後のリハビリテー

ションを行います。

新設の第二川崎幸クリニック
新しくできる第二川崎幸クリニックの主な診療は、

外科系診療科の他に総合診療、健康診断です。

内視鏡、がんの外来化学療法、日帰り手術も行

われます。さらに専門外来として、頭痛、前立腺、

乳腺、ペイン（痛み）、肝臓、がん相談などの設置

を予定しています。

4 つのクリニックは、それぞれ違った分野の医療

を行います。

患者さんの便利を優先します
３つのクリニックは、混雑などを避けるために電

話による予約制によって運営しています。第二川崎

幸クリニックも電話予約制になります。

■ 川崎幸病院
１月の救急車搬送の患者さんは
1,099人

冬の季節は、救急車で搬送される
患者さんが増加傾向になります。11
月 853 人、12 月 982 人、 １ 月 は
1,099 人でした。

昨年の１月は、インフルエンザの

流行が例年にくらべて少なかったこ
ともあって 892 人で、昨年とくらべ
て、207 人、23.2％の大幅増加にな
りました。

また、１月の救急隊からの患者さ
んの受け入れ要請に対する川崎幸病
院の断りはありません。

■ シャトルバス
１月の利用者数は1万4,073人

1 月の JR 川崎駅西口⇒川崎幸病院
⇒川崎幸クリニックの巡回コースバス
の乗車人数は、川崎駅発 4,131 人、
川崎幸病院発 3,594 人、川崎幸クリ
ニック発 4,350 人で、合計 12,075
人でした。また、川崎クリニックと JR

石心会News

第二川崎幸クリニック
オープンまで５か月
川崎幸クリニックの外科系診療科を中心に移転
７月、第二川崎幸クリニックは、川崎幸クリニックの主に外科系診療科を移転して開院します。
移転先は、旧川崎幸病院の跡地、幸区都町です。
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南河原公園
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第二川崎幸クリニック（旧・川崎幸病院）

川崎幸クリニック

川崎クリニック

川崎市幸区都町 39-1
予約電話番号　未定
●外科系診療科、総合診療、婦人科、感染症外来、  
　健康診断
●内視鏡治療、がんの化学療法、日帰り手術
●専門外来 : 頭痛・前立腺・乳腺・ペイン ( 痛み )・  
　肝臓・がん相談など

川崎市幸区南幸町 1 丁目 27-1
予約電話番号　044-511-2112
●内科系診療科、小児科、総合診療、
　整形外科 ( 慢性 )、在宅診療

●専門外来 : 甲状腺・めまい・認知症・
　アレルギー・ 膠原病・リハビリテーションなど

川崎市川崎区日進町7-1 
川崎日進町ビルディング6・7・8階
外来予約電話番号　044-222-9259　
透析センター　044-211-6500
●人工透析

●透析関連診療科：腎臓内科、
　糖尿病、足外来など

●整形外科（手術前後の診療）、
　退院後のリハビリテーション
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3 月のかわさき健康塾からかわさき健康塾 2015年 3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

5日（木） 生活習慣病予防と運動 出口 貴子　 カナケイ株式会社

9日（月） 地域の中で発達障がいの子に寄り添う子育て ～前向きにこどもと関わるために～ 池見 麻里子 川崎市社会福祉協議会

12日（木） 認知症とともに歩む ～心理面での理解と支援について～ 稲富 正治 恒春園　地域包括支援センター

23日（月） 糖尿病のウソ?・ホント? 原田 浩見 さいわいデイサービス

24日（火） 生活習慣病についての話 ～糖尿病も含む～ 沢　丞 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

26日（木） 働き盛りの今から始めるロコモ対策! 猪田 佐和乃　　先方都合により非公開

28日（土） 脳を若く保つ! 弓指 洋子 あすなろクラブ

川崎幸クリニック
臨床心理士

川﨑幸クリニック　
理学療法士

川崎幸クリニック　臨床心理士
心理相談室/室長

糖尿病看護認定看護師
看護部

川﨑幸クリニック　
リハビリテーション室/理学療法士

内科医師
副院長 / 内科部長

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。

開催日 時間 テーマ 講　師 開催場所（定員）

4日（水） 11:00 〜14:00
ヘルシーメニュ－でお花見パーティー 川崎市教育文化会館

5階　料理教室（20人）　加藤 真理子

6日（金）
14:00 〜14:45 胆石についての話 岡本 法奈 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 病院の上手なかかり方 小堀　仁

