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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
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： バラ
並川淳
（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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７月１日、
第二川崎幸クリニックオープン
6月26日（金）に内覧会を開催します

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

川崎幸病院

川崎幸さいわい

クリニック
JR川崎駅
西口
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越えるかをテーマに、心の整え方につ
いての講演でした。参加者数 86 人。
●「動かそう、カラダ。」

４月 9 日（木）、出口貴子・川崎幸
クリニック理学療法士による「動かそ
う、カラダ。」。

厚生労働省は、社会保障費の削減
と国民の健康維持を目的にしたガイド
ライン「アクティブガイド」を発表しま

した。そこでは日常生活の中でもう 10
分体を動かそうという「＋ 10（プラス
テン）：今より10 分多く体を動かそう」
を提案しています。その内容に基づき、
日常生活でできそうな 10 分の体操を
選んで講演しました。参加人数は36人。
●「春のスキンケア・春のフットケア」

４月 30 日（木）は、川崎幸病院
看護部の原田浩見・糖尿病看護認定

看護師と酒井千鶴子・皮膚排泄ケア
認定看護師の二人による講座。

春は肌のトラブルが多い季節と言
われます。また、高齢者は足にトラ
ブルを起こしがちです。それらを解決
する体の洗い方や保湿の方法につい
て体験型の講演をしました。参加者
は 63 人。

■ 川崎幸病院
４月の救急搬送の受入患者さん

救急隊からの要請で受け入れた救
急患者さんの数は 769 人でした。
昨年の同月は 720 人でしたので、
49 人、6.8％の増加でした。

なお、救急患者さんの断り件数は
０でした。

■ かわさき健康塾
４月の塾参加者数

かわさき健康塾の４月の講座数は
34、参加者数は 1,401 人でした。

また、開塾以来の延べ参加者数は、
４万 4,900 人になりました。2012 年
10 月に始まった かわさき健康塾 です
が、今年の５月中に４万 5,000 人の大
台を突破します。

評価が高かった講座
●「心を整える」

４月３日（金）、稲富正治・川崎幸ク
リニック臨床心理士による「心を整え
る」。4 月は春たけなわの季節です。同
時に、入学や入社など新しい生活に変
わる時期でもあります。気持ちがワクワ
クすると同時に不安になることも多く、
心が不安定になるこの季節をどう乗り

石心会News

７月１日、
第二川崎幸クリニックオープン
6月26日（金）に内覧会を開催します

第二川崎幸クリニックは外装を終えて足場がはずれ、現在内装の仕上げに入っています。
７月１日開院に向けて引っ越しの準備作業に入っています。

６月26日（金）に内覧会を開催
患者さんとそのご家族、地元にお住まいの方など

に向けた内覧会が、６月 26 日（金）午後１時から

３時まで開催されます。旧・川崎幸病院をご存知

の皆さんは、リフォームされガラリと変貌しているの

に驚かれることでしょう。

１階には総合案内、待合室、MRI をはじめさま

ざまな検査室などがあります。２階には、22 の診

察室、採血コーナー、生理・検体検査室、手術室、

がんの外来化学療法室などがあります。３階は、内

視鏡室とラウンジがあります。

初診の方の予約電話の受付は川崎幸クリニック
と同じ044-511-2112にお電話ください

第二川崎幸クリニックと川崎幸クリニックの予約電

話番号は共通です。
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受付スタッフがお話しを伺って、どちらかのクリ

ニックにご案内します。

第二川崎幸クリニックへ無料バスをご利用の方は
無料バスで第二川崎幸クリニックに行かれる方に

は、現在運行しています巡回バスに加えて、JR 川

崎駅西口からの直行便の運行を計画しています。決

まり次第、お知らせいたします。

川崎市幸区都町 39-1
予約電話番号　044-511-2112
外科、脳神経外科、脳血管内治療科、
心臓血管外科、血管外科、IVR科、形成外科、
乳腺外来
消化器内科、泌尿器科、婦人科
外来化学療法
胃・大腸内視鏡検査、各種画像診断、
血液・生理検査、各種健康診断
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かわさき健康塾 2015年 6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（金） 生活習慣病についての話 〜糖尿病も含む〜 沢　丞　 ひろば　かしまだ

