JR川崎駅の東口、西口の２カ所から
JR 川崎駅
西口

川崎クリニック
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10（川崎駅西口行）

外来循環ミニバス
JR 川崎駅
西口

川崎幸 さいわい
クリニック
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バス乗場

8時15分（川崎駅西口発）

改
札
口

歩道デッキ

土曜日

8時15分（川崎駅西口発）

11
13
15

※利用者がいない場合は運休となります。

JR川崎駅

エスカレータ

時
8

9

東口

川崎クリニック発
川崎駅東口行

10 30

川崎駅東口発
川崎クリニック行

50 00 20 40
00 20 40

川崎駅前交番
東口
地下街
1番出口

アゼリア
地下街

バス乗場

東口
シャトルバス乗場

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

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。

（一般車乗降場）

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

一般外来

第二川崎 幸 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

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

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

さいわい

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： ふる里の我家
中小原司良（川崎美術協会会員）

http://www.sekishinkai.or.jp

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）

（代）
044-511-2266

※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。

川崎クリニック

10 〜
この時間は運行しておりません
12

ヨドバシ
カメラ

最終 12時15分（川崎駅西口発）

15 45
15 45
15

15 45
15 45
15 45
15

土曜・祝日は運行しておりません。

時計

アトレ川崎

1 周約 25 分〜 30 分間の循環運行

救急・急性期医療・
放射線治療・人工透析

12

バス
乗場

日航
ホテル

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）

西口

14

第二川崎幸
クリニック

始発

10

30
00 30
00 （30）※
（00）※（30）※
00 30
00 30
00

電話 ：

始発

ラゾーナ川崎
高架通路

歩道デッキ

土曜午後・日曜・祝日は運行しておりません。
月曜日〜金曜日

8

9

（一般車乗降場）

川崎駅西口発
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

9

00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

川崎 幸 クリニック発
川崎駅西口行

西口

川崎クリニック発
川崎駅西口行

〒

8

川崎 幸 クリニック行

時

1F・西口
シャトルバス乗場

さいわい

さいわい

→

7

川崎幸病院発

川崎駅西口発
川崎幸病院行

JR 川崎駅
東口

運行は月〜土曜日（祝日含む）、
日曜日は運行しておりません。

日曜は運行しておりません。

時

川崎
クリニック

編集長 ： 倉重 成忠

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、祝日も運行しています。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
7月1日から
も運行しています。
無料送迎車を随時運行
川崎幸病院
第二川崎幸
JR 川崎駅
川崎幸 さいわいクリニック
クリニック
西口

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／ 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

川崎クリニックシャトルバス

発行責任者 ： 石井 暎禧

巡回バス

あおぞら

かわさき健康塾 おかげさまで３周年

これからもご一緒に

石心会グループ
神奈川地区広報誌
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かわさき健康塾 おかげさまで３周年

これからもご一緒に

かわさき健康塾が 3 周年を迎えました。2012 年 10 月に

もし周りの人が倒れたら
伊 藤 賀 敏・ 川 崎 幸 病 院 循

るからです。大切な家族が目の前で心停止した場合

環器内科副部長／心臓病セン

でも、適切に対応するためには、しっかりとした知識

ター副センター長は、次のよう

と技術の習得が不可欠ということです。

に話してくれました。
「毎年川崎市だけで

その手助けを、健康塾を通して継続させていただ
き、いつの日か市民における心肺蘇生行為率や社会

地元の皆さんの健康を願いながら始まった健康塾ですが、

年間 1,200 〜 1,300 人もの方々が突然死となってい

復帰率が全国一高い『蘇生のまち川崎』と言われる

今年８月には延べ参加者数が５万人を超えました。

ます。その中で川崎市民の方が胸骨圧迫と呼ぶ心肺

ようになることが私の夢のひとつです」

蘇生処置を行う率は 30% 程度、AED を用いる率は
2% 弱で、各々全国平均の 40%、3-4% に比べると低
率なのが現状です。この率を上げる一助になればと、
かわさき健康塾に取り組んでいます。