9日（月） 14:00 〜14:45 うつ病における在宅医療と実際の現場 part2 作間　聡 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）

10日（火）
14:00 〜14:45 胸痛を感じたら・・・ 〜狭心症について〜 佐々木 法常 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 お家に帰ろう！ 〜在宅介護の実際〜 中田 貴也

11日（水）
14:00 〜14:45 重症下肢虚血について 〜厳しい現実〜 岩村 弘志 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 人工透析最前線 〜血液疾患と治療方法〜 長澤 建一郎

12日（木）
14:00 〜14:45 最近のがん放射線治療について 田中 良明 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 看護師が伝えるシリーズ 〜胸の痛み〜 羽場 美保子

13日（金）
14:00 〜14:45 今日から分かる検査データ 佐藤 政延 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 看護師が伝えるシリーズ 〜ケガや病気の緊急性について〜 安彦　文

17日（火） 13:30 〜14:15 医療福祉連携 〜高齢者の健康を求めて〜 櫻井 与志彦 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）

18日（火）
14:00 〜14:45 もっと知りたい! ジェネリック医薬品 中村 広樹 ソリッドスクエア西館1階

2番会議室（63人）14:45 〜15:30 コレステロール・中性脂肪が気になる方へ 島野 佑美子

19日（水）
14:00 〜14:45 川崎幸クリニックで見つけた色々な”がん” 設楽 雅人 ソリッドスクエア西館1階

2番会議室（63人）14:45 〜15:30 脳卒中 〜脳卒中の危ないサイン〜 壷井 祥史

20日（金） 14:00 〜14:45 噛める　食べれる　入れ歯
〜お口の健康は幸せ長寿の源　毎日を快適に過ごしましょう〜 澤村 俊也 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）

23日（月）
14:00 〜14:45 尿と検査 〜おしっこからどんな事がわかるの？〜 石部 里紗 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 腰・足の痛みについて 原　淳

24日（火） 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 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）

25日（水）
14:00 〜14:45 すい臓にしこりがあると言われたら 〜3部作 その3 治療編〜 山﨑 將人 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 腹部エコー検査でわかること 布川 祐子

26日（木） 14:00 〜14:45 健康な口もとと健康長寿 須貝 昭弘 川崎市産業振興会館9階
第3研修室A・B室（99人）

30日（月）
14:00 〜14:45 心不全について 〜診療と治療〜 村瀬 達彦 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CT 〜造影って何!!!? 〜 石田 和史

31日（火）
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 最近のがん化学療法について 藤巻 由美子
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20名様料理教室 先着
事前申込制

●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
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３月25日（水）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）

「すい臓にしこりがあると言われたら」
～3部作 その3 治療編～

山﨑將人
消化器病センター／消化器外科医師／外科副部長

すい臓のしこりが見つかり、その状態がわかって診断
がつくと治療の段階になります。

すい臓の病気で多いのは、すい炎とすい臓がんの２
つです。すい炎には急性と慢性のものがあります。

今回はしこりの実体と、その治療についての話しです。

３月13日（金） 14:45 ～15:30
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）

「看護師が伝えるシリーズ」
～ケガや病気の緊急性について～

安彦 文
看護部主任／看護師

子どもや家族が急にケガや病気になったとき、病院に
行く方がいいのかどうか、救急車を呼ぶ方がいいのかど
うかと迷ったり、応急手当の方法がわからなかったりす
るものです。

