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この程、かねてより建設

内容を構築し、創りました。

運営ノウハウをもとに概要、

草加幸楽園開設

中でございました介護付有

ん、ご家族様にも満足頂け

るサービスが提供できる施

設になっております。

また施設内には機能訓練

ご入居される方々はもちろ

23
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移転先：埼玉県草加市栄町3-1-14-3
（草加幸楽園 1F）
TEL：048-930- 6888 FA X：048-930 - 6880
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日、

草加幸楽園開設に伴い、
そうか在宅診療所移転のお知らせ

か在宅診療所も併設されて

川
綾瀬

市立中央
図書館

分け内覧会も行われました。

東口
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マツモトキヨシ

います。
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草加警察署
松原交番

松原団地駅
入口

FAX：03（5814）8900

http://www.hakuhoukai.com

当法人の運営する有料老

松屋

随時、見学も歓迎してお

松原
スターボウル

人ホームの幸楽園は入間、

草加郵便局（西）
市立
栄小学校

りますので是非ご覧頂けま

草加幸楽園

所沢、越谷に次ぐ４事業所

介護付有料老人ホーム

草加郵便局
マルエツ

すようお願い致します。

住所：埼玉県草加市栄町 3-1-14-3
TEL ：048-930-1550
東武伊勢崎線 松原団地駅 東口より徒歩３分

目が今回の草加幸楽園にな

草加幸楽園

ります。これまでの様々な

介護付有料老人ホーム

ＭＧ池之端ビル8Ｆ

草加幸楽園 施 設のご 紹介
内覧会＆建物内部の紹介！
見学も随時歓迎！
どうぞお気軽におこしください。

◆外観風景

◆職員集合写真

◆居室風景（モデルルーム）

リハビリ室

◆うしろや訪問看護ステーション様

施設 概要
1F

開設年月日：平成23年12月1日

◆株式会社在宅福祉協会様

鉄骨造地上６階建

居室数：70室

定員数：70名

2F〜6F

隔月刊「白報」Vol.10

2011年11月

2

院長先生を対象に勉強会

9月 9日に各事業所の

ハ イ マ ー 型 認 知 症 新 薬「 メ マ

第一三共株式会社のアルツ

先に本部で行われました

を中心とした先生方から盛

リー」の勉強会では在宅部

と懇親会が行われました。
今回はその会の模 様 を
紹介致します。

んに質問や確認事項が挙げ
られていました。
日頃、一堂に集まる機会が
あまりない為、出席した先
生方の中には初めて顔を合
わす先生もいて、些か緊張

乾杯のあいさつと共に述べ

いく重要性などについても

合わせて法人を盛り立てて

お力添えの基、互いに力を

生方ひとりひとりの多大な

今後の事業方針の確認、先

は白理事長から法人として

なども頂戴できて光栄でし

にのって頂き、アドバイス

▼理事長にもいろいろ相談

です。

もお会いできるのが楽しみ

ので、次回はその先生方と

先生もいらっしゃるそうな

▼本日、出席出来なかった

わたくしの製品紹介が極め

します研鑽が足りないため、

まだまだ認知症領域に関

貴重な時間を過ごせました。

トな事なども話せたりして

たので、お互いプライベー

いません。

てしまいまして申し訳ござ

た予定時間を大幅に超過し

その為、頂戴しておりまし

て拙い説明となってしまい、

第一三共製薬株式会社

られ、認識を深めていまし

た。

深めるという趣旨も含めて

このような先生方が懇親を

エリア事務長の声

た。
外来、在宅部の先生同士、
日常の症例や書類のあり方
など日常業務の確認、情報
の交換などについても話は
尽きなかったようです。

貴重な経験をさせていただ

一方、実地医家の先生のご

事業所単位毎少人数ですの

きました。誠に有難うござ

先生が集える場があるのは

で、どうしても担当の先生

いました。

苦労をこの度の説明会を介
▼院長先生方のみ集まる会

の感覚のなかで日常を過ご

大変有意義だと実感しまし

で、他先生方とも法人、各

しがちですが、他先生のい

して知る事ができ、とても

クリニックの状況など顔を

た。

合わせながらゆっくり話せ

ろいろなご意見などにも触

院長先生の声

てよかった。

各事業所の事務長間でのや

れられてよかったです。
で勤務する院長同士が状況

り取りは普段から頻繁にあ

▼ざっくばらんに同じ法人
の確認や意見の交換が出来

るのですが、意外なくらい

る機会はないので、実際に

た。
新薬の勉強会を行っている

お会いして会話をする事で

に他の先生方と交流を持て
のでこのような集いで他の

さらに各先生の魅力に気づ

▼普段はクリニック単位で

先生方の質問内容など聞け

けました。しかも現場で会

う時とは違い食事の場だっ

て私にはない観点があり、
多々得られる事があった。
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気味に会が始まりました。
後に行われました懇親会で

◆懇親会 風 景

院長先生の集い

◆ 左から粟飯原先生、新堀先生、篠田先生、本橋先生、白理事長、土江先生、橋本先生

かわぐち在宅診療所
新院長就任及び診療所移転、名称変更のお知らせ
平成23年10月より野田剛史院長が就任致しました。また今回の院長変更に併せて診療所移転と診療所名称変更
致します事をご案内申し上げます。尚、診療所移転、名称変更後も相変わらず診療内容及びスタッフで運営をし、
当法人および職員一同は更なる地域医療に精励し、社会貢献に寄与する所存でございます。
今後とも何卒倍旧のご愛顧、ご支援を賜りますようお願い申し上げます。
●診療所名称

新：医療法人社団白報会 かわぐち在宅診療所

かわぐち在宅診療所

〈JR川口駅から徒歩4分〉

旧：医療法人社団白報会 川口ホームクリニック

●新院長

喜楽亭

ファミリーマート

野田 剛史

カラオケ館
川口店

P

●新住所

新：〒332- 0017 埼玉県川口市栄町3 -10 -3 みどりビルディング5階

そごう

イート川口

川口信用金庫本店

旧：〒332- 0017 埼玉県川口市栄町3 -2-7 川金ビル5階

●連絡先

電話番号 048 -254 -1563

AOKI
川口駅東口緑地

Fax 048 -254 -1770

川口駅

(電話番号・Ｆａｘ番号は変更ありません)