笹栗院長
（2014 年５月 17 日、
かわさき幸・血管フォーラム）

これからも充実した内容を

生活しています」と、健康塾の大ファンであり、健康

笹栗志朗・川崎幸病院院長は、
「かわさき健康塾は、

塾を暮らしの真ん中に置いているそうです。

地域のみなさんに愛され続ける健康塾を
かわさき健康塾の現場で運営を担当するのは、
堂地克志氏と恩田功一氏。

倒れた方の病院到着後は、スタッフ一同が懸命に

堂 地 氏は「か わさき健 康 塾

最先端の処置を行いますが、肝心なのは 119 番に

は、町内会や企業それに官公庁

通報をしてから救急隊が到着するまでの約 8 分間で

などの出張講座が多いのが特徴

す。この 8 分間で傷病者の傍にいる方がしっかりとし

です。開催するエリアも川崎だ

た処置を行うかどうかが、その方の社会復帰率に最

けでなく、東京の浜松町

も影響します。

や横浜などからも依頼が

そのため、私の健康塾では、突然死は他人事では

あります。みなさんの健康に対する意識の高まりもあ

地元の皆さんに、役に立って喜んでもらえることを目

「かかりつけのお医者さんは、患者さんが多いため

ないこと、どんな疾患が突然死に影響するのか？ そ

り、生活習慣病予防や検査に関するテーマを希望さ

指して始まりました。この 10 月で３周年を迎え、延

に診察時間も短く、ゆっくり病気について話が聞けま

のための前兆は？ などをご理解いただいた後、『もし

れることが多いです。

べ参加者数はすでに 5 万人を超えて実施した講座の

せん。かわさき健康塾では、じっくり話を聞くことが

もの対応（一般の方が行うべき胸骨圧迫を含めた心

川崎駅周辺で実施する一般講座も人気があり、毎

数も 1200 以上になりました。健康塾はこれからも、

でき、そこから知識を得ています。講演の後、質疑

肺蘇生処置や AED の使用方法）
』を当院の心臓病セ

回足を運んでいただける参加者もいらっしゃいます。

みなさんの要望に添いながら充実させ、地域に広げ

応答の時間もあるので疑問点も解消できています」と

ンターの看護師やスタッフたちとともに作成したビデ

イベント型の健康塾も月一程度開催しており、最近

ていきたいと思います。よろしくお願いします」と話

話しています。

オで説明し、マネキンや AED も持参して参加者の方

もオペラ鑑賞付き市民講座を実施しました」と、出張・

に直接実技指導をしています」

一般・イベント型とバランスよく講座を実施している

しています。

健康塾で学んだこともあり、今では運動と食事に注

かわさき健康塾の特徴を話します。

意することを心がけているそうです。これまでの健康

「また、参加者から、自分の会社やマンションなど

塾で一番のお気に入りは何でしたかと伺うと「生活習

で健康塾を開催して欲しいというリクエストを多々い

竹内ヨシ子さんは、かわ

慣病や脳卒中などの講演、体操やＡＥＤなどの体を

ただき、仲間とともに出張講演に伺っています。

さき健康塾がスタートした

動かすことのできるもの、これらすべてがお気に入り

今後は、小学校・中学校・高校などにも出張講演

す。そのためには、健康塾に参加される方、地元に

3 年前から参加されている

です。でも、最近では音楽のイベントが一番印象的

をしたいと考えています。というのも、実は自宅内で

お住まいの方など、一人ひとりの声を形にして、常に

お一人です。「健康塾の講

でした」答えてくださいました。

家族の前で心停止する方が、同僚や友人・赤の他人

新しいことにもチャレンジしていきたいですね」と、

の前で心停止するよりも、パニックになるなどの理由

抱負も話してくれました。

すべての講演がお気に入り

演時間に合わせて毎日

石心会 News
■ 川崎幸病院

８月の救急車受け入れ数

2

から、心肺蘇生行為の実施率が低率という報告があ

はゼロでした。
ま た、 ４ 月 か ら の ５ か 月 間 の 累

８月の救急車による救急患者さん

計 は 3,968 人 で、 昨 年 の 同 時 期 が

の 受 入 数 は 807 人 で し た。 昨 年 の

3,657 人でしたので、311 人 8.5％

同月が 768 人でしたので、39 人５％

の増加です。

の増加です。また、救急搬送の断り

■ かわさき健康塾
開塾３周年を前にして、８月に延べ
参加者が５万人を超えました。
８月のかわさき健 康 塾の参 加 者は
1,822 人、講演数は 36 講座でした。

川崎幸クリニック
1 0 月から耳鼻咽喉科を開設
川崎幸クリニックでは、新たな診療科を開設し
ていく予定ですが、その第一弾として、10 月２日
から耳鼻咽喉科を始めることになりました。