そんなときはどうすればいいのか、看護の現場からお
話しします。

３月６日（金） 14:00 ～14:45
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）

「胆石についての話」
岡本法奈
消化器病センター／消化器内科医師

肝臓から分泌される胆汁の成分が固まって胆のう
や胆管内に溜まったものが胆石です。

胆石のある人は中年以降に多く、女性が男性より
２倍多いといわれています。また、胆石症は４０歳
代の太った女性に多く、症状は非常に強い右上腹部
痛や悪心・嘔吐、発熱があります。肥満や過食、不
規則な食生活、ストレスなどの生活習慣が影響して
いるといわれています。

３月10日（火） 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）

「お家に帰ろう！」～在宅介護の実際～
中田貴也
医療相談科／社会福祉士

在宅介護は、要支援または要介護の方が自宅で生
活しながら、各種の介護サービスを受けることです。
日常生活で最低限のことができる軽度の要介護状態
の方や、家族などがお世話できる場合は在宅介護に
なることが多く、グループホームやケアハウスなど、
施設でありながら自宅（居宅）の扱いとなるものも
あり、それらの施設での介護サービスも、在宅介護
の範囲に含まれます。

在宅介護の実際はどのようなものでしょうか。

３月11日（水） 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）

「重症下肢虚血について」～厳しい現実～
岩村弘志
放射線 IVR 科副部長／放射線 IVR 科医師

高血圧、糖尿病、高脂血症（脂質異常症）などの
生活習慣病の増加にともない、足の血管の病気であ
る閉塞性動脈硬化症が増えています。その重症型で
ある重症下肢虚血（足潰瘍、壊疽）も増加しています。

下肢に栄養を供給する動脈が硬化により細くなっ
たり、つまって足先が栄養不足になり発生します。
安静時でも痛みが持続し、進行すると足に潰瘍がで
きたり、壊疽といって足が黒くなる症状が出現します。

３月31日（火）14:00 ～14:45
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）

「緊急性のある頭部疾患の画像診断」
　

伊藤隆志
放射線診断科／顧問／放射線診断医師

人の頭の病気は、脳卒中、脳梗塞、脳出血、脳腫
瘍などちょっと思いおこすだけでも数多くあります。そ
れを見つけるには、MRI や CT などの検査機器が用い
られます。

画像で疾患を見つけ、治療に結び付ける画像診断の
中で、緊急性の高い疾患についてお話しします。
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1月、延べ参加者総数が４万人突破！
かわさき健康塾、２年４か月で達成