8日（月） 熱中症予防について 吉村 まり子 子育て支援センターあいいく

18日（木）
腰痛予防の体操 西田 友紀子 地域包括支援センター　幸風苑

運動で認知症予防 〜今日からできる生活習慣のコツ〜 出口 貴子 えんがわ　大島のあかり

25日（木） 腰痛予防の体操 手塚 純一 地域包括支援センター　幸風苑

29日（月）
小児歯科の実際 〜０歳〜３歳を中心に〜 齊藤　圭 子育て支援センター　かんがるー

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 THE　FAME　CAFÉ

看護師
看護部/科長
理学療法士

リハビリテーション科/主任
川崎幸クリニック　

リハビリテーション室/理学療法士
理学療法士

リハビリテーション科/科長
医療法人ＲＡＩＳＥ　

デンタルクリニックＫ　理事長
医療法人ＲＡＩＳＥ　

デンタルクリニックＫ 医員

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）

3日（水）
14:00 〜14:45 医師たちの○○事情 藤原 裕之 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 看護師が伝えるシリーズ 〜ヒートショックとその予防について〜 中屋 政人

4日（木）
14:00 〜14:45 突然死は他人事ではありません!『もしも』の対応を習得しましょう 伊藤 賀敏 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 看護師が伝えるシリーズ 〜脳卒中の早期発見と救急外来の受診の仕方〜 川村 未樹

5日（金）
14:00 〜14:45 検査のプロが話す生活習慣病 〜太り過ぎを診断する検査〜 佐藤 政延　 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 がん闘病ドキュメント　後編 〜覚悟の全摘出！後遺症との闘い、そして今後の生き方〜 堂地 克志

8日（月） 14:00 〜14:45 ロコモティブ シンドロームを学ぼう 〜転倒予防・骨折予防〜 馬嶋 正和 ミューザ川崎シンフォニーホール　
4階　市民交流室（150人）

9日（火）
14:00 〜14:45 医療ソーシャルワーカーの上手な活用方法 小峯 千明 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 熱中症予防について 後藤　学

12日（金）
14:00 〜14:45 安全・安心な放射線治療を目指して 〜医学物理士の仕事とは〜 伊藤 さおり 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

15日（月）
14:00 〜14:45 結核とレントゲン 高瀬 博康 ソリッドスクエア西館1階

2番会議室（63人）14:45 〜15:30 看護師が伝えるシリーズ 〜脱水予防について〜 野口 沙果実

18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 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 〜脳卒中の最新治療〜 成清 道久

19日（金） 14:00 〜15:00 川崎幸クリニック　訪問診療の実際 森　聡 川崎市産業振興会館 9階
第3研修室A・B室（99人）栁澤 淳子

23日（火）
14:00 〜14:45 ピロリ菌と検査について 中村 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）14:45 〜15:30 性格について 稲富 正治

24日（水）
14:00 〜14:45 無症状のうちに進行する肝臓がん、その対処法 〜3部作 その3 治療編〜 山﨑 将人 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 薬の正しい使い方 阿出川 弘樹

25日（木）
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 人工透析最前線 〜血液疾患と治療方法〜 長澤 建一郎

29日（月）
14:00 〜14:45 ＩＶＲってなに？ 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 コレステロールについて 〜良いコレステロール、悪いコレステロール〜 佐藤 政延

30日（火） 14:00 〜14:45 歯周病と全身疾患について 村元 良隆 ソリッドスクエア西館1階
2番会議室（63人）

料理教室 各教室先着20名様

17日（水） 11:00 〜13:00 ME-BYOを治す料理教室 〜美味しく減塩、食べよう繊維、腸活のススメ〜 久米 直子 東京ガスキッチンランド川崎(20名)　

26日（金） 11:00 〜14:00
料理教室 丈夫な骨・歯をつくる！カルシウムたっぷり定食

幸市民館　料理室（20名)