［医療ニュース］

かわぐちキャスティ

川口駅東口

要注意メタボ！

◆秋冬の味覚の罠

なります。例えば、
メタボリックシンドロームの人はそうでない人

寒くなるにつれ秋は食べ物がおいしく、お酒も進み、
とかくカロ

リー摂取過多になりがちです。そんな季節にこそ、
メタボリック
シンドロームの対策が必要になります。

メタボリックシンドロームは、内臓のまわりの脂肪の蓄積から始

まると言われています。そこから、脂肪細胞によって作られる生

理活性物質の分泌異常が起こり、高血糖、高血中脂質、高血圧を
招きやすくなります。3つの病態が軽度でも複合的に作用するた

め、将来的に心筋梗塞（こうそく）
や狭心症、脳梗塞などの動脈硬
化疾患を引き起こす危険性が高まります。

日本内科学会など8つの学会は、日本独自の「診断基準」を設け
ている(下図)。

ウエストサイズが該当し、他に血糖値、血圧値、血中脂質の項目
で2つ以上が当てはまれば、
メタボリックシンドロームと診断さ
れます。一度チェックしてみましょう。

に比べ、心臓病にかかる率が約３６倍になるといわれています。
◆予防のポイントは…

メタボリックシンドロームの原因となる内臓脂肪は、皮下脂肪に
比べ「つきやすく、取れやすい」
という特徴があります。つまり、運

動や食事など日々の生活習慣を見直すことで病気にかかるリス

クを大きく減らすことができるのです。
Point 1 食生活を見直そう

量とバランスを考えてきちんと３食摂ることが大切です。
「 間食

ばかりでご飯が食べれない」
「夜更かしして朝ご飯を抜いてしま

う」、みなさんの食生活はこんな風になっていないでしょうか？ま
た、ダイエットだからといって、むやみに食事を抜いたりするのは
効果もなく、健康にもよくありません。

Point 2 適度な運動をしよう

メタボリックシンドローム診断基準

内臓脂肪肥満を解消するには運動が欠かせません。大切なのは

●チェック項目2●

に60〜80メートルくらいの早さで15分以上、できれば1日に1

（2005年・日本内科学会の統一基準）

●チェック項目1●

※以下のうち2項目以上該当する

□ ウエスト周囲径

□ 中性脂肪150mg／dl以上

→男性85cm以上
→女性90cm以上

+

□ 善玉（HDL）
コレステロール40mg/dl未満
□ 空腹時血糖値110mg/dl以上
□ 最大血圧130mmHg以上
□ 最小血圧85mmHg以上

◆誰もがメタボの危険性そして、命の危機
内臓脂肪肥満は中高年男性に多く見られ、40歳以上の男性は頻
度が高いので特に注意が必要です。
しかし、最近は子どもの肥満

も増えていますし、女性ももちろん注意が必要です。
メタボリック

シンドロームを長く放置しておくと、知らず知らずのうちに動脈硬
化が進み、脳梗塞や心筋梗塞など命に関わる病気にかかりやすく

長く続けること。
できることから始めて下さい。具体的には１分間

時間くらい歩くことをお勧めします。歩数計にすると10,000歩

くらいです。楽しく気持ちよく運動するよう心がけましょう。
Point 3 お酒とたばこは控えめに

アルコールは脂肪に変わりやすく、
またお酒のおつまみは脂っこ

く高カロリーなものが多いので、
とりすぎに注意しましょう。
タバ

コは血流を悪くしますし、肺活量が落ちるため、普通に歩いたり
階段を上っているだけで息が切れたりします。疲れやすくもなる
ので、喫煙者は大した距離でなくても、ついついタクシーやエス