４万人を突破したのは今年の 1 月 13 日（火）の

こと。この日は、２会場で健康塾が開催されていま

した。

通常の塾が川崎市産業振興会館で、「胸の痛みを

感じたら」と題して津田泰任・川崎幸病院心臓病セ

ンター／循環器内科医師、「人工透析最前線」と題

して長澤建一郎・CE 科透析室主任／臨床工学技士

の二人が講演をしました。

また、もう一つは出張講座として東芝小向事業所

で稲富正治・川崎幸クリニック心理相談室室長／臨

床心理士が「ストレスコントロールについて」と題

した講演を行っていました。

正しい医療知識を知っていただくため
地域の医療をより良いものにするには、住民の方

や働いておられる方に正しい病気の知識と、それを

予防する方法を知っていただくことが必要だと取組

んだのがかわさき健康塾でした。

その記念すべき第 1 回の塾は 2012 年 10 月 1

日に開催されました。会場は川崎市産業振興会館

研修室で、沢丞・川崎幸病院副院長／内科部長に

よる「糖尿病治療の最前線」と久米直子・川崎幸

病院栄養科主任による「便秘解消の食生活と日常

生活」が話されました。

４万人突破に要した講座数は977
ここにくるまで、２年４か月かかっていますが、

月平均で約 35 講座があり、そこにそれぞれ平均

41 人の参加者が来場して達成できた計算になりま

す。到達して初めてその数の膨大さと、１回、１回

を続けることの意義を感じます。さらに、それだけ

の関心をもち、熱心に医療の知識を求められた地元

の皆さんがおられたのです。

すぐれた健康塾にするために
かわさき健康塾の運営責任者である紀平浩幸・

川崎幸病院広報室長は、「いつの間にか４万人に

なっていました。病気にならないために正しい知識

を積重ねていただきたいと健康塾は始まりました。

今もその姿勢は変わりませんが、『こんな話を聞き

たい』というご希望のテーマがあれば、郵便はがき

でお知らせください。なるほどというテーマでしたら、

実現を検討します。それがこの健康塾をますます良

くしていく方法の一つです」と、話していました。

（宛先：〒 212-0014 川崎市幸区大宮町 31-27 

川崎幸病院広報室 かわさき健康塾係）

僕がまだ病院に勤務していた頃は漠然と、重症の
人は病院に入院して治療し、軽症の人は通院して治
療を受けるものと思っていました。あたかも「病院に
入院する患者さん」と「外来通院する患者さん」の
二種類の患者さんがあるかのように。

開業して長い時間をかけて患者さんを診ていくと、
普段は外来に通院してくるけれど、病気が重くなった
時には入院して治療を受け、また良くなったら退院し
て通院に戻るという流れが見えてきました。病院とい
うところは重症になったときに行くところなのだと。

では在宅医療とは何だろう。癌の末期であったり、
寝たきりであるということは、重症なのではないだろう
か。重症なら入院するべきなのではないだろうか。「病
院」を「重症になったら行くところ」ととらえると、こ

のような矛盾が生じます。
今はこう考えています。
町はひとつの病院で、患者さんの家は病棟のような

もの。病院の中のように、主治医が家々を回診してい
く。通院が可能であれば眼科や皮膚科や整形外科な
どの外来へ行くけれど、それが困難なら各科の医者が
家に行く。高度な医療や検査が必要なときには病院に
入院する。それが在宅医療の理想的な姿であり、ま
た病院の機能も特化していくのではないでしょうか。

青木整形外科
〒 212-0011　川崎市幸区幸町 4-18
電話 044-540-3875
診療科：整形外科（在宅医療あり）

青木晴彦
青木整形外科院長

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

在宅医療と病院の役割り

川崎幸病院をはじめ石心会グルー

プには多くの医療・看護施設があ

ります。アルファメディック・クリ

ニックは人間ドック・生活習慣病健診を、川崎健診

クリニックは、企業健診・一般健診の分野を担い、

健診を通して病気の早期発見、予防に努め、健康

の維持増進の支援をしています。

２月１日、アルファメディック・クリニックの塚本嘉

昭院長が関連病院へ出向することになり、その後を

受けて福見知子医師が院長に就任しました。

福見新院長は、三井記念病院で研修し、主に内分

泌内科の臨床を行っていました。さらに生化学分野の

研究に興味をもち京都大学で医学博士号を得た後、

カリフォルニア州立大学に留学して研究を続け、帰国

後しばらくは研究を続けていましたが、臨床に復帰

しました。

福見院長は、学究肌であるかというと、決してそ

うではなく、「昔は説教をするのが嫌いでしたが、

最近はむしろ好きになりました。問題のある方には、

すぐに川崎幸クリニックで検査と治療を受けなさい

とお尻を叩きます」と気さくに話します。「最近は若

い独身男性や単身赴任の糖尿病、脂質異常症（高

脂血症）、高血圧の方がとても増えています。石心

会グループでは、健診をして終りではなく、患者さ

んのその後の病状の追跡ができるのでうれしいです

ね」と、臨床にも意欲を見せています。

家では、１匹の犬と２匹の猫を飼っている動物好

きの新院長です。

アルファメディック・クリニックの新院長
福見知子医師が就任

1984年	愛媛大学医学部卒業
			同年	 三井記念病院内科
1986年	浜松医科大学第二内科
1988年	京都大学第二内科
1993年	京都大学で医学博士号取得
1995年	米国カリフォルニア州立大学サンフランシスコ校（博士研究員）
2001年	三重大学生理学教室講師
2003年	国立生理学研究所細胞生理部門准教授
2008年	東京西徳洲会病院内分泌内科（医長）
2011年	あき乃クリニック糖尿病内科（院長）
2012年	諏訪中央病院
2015年	アルファメディック・クリニック院長に就任