市民公開講座　かわさき幸・人工関節フォーラム

13日（土） 10:00 〜12:00
ひざ関節・股関節のつらい痛みとさよなら〜快適な日常生活を取り戻す人工関節手術のお話〜 川崎市産業振興会館

ホール（478人）

川崎市南部摂食嚥下研究会　市民公開フォーラム

27日（土） 14:00 〜16:30

２０２５年問題に備える!「食から繋がる医療と介護」
川崎市産業振興会館
ホール（478人）
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消化器内科医師
消化器内科副部長

管理栄養士
栄養科/主任

看護師
看護部/科長代行

健ナビ薬樹薬局鹿島田店/
管理栄養士

川崎市健康福祉局医療政策推進室 
医療・介護連携担当係長
愛仁歯科医院/口腔機能支援センター
さいわい センター長

整形外科　
副院長/整形外科部長

健ナビ薬樹薬局矢向/
管理栄養士

川崎幸病院 摂食・嚥下障害
看護認定看護師
一般財団法人　長寿社会開発センター理事
元厚生労働省大臣　官房参事官

整形外科　
整形外科副部長

健ナビ薬樹薬局古市場/
管理栄養士

特定非営利活動法人 楽 
理事長

リハビリテーション科
理学療法士

難波 友美

久保 眞人
本間 久恵

原　淳

阿部 咲子

甲斐 明美
石黒 秀喜

石井 耕士

小笠原 舞美

柴田 範子

山根 圭視

臨床検査技師
検査科/科長

事務部
管理室

医療法人社団　恒春会　馬嶋病院
整形外科専門医

川崎幸クリニック
社会福祉士　医療相談室

外科医師
救急・総合診療部部長/外科副部長

医学物理士
放射線治療品質管理室長

診療放射線技師
放射線科/主任

放射線診断医師
放射線診断科/医長

看護師
看護部/主任

放射線治療医師
放射線治療センター長/副院長

脳神経外科医師
脳血管センター

川崎幸クリニック
臨床検査技士　検査室

川崎幸クリニック　臨床心理士
心理相談室/室長

ひまわり調剤薬局株式会社
専務取締役

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
放射線IVR科医師
放射線IVR科医長

臨床検査技師
検査科/科長

医療法人ＲＡＩＳＥ　
デンタルクリニックＫ 医員

消化器病外科医師
消化器病センター

外科副部長

川崎幸クリニック　内科　訪問診療医師

川崎幸クリニック　訪問看護室　主任

急性・重症患者看護専門看護師
集中ケア認定看護師

循環器内科医師
心臓病センター副センター長/

循環器内科副部長
「知りたい！
膝関節痛の診断と治療」
～人工関節手術や骨切り術の
　　　　　実際と入院のお話～

石井耕士
川崎幸病院
整形外科副部長

「知りたい！
股関節痛の診断と治療」
～人工関節手術の実際と
　　　　　　　入院のお話～

原 淳
川崎幸病院副院長／
整形外科部長

みんなでやりましょう!
「今すぐここでもできる！
股関節・膝関節に良い体操」

山根圭視（予定）
川崎幸病院リハビリテーション科／
理学療法士

6月8日（月） 14：00 〜14：45

「ロコモティブ シンドロームを学ぼう」
〜転倒予防・骨折予防〜
馬嶋正和
医療法人社団恒春会馬嶋病院／整形外科専門医

日本は世界にさきがけて高齢社会を迎えています。
これに伴い体の筋肉、骨、関節、軟骨、椎間板という
運動器の障害も増加しています。運動器の障害による
移動機能が下がった状態を「ロコモティブシンドロー
ム」と言います。ロコモティブには「運動」や「機関車」
という意味があります。

6月30日（火） 14：00 〜14：45

「歯周病と全身疾患について」

村元良隆
医療法人ＲＡＩＳＥデンタルクリニックＫ医員

歯周病は、細菌の感染によって引き起こされる疾
患です。歯と歯肉の境目の清掃が行き届かないと、
そこに多くの細菌が停滞し歯肉が赤くなったり、腫
れたりします。歯周病菌は腫れた歯肉から容易に血
管内に侵入し全身に回り、さまざまな生活習慣病に
影響を与えます。