カレーターを使ったりしがちです。
また、タバコそのものも動脈

硬化などを引き起こす危険因子です。血液中に 中性脂肪が多い

人が喫煙するとさらに危険が増すのではないかと言われていま

す。出来れば禁煙しましょう。
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患部からのドクドクと黒
しかなく優子に係りっき

絡したかったが手が二本
る。

一鉢持って帰られたのであ

云って庭にあったアロエを

等考える余裕も無かったホ

数年経っているが効果の程

に気付いたのである。三十

散という黄色い粉薬の存在

を乾かす為に使ったホルム

みよう。優子が出生直後臍

た。そうだ！あれを使って

な中に居てピカッと光っ

グチャになっていた。そん

にあせって私の脳はグチャ

法を考えなければとあせり

れば…と、頭の中はその方

何とかして出血を止めなけ

娘の顔にはその後あまり

の古い黄色い粉に依って

ずとも良いと考えた。あ

から忙しい先生を煩わせ

治療は終わったに等しい

もう娘のガンと思われる

白先生への連絡は止めた。

たらもう夜になっていた。

られなかった。気がつい

が身を結んだのだ。信じ

した。私の捨て身の治療

的に効いた。すぐに止血

経っていたホルム散が劇

驚いた事に三十数年も

え気にしなければ命に係わ

いと云っていた。私は私さ

こで切開するより仕方がな

無菌のカバーをつるしてこ

優子ちゃんはこのベッドに

てもらって、入院出来ない

悪の場合、外科の医師に来

神経を逆撫でた。先生は最

と入るその瘤はひどく私の

する私の手の平にすっぽり

が、毎日着替えの度に目に

ても大丈夫と云ってくれた

云うこの代物は放っておい

白先生はガングリオンと

今年も恒例の納涼会が各事業所にて行われました。

新人の自己紹介から始まり、終わりには院長先生をはじめとし飲み大会！→○次会？！までにと会は発展していました。

て顛末を話した。

みがかった血が際限なく出
りの私にダイヤルを廻す
そんな事があってから今

ルム散にまっすぐに手が伸

時間を要しないで皮膚が

るものでもないし痛みもな

職員の皆さん、日常の勤務の労いをこの時とばかりに爆発？させていました。

白先生は只、驚かれて「お

て来た。もうあっという間
余分の手は無かった。落
度は右の肩に鶏卵大の瘤状

私の心に響いた白語録︵あべちゃんの日めくりエッセー︶

母さん学会で発表出来る

に娘の側には血で染まった
ち着いたら連絡すればい

の固まりが序々に大きく

びた。ドクドクと出続ける

再生されてそこに黒子が

さそうだからそこまで大袈

懇親会開催

安部さん手記

﹃ドクター白﹄との６年間

ティッシュの赤い山が出来
いと思って娘の様子を見

なって、又私を悩ませ始め

ね。僕にもアロエ頂戴」と

た。
ていた。

直径1センチ程の毛細血管

あった事やましてガンの

裟にしなくてもとしばらく

こうしては居られない。

らしき管がビッシリと詰

痕跡すら残らずにツルツ

静観する事にした。

たのである。

まっているその部分に振り

ルの皮膚に生まれ変わっ

へそ

かけたのである。そして

…次号に続く

たのである。
次の週に白先生が見え
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ガーゼを分厚く重ねて手で
押さえていた。白先生に連