これからの健康塾については「地域のみなさんに
愛され続ける健康塾を作っていきたいと思っていま

診 察 日：火・水・金曜日

診察時間：診察日の午前・午後
予約電話：044-511-2112

電話で予約して、診察においでください。

3

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

5日（月） 14:00 〜16:00
一般公開講座

13:30 〜14:00

6日（火）

14:00 〜14:45
14:45 〜15:30

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

7日（水）

14:00 〜14:45

8日（木）

14:00 〜14:45

9日（金）

14:00 〜14:45

14日（水）

14:00 〜14:45

16日（金）

14:00 〜14:45

19日（月）

14:00 〜14:45

21
26日（月）

14:45 〜15:30

14:45 〜15:30

14:45 〜15:30

14:45 〜15:30

14:45 〜15:30

14:45 〜15:30

日（水） 14:00 〜14:45

28日（水）
29日（木）

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

2015年

お申込み不要
参加費無料

10 月 開催スケジュール

事前申込制

講

認知症の理解と入門

川崎幸クリニック
院長

■申込締め切り日／定員になり次第終了

師

10 月２日（金）14:00 〜 15:30

開催場所（定員）

幸市民館

杉山 孝博

第二川崎幸クリニック３階会議室（定員 70 人）

1階大会議室

（事前申込制 60人）
60 名様 ■申込方法／幸市民館に来館、または電話（044-541-3910）
第二川崎幸クリニック
頭痛の話
脳神経外科医師 安江 正治
第二川崎幸クリニック
外科医師
ほんとはこわーい脱腸(そけいヘルニア)のお話
小根山 正貴

社会福祉士
介護が必要な方にどんな病院・施設があるの？
医療相談科
放射線診断医師
ＣＴで診るあなたのお腹 ～こんな病気がわかります～
放射線診断科部長
外科医師
けが・病気、こんな時どうすればいいか？ 救急・総合診療部部長/外科副部長
脳神経外科医師
脳卒中 ～脳卒中の最新治療～
脳血管センター/副部長
IVR科医師
肺がんを焼く
放射線IVR科副部長
腎臓内科医師
今なぜ慢性腎臓病が注目されているのでしょうか 腎臓内科部長
臨床工学技士
LDLコレステロールを下げる血液浄化療法
CE科透析室/主任
消化器内科医師
胃潰瘍・十二指腸潰瘍について
消化器病センター
第二川崎幸クリニック
第二川崎幸クリニックの紹介
看護師 看護科/科長
循環器内科医師
胸痛を感じたら・・・～狭心症について～
心臓病センター
診療放射線技師
高精度放射線治療機 Ｅｌｅｋｔａ Ｓｙｎｅｒｇｙの実力 放射線科/主任
循環器内科医師
血圧の話 ～高血圧について知ろう!! ～
心臓病センター副センター長/循環器内科副部長
看護師
整形外科・形成外科病棟の紹介
看護部/科長

松田 悠史

伊藤 政子

川崎市産業振興会館
9階
第 3研修室A・B室（99人）

自分にあった歯科医院の選び方

村元 良隆

ソリッドスクエア西館 1階
2番会議室（63人）

腰痛のおはなし ～良い腰痛、悪い腰痛～
正しい歯磨きできていますか？

～歯科衛生士が教える歯ブラシのしかた完全版～

医療法人ＲＡＩ
ＳＥ
デンタルクリニックＫ 医員

信澤

宏

後藤

学

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）

永尾 征弥
長谷 聡一郎
宇田

第二川崎幸クリニック
3階会議室（50人）
川崎日進町ビルディング
6階 川崎クリニック

晋

長澤 建一郎 会議室（50人）
十倉 淳紀

■講演 1

■ 講 演２

〜時代を見据えたより良い医療の提供を目指して〜

〜 No Refusal Policy（断らない医療）の精神〜

第二川崎幸クリニックの現状と
今後の展開について

仙田

学

福永

博

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）

安彦 絢香

医療法人ＲＡＩ
ＳＥ デンタルクリニックＫ
歯科衛生士

石田 亜美

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）
川崎市産業振興会館
9階
第 3研修室A・B室（99人）