6 月のかわさき健康塾から

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

私たちの体は、加齢とともに体の働きが少しずつ
低下してきます。関節は骨と骨のつなぎ目で、身体
を動かす働きと身体を支える働きを担います。

膝の関節痛を訴える方は、４：１で女性に多くみ
られ、高齢者になるほど罹患率は高くなります。主
な症状は膝の痛みと水がたまることです。

はじめは立ち上がりや歩きはじめなど動作の開始
時だけに痛み、休めば痛みがとれます。そのうち正
座や階段の昇降が困難となり、やがては安静時にも
痛みがとれず、変形が目立ち、膝がピンと伸びず歩
行が難しくなります。

原因は、関節軟骨の老化によることが多く、関節
軟骨が年齢とともに弾力性を失い、つかい過ぎによ
りすり減り、関節が変形します。

股関節症は、関節の痛みと働きの障害です。股関

節は脚の付け根の鼠径部にあり、最初は立ち上がり
や歩き始めに脚の付け根に痛みを感じます。

進行すると、その痛みが強くなり、場合によって
は常に痛む持続痛や夜寝ていても痛む夜間痛に悩ま
されます。

足の爪切りをしにくくなったり、靴下を履きにく
くなったり、和式トイレ使用や正座が困難になりま
す。また長い時間立ったり歩いたりすることがつら
くなり、台所仕事などにも支障をきたします。階段
や車・バスの乗り降りも手すりが必要になります。

患者さんの多くは女性ですが、子供の時の病気
や発育障害の後遺症が主なもので股関節症全体の
80％といわれています。最近は高齢社会となったた
め、特に原因となる病気に罹ったことがなくても年
齢とともに股関節症を発症することがあります。

ミューザ川崎シンフォニーホール４階 市民交流室（150人） ソリッドスクエア西館1階2番会議室（63人）

ひざ関節・股関節のつらい痛みとさようなら
～快適な日常生活を取り戻す人工関節手術のお話～
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あおぞら スクエアー

川崎市幸区に最も隣接する横浜市鶴見区矢向で、
さくら診療所は、内科・小児科として開業しています。
長年にわたり地域医療に携わってきました両親に代
わって院長を務めて約５年になります。

矢向で育った私にとって、少しでも地域医療のお役
にたてるようにと、外来・在宅往診を行ってきました。

普段の診療の中で大きな問題として挙げられるの
が、在宅の患者さんの急変時の対応です。やはり、
外来診療中の時には、すぐに駆けつけることができま
せん。

そんな中、2013 年に鶴見区医師会在宅ネットワー
クから、黄色い表紙の医療連携ノートが鶴見区内の
病院・診療所に配布されました。このノートは、在宅
療養患者さんの病状悪化時や緊急時、災害時に役立
つように、自宅と病院をつなぐものとして作られました。

ノートの中身は、紹介状、患者情報、検査情報、
内服情報、週間スケジュール、リビングウィルなどが
載っており、緊急時に搬送先の病院に患者さんの病

態情報が伝わりやすく、スピーディーに適切な治療が
受けられるように作られています。

このノートは、鶴見区在住の在宅療養者に、主治
医の判断で無料配布ができます。当院は幸区の在宅
患者さんにも往診しており、幸区在住の在宅療養者に
も無料配布しています。これにより当院の問題点は解
決し、患者さんやご家族の心配や不安も解消されまし
た。現在では同様のノートを川崎市でも作成し、配布
していると聞いております。まだ細かい問題点はある
と思いますが、これからも患者さんが笑顔で安心した
生活が送れる地域医療を目指して頑張っていこうと思
います。