尚、この会に際してご協力賜りましたご関係者様、誠にありがとうございました。

第四話

白報をご覧の皆様こんにち
は！おくど総合診療所です。
前回号に引き続き当院をご紹

いつも笑い声が聞こえ、話して

者様とのコミュニケーション第

分かりませんが、これからも【患

平成23年

かめいど在宅診療所勤務

出身地

大阪

家

族

妻、子供1人

趣

味

映画鑑賞

ボウリング大会

こんにちは。すっかり秋
も深まり、冬を感じるこの
時期。まだ体が冬の寒さに
慣れていない方など季節の
変わり目に体調を崩された
りしてないでしょうか。短
かったようにも思える秋で
すが、食欲の秋？スポーツ
の秋？それとも芸術の秋？
皆さまはどのように過ごさ
れましたか。
個人的にはスイーツが旬
ですね。この時期はコンビ
ニのチョコレートはもちろ
ん、スイーツが豊富になっ
てくると冬の到来を感じま
す。
さて、この白報も今回が
今年の最終発行となりまし
た。今年も「白報」の発行が
出来た事に改めて感謝です。
発行にあたり、ご協力い
ただいた多くの方に あり
がとうございました。
来年も、読み応えを感じ
てもらえるような「白報」を
発行出来るように努めて参
ります。
それでは、年末に向けご
多忙になる時期でしょうが、
お身体ご自愛のうえよいお
年をお迎えください。
（総務課 中西）
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通所リハビリテーション科
は、ご利用者様が心身共に健康
維持が出来るよう色々と工夫し

月4日に

恒例となっております法人内
のボウリング大会が

今回は、これまでにないハイ

病院は残念ながら健康な方が

形外科・皮膚科）
・リハビリテー
い る 内 容 を 聞 く と「 あ そ こ の お

一に！】をモットーに頑張って

平成11年 金沢医科大学卒業

隔月刊「白報」Vol.10

ながらスタッフが頑張っており
ますが、とにかく明るく元気
ご 利 用 者 様 か ら「 こ こ に 来 る

レベルな戦いになりました。い

行われました。

のが本当に楽しみ」と有りがた

つもは優勝争いに加わる白理事

に！をモットーにしています。

いお声を頂戴します。
自ら迎えに行き診察室に招き入

いらっしゃる場所ではなく物々

また大会後の親睦会もスポー

長も今回ばかりは太刀打ち出来

れたり、人生相談をされる患者

しい雰囲気の場所ですが、当院

シ ョ ン 科・ 通 所 リ ハ ビ リ テ ー

店 は 美 味 し い 」 と か「 昨 日 は 息

行きたいと職員一同考えており

北畑 先生プロフィール

ない様子でした。

様がいたり、とにかく診察室が
騒がしい病院です。

ション（デイケア）があります。

子の嫁と喧嘩した」（笑）等々、

ます。

リハビリテーション科では、

外来は篠田院長を中心に患者

とにかくご近所様同士が立ち話

救命救急科
専門科

アベレージ127点

優勝 …松村Drチーム

● 団体戦

様とのコミュニケーションを大

265点（2G）

ツ後の喉の渇きもあってか盛り

T E L：03-3696-8101

には当てはまらないのが現状で

●http://www.dr-okudo.com

かめいど在宅診療所

是非お近くにお越しの際は遊

268点（2G）

女子 優勝…羽生田 嘉子

介させて頂きます。

FAX：03-5647-8677

上がっていました。

東京都葛飾区奥戸4-16-17
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● 白報送付へのご意見・配送停止などは総務課 中西までお問い合わせ下さい。
【連絡先】TEL:03（5814）8989