放射線治療医師

～前立腺がんについて～ 放射線治療センター長/副院長 田中 良明

若林 奈々

どなたでもご参加
いただけます

2日（金）

14:45 〜15:30

第二川崎幸クリニックの現状と今後の展開について

出張講 座
主催団体の方たち
限定となります

関川 浩司

川崎幸病院
院長

笹栗 志朗

川崎幸病院の過去と未来

～No Refusal Policy（断らない医療）の精神～
テーマ

講師

主催団体

内科医師
副院長 / 内科顧問

沢

丞

5日（月） 腰痛、肩こりの話
7日（水） 生活習慣病予防について

整形外科医師
副院長/整形外科部長

原

淳

ＪＸ日鉱日石エネルギー株式会社
川崎製造所
日産自動車健康保険組合
本社地区健康推進センター

内科医師
副院長 / 内科顧問

沢

丞

プレス工業株式会社

13日（火） 筋力ＵＰで怪我予防と若返り

医療法人

啓和会

野末整形外科歯科内科
院長

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

野末

洋

清水 京子

藤沢工場

プレス工業株式会社

本社・川崎工場
横浜事務所

14日（水） 生活習慣病予防について

内科医師
副院長 / 内科顧問

沢

丞

プレス工業株式会社

21日（水） 生活習慣病について ～外食・お酒との付き合い方。前回の早食いの復習も～

内科医師
副院長 / 内科顧問

沢

丞

日産自動車健康保険組合
本社地区健康推進センター

22日（木） 知っておきたい血糖のホント ～食生活のヒントを中心に～
24日（土） 高齢者の糖尿病について知ろう ～糖尿病のうそ!?ほんと!? ～

内科医師
副院長 / 内科顧問

沢

丞

キヤノン株式会社

26日（月） 今すぐできる！ロコモチェックと肩こり体操
30日（金） 子育て中のストレスについて

●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〜

原田 浩見

ベネッセスタイルケア

理学療法士
リハビリテーション科/科長

手塚 純一

日産自動車健康保険組合
本社地区健康推進センター

池見 麻里子

子育て支援センター できの

川崎幸クリニック
臨床心理士

※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。
※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

矢向事業所

糖尿病看護認定看護師
看護部

山院長は、同時に率先して地元で在宅医療にあたっています。
認知症とはどういうものか、その介護にあたるご家族はどのように
対応すればいいのか、治療や介護にあたる専門職とどのように交流を
もつかなど認知症治療の現場から役立つ話しを聞くことができます。