原田英博　さくら診療所院長

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

鶴見区在宅ケアネットワーク
医療連携ノートの活用

さくら診療所
〒 230-0001 横浜市鶴見区矢向 5-4-34
電話 045-581-6070
診療科：内科・小児科

25 回目を迎えるうるおいコンサートが、６月６日

（土）に開催されます。今回はトランペット奏者の

松平晃さんが独奏します。川崎市在住の「まっぴら

さん」こと、松平さんは昨年５月にもうるおいコンサー

トに出演していただきました。

松平さんは、2002 年に 45 年間の会社勤めを終

え、〝会社員トランペッター〟から〝専業・社会派ト

ランペッター〟に変身しました。年間 200 回を超え

る〝人前演奏〟を行っています。阪神大震災や東

日本大震災の被災地でも被災者のために演奏してい

ます。

６月６日、うるおいコンサート開催
川崎幸病院 11階ラウンジで

川崎南部摂食嚥下・

栄養研究会は、2012

年に設立されました。

同研究会では、2025 

年問題や地域包括ケ

アシステムの構築を視野に、摂食 ( 食べる )・嚥下 ( 飲

み込み )・栄養・リハビリテーションの進歩・発展の

ために、特別養護老人ホームや介護事業所、訪問

看護ステーションなどで働く医療・介護従事者やケ

アマネジャーの皆さんを対象に研修などを行ってい

ます。

今回は、市民公開フォーラムとして『食から繋が

る医療と介護』というテーマで市民の皆さんに向け

ての開催です。

川崎幸病院では、地域の医療・介護を担う同研

究会の活動に協力しています。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
2025 年問題に備える！「食から繋がる医療と介護」

日時：６月 27 日（土）14:00~16:30

場所：川崎市産業振興会館 1F ホール
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

プログラム
開会挨拶：中岡康・代表幹事／川崎市幸区医師会会長　
挨拶：増田純一・川崎市立川崎病院院長 
■川崎市の取組説明　座長：関口博仁・川崎市医師会理

事 / 関口医院院長
「川崎市における在宅医療と介護の連携の取組みについて」 
〜地域包括ケアシステムのまちづくり〜
久保眞人：川崎市健康福祉局医療政策推進室医療・介
護連携担当係長 

■一般講演　座長：中岡 康
1「病院から始まる地域の食支援」
甲斐明美・川崎幸病院摂食・嚥下障害看護認定看護師 
2「小規模多機能の役割」〜食と地域生活〜
柴田範子・特定非営利活動法人楽 理事長 
3「食べて支える在宅療養」
本間久恵・愛仁歯科医院 / 口腔機能支援センターさいわい

■特別講演　座長 : 関口博仁
「 市民目線で見る地域包括ケアシステム 」 
〜地域でどう食を支えるか〜
石黒秀喜・一般財団法人長寿開発センター理事／元厚
生労働省大臣官房参事官 
閉会挨拶 : 鈴木 真・川崎市川崎区医師会会長 

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
市民公開フォーラムのお問い合せは【事務局 : 川崎幸

病院 地域医療連携室 044-544-4611（代表）】まで。

神奈川県では、健康寿命を伸ばし、高齢になって

も健康に暮らし、長生きして幸せだという社会を実

現しようと、「未病を治す」３つの取組みを始めまし

た。未病とは、まだ症状は現れていないが、からだ

に潜む病気のことです。川崎幸病院は、神奈川県

が推進する ME-BYO（未病）の普及活動に賛同して、

料理教室を開催します。

病気が現れる前に、「食」を医食農同源の考え方で、

バランスの良い食生活を送るという趣旨のもとに行わ

れる、未病を治す料理教室です。川崎幸病院と東京

ガスが協同して開催します。

テーマは、「美味しく減塩、食べよう繊維、腸活

のススメ」で、料理は、豆ごはん、モロヘイヤの和

え物、かつおのたたき、野菜の焼浸し、甘酒ヨーグ

ルトです。担当は栄養科の久米直子・主任と伊藤

瑞枝、若林奈々の管理栄養士です。

会場は東京ガスキッチンランド川崎（川崎区小川

町 6-1 東京ガス 1 階）です。参加ご希望の方は、

川崎幸病院広報室、電話 044-542-7007 までお申し

込みください。定員は、20 人です。

6月17日（水） 11：00 〜13：00
東京ガスとの共催で料理教室開催
川崎幸病院栄養科が料理指導

６月27日（土）14：00 〜16：30川崎市産業振興会館大ホール
川崎南部摂食嚥下・栄養研究会 市民公開フォーラム
2025年問題に備える！「食から繋がる医療と介護」

コンサートは 13:30 からと、15:30 から２回開演

します。曲目は皆さんお馴染みのものばかりです。

川崎幸病院では、うるおいコンサートにボランティ

アで演奏してくださる方を募集しています。電話

044-544-4611、ボランティア委員会（川崎幸病院

事務管理室）までご連絡下さい。