第二川崎幸クリニック
3階会議室（70人）

1日（木） 生活習慣病予防について

事前申し込み制

認知症に正しい理解を、と数多くの講演を続け、著作も多数ある杉

川崎幸クリニック院長
第二川崎幸クリニック
院長

川崎幸病院院長

5日（月）14：00 〜16：00 幸市民会館１階大会議室（定員 60人）
「認知症の理解と入門」
杉山孝博

～時代を見据えたより良い医療の提供を目指し～

笹栗志朗

第二川崎幸クリニック院長

かわさき健康塾３周年記念講座
14:00 〜14:45

川崎幸病院の
過去と未来

関川浩司

シンフォニーホール 4階
研修室 1＋2＋3（81人）

馬嶋 正和

管理栄養士
栄養科

含めた４つのクリニックが地域に根ざした医療をどのように展開しているかについてお話しします。

佐々木 法常 ミューザ川崎

恒春会 馬嶋病院
整形外科専門医

やさしい放射線治療の話
目指せ！おやつ名人 ～ダイエット中の上手な間食のとりかた～

今年７月にオープンした第二川崎幸クリニックが目指すところと、川崎幸病院と第二川崎幸クリニックを

第二川崎幸クリニック
3階会議室（50人）

山口 恵子

医療法人ＲＡＩ
ＳＥ デンタルクリニックＫ
歯科衛生士

医療法人社団

地域のみなさまに感謝の意を込め記念講座が開かれます。

3階会議室（50人）

消化器病センター

～診断から最新の治療まで～

開催日
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かわさき健康塾 3周年記念講座

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。

テーマ

先着

10月のかわさき健康塾から

8日（木）14：00 〜15：30

第二川崎幸クリニック３階会議室
（50人）

■ 14：00 〜14：45

「脳卒中」〜脳卒中の最新治療〜
永尾征弥

川崎幸病院脳血管センター／脳神経外科副部長

■ 14：45 〜15：30

「肺がんを焼く」
長谷聡一郎

川崎幸病院放射線 IVR 科副部長

「脳卒中」には、大きく分けて脳の血管がつま

切除が困難な肺がんに対して、ラジオ波を使う放射線

る「脳梗塞」と、脳の血管が破れて出血する「脳

治療です。ＣＴで位置を確認しながら、皮膚から肺の悪

出血」や「くも膜下出血」に分けられます。

性腫瘍に針状の電極を刺し、ラジオ波という高周波電流

脳卒中の患者数は約 150 万人といわれ、毎年

による加熱でがん組織を破壊します。外科的治療と比較

25 万人以上が新たに発症していると推測されて

して患者さんへの負担が少ないため、入院日数も少なく

います。脳卒中は、がん、心臓病、肺炎に次いで

てすみます。

日本における死因の第４位で 11 万 9,000 人（厚

従来行われてきたマイクロ波凝固療法と比べると、ラ

生労働省、平成 25 年の推計）の方がお亡くなり

ジオ波のほうが波長が長いため、１回の穿刺で広範囲に

になっています。

焼灼できます。
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あおぞら スクエアー

かわさき健康塾

「女性のがん 男性のがん」

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

〜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〜

咳喘息が増えています
関 文雄

関クリニック院長

平成 10 年から幸区幸町で診療しています。元来、

息から本来の喘息への移行も少なくないと聞きます。

消化器外科医でしたので、消化器疾患を中心に広く

咳喘息は吸入ステロイドを使うと楽になります。私

内科一般の診療をしています。
ここ数年、喘息の患者さんが多くなっています。中
でも、咳喘息の患者さんが年々増えている印象です。

講演する長谷川婦人科部長

９月 26 日（土）、川崎市産業振興会館で開催され
たかわさき健康塾には、108 人の参加者が集まりまし

女性、男性に特有のがん、子宮がんと前立腺がん
について診断と治療の最新の講演が行われました。
講演の後、田中良明・川崎幸病院副院長／放射線
治療センター長を座長に、講師を務めた川崎幸病院

川崎幸病院の山 嵜 継 敬・循環器内科部長代行／
心臓病センター副センター長が、9 月 23 日に代々

咳喘息はアレルギー疾患ですので、花粉症の患者
さんの有病率の増加と同様に、きっと咳喘息の有病率

的に咳喘息で治療が必要な患者も増えています。

も増加しているのだろうと想像します。咳喘息は咳が

そうこうしているうちに、あろうことか２年ほど前か

唯一の症状で肉体的な苦痛は比較的少ないため、つ

ら自分が咳喘息になってしまいました。私の場合、秋

い我慢してしまい、不快な日常生活を送りがちです。

に症状が強く、通年で咳が出ます。

身体的には元気ハツラツなのに日常的に咳が出る方

田中副院長、長谷川部長、鈴木部長、芝田医師（右から）

の長谷川明俊・婦人科部長、鈴木理仁・泌尿器科部
長、芝田紫野・放射線治療医の３人がパネラーとなり、

咳が出やすく、運動や環境の変化で増悪する場合もあ
るようです。夜間に咳が出て睡眠障害を誘発するのも
困ったもので、生活の質が大きく損なわれます。咳喘

は、
かかりつけの医師に相談されることをお勧めします。

関クリニック

【住所】〒 212-0011 川崎市幸区幸町３−７
【電話】044-555-2729
診療科：内科、外科、呼吸器科、胃腸科

ディスカッションしました。

試合のほうは、日本が善戦したものの残念ながら
セットカウント 2―3 でロシアが勝利しました。

インフルエンザ予防接種を開始

各クリニックが予約を受付中
インフルエンザの季節がやってきます。昨年のイン

フルエンザワクチンは３種類のウイルス株が含まれた
ものでしたが、今年のインフルエンザワクチンは４種

木 第 一 体 育 館 で 開 催 され た FIVB ワ ー ルドカップ

類のウイルス株が含まれたものになりました。このワク

2015、第 3 ラウンド・最終戦の日本対ロシアの会場

チンはインフルエンザを予防したり、罹ったとしても軽

帯同ドクターを務めました。会場には 1 万 2200 人も

度のものにします。

の熱心なバレーファンがつめかけていました。
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風邪を引いた後に、一時的に咳が長引き、咳喘息とし

ざなってみると鬱陶しいことこの上ありません。喋ると

山嵜部長代行がFIVBワールドカップ2015に
会場帯同ドクターとして
やま ざき つぎ よし

ロールします。

したことはないだろうと想像しがちです。ところが、い

開始された川崎幸病院の婦人科の診療に合わせて開
かれた健康塾です。

トリエン拮抗薬、抗アレルギー薬を併用しつつコント

て治療する場合が多いのですが、通年あるいは季節

咳喘息は咳だけで呼吸困難がありませんから、大

た。この９月から、長谷川明俊婦人科部長を迎えて

も実際に使って効果を実感しています。これにロイコ

川崎幸クリニック、第二川崎幸クリニック、さいわい

山嵜医師は、日本バレーボール協会医務部に属し、

鹿島田クリニック、川崎クリニックでは予約の受け付け

審判の試合前のアルコール度チェックから選手をはじ

を開始し、予防接種を始めました。ふだん行っている

め会場内での観客やスタッフの診療にあたっています。

クリニックに予約して、予防接種を受けましょう。
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