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２０１４年がスタート
しましたが︑昨年末にか
けて︑私たちの暮らしに
大きな影響を持ついくつ
かの法律が半ば強行的に
成立しました︒その一つ
は︑特定秘密保護法でし
たが︑もう一つは︑秘密
法の陰で︑国民の関心か
ら逃れた﹁社会保障制度
改革プログラム法︵持続
可能な社会保障制度の確
立を図るための改革の推
進 に 関 す る 法 律 ︶﹂ で
す︒この法律は︑今後の
社会保障制度改革を進め
る手順を示したものです
が︑内容は社会保障の前
提を﹁自助・自立﹂の体
制づくりと規定してい
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て︑医療・介護・年金・
福祉の全分野における給
付削減とその実施スケ
ジュールが明記されてい
ます︒
例えば︑医療分野で
は︑現行１割にしている
〜 歳の医療費自己負
担割合を２割に引き上
げ︑介護保険では︑要支
援者向けサービスを介護
保険から切り離し︑市町
村の事業に移行させる︑
などです︒
４月から消費税増税が
実施されますが︑一昨年
夏に消費税増税法が成立
したときの﹁消費税は社
会保障の充実のため﹂と
いう約束は見事に裏切ら
れようとしています︒
﹁プログラム法﹂に盛
り込まれた医療・介護・
年金・福祉の改悪には各
分野の有識者や自治体な
どからも懸念の声があ
がっています︒憲法 条
にもとづく社会保障をま
もり︑人間らしい生活を
支える社会保障の実現が
求められています︒
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待合室

１９８０年代後半︑テ
レビで﹁ 時間戦えます
か﹂という栄養ドリンク
のコマーシャルが流れて
いた︒バブル景気に涌く
企業戦士を連想させた
が︑いまは長時間労働な
どを強いる﹁ブラック企
業﹂がマスコミなどで話
題になるようになった︒
ブラック企業が話題に
なった発端は︑有名な居
酒屋チェーンの女性社員
が自殺した事件だろう︒
この事件は労災に認定さ
れたが︑彼女は早朝５時
までの勤務が一週間も続
き︑残業は月１４０時間
にも達していたという︒
ブラック企業に限ら
ず︑長時間残業させても
時間外手当を払わない
サービス残業は︑一般企
業でも普通にあるという
が︑企業にブラックとの
意識はないようだ︒働く
側の意識改革が急務だ︒
︵河︶
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月 日︑県生協連主
催の﹁役職員研修会﹂が
開 催 さ れ ︑﹁ 福 島 の 復 興
状況と生協の支援活動﹂
と題した講演がありまし
た︒
コープふくしま理事の
渡辺洋子さんは︑スライ
ドと映像で︑地震と津波
の悲惨さと復興への思い
を語られました︒リンゴ
生産者の高橋勘重さん
は︑原発事故後の風評被
26

勝の﹁ピュア﹂とともに
２０１４年の県生協連主
催の県大会出場権を手に
しました︒
今回︑初出場ながら準
決 勝 で ﹁ Ｍ Ｏ Ｅ Ｇ Ｉ︵ も
え ぎ ︶﹂ を 土 俵 際 ま で 追
い込んだ﹁ｍａｇ
︵ ま ぐ ︶﹂
の健闘が大会を盛り上げ
ました︒来年は 回の記

組合員交流ミニバレーボール大会

地域にすっかり馴染
み︑ 月の恒例行事とも
なった組合員交流ミニバ
レーボール大会を 月１
日に開催︒地元勤労協や
体協の協力を得て︑ 回
目を迎えました︒
参加は チーム︑試合
では﹁ＭＯＥＧＩ﹂が大
会３連覇を果たし︑準優
22

福島に
エールを！

12
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寒波も和らいだ青空の
下︑病院駐車場の一角で
﹁もちつき大会﹂が行わ

吉例
もちつき大会

害と闘いながら﹁安全・
安心﹂な果物作りに励む
現状を話されました︒
お土産に一つずつ配ら
れたリンゴは蜜たっぷり
で甘さ満点︒後日︑県生
協連を通じた共同購入が
ありました︒福島との交
流を重ねていきたいと思
いました︒︵本部 武石︶
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念大会となり︑節目に相
応しい大会を皆さんと企
画します︒
︵リハビリ

メンタルヘルス
を学ぶ

今年もサンタ
がやってきた

ど多岐に亘っています︒
今回の学習で︑一番心
に残っているのは︑無理
を続けて頑張った先に
は︑時として病が待って
いることが多いと学びま
した︒それは頑張らない
ではなく︑頑張り過ぎな
いことです︒夕食会で
は︑他業種の方との交流
があり︑有意義な研修会
になりました︒
︵病棟 看護師︶

の後︑給食特製おでんを 出ない方もいますが︑サ
頂いて暫し歓談のひとと ンタ一行の登場に笑顔で
きでした︒︵本部 中村︶ 目をパチクリ︒温かな雰
囲気に包まれたひととき
でした︒︵リハビリ 後藤︶

後藤︶
１泊２日の日程で︑大
分協和病院の丹生先生と
吉里臨床心理士が講師を
務めた﹁メンタルヘルス
労働安全学校﹂に参加し
ました︒内容はメンタル
ヘルス総論・各論〜カウ
ンセリングの基礎トレー
ニング︑エゴグラムによ
る性格分析︑実践的活用
法︑ロールプレイングな
れました︒地域の勤労協
や職員の家族︑労金と総
合生協職員や子どもたち
が加勢に集まり︑老若小
幼が入り乱れて二つの臼
で餅をつきます︒
つきたての餅は来院者
にも振る舞われ︑片付け

大分協和病院に５年連
続でサンタがやってきま
した︒職員の扮したサン
タクロースは︑可愛いミ
ニサンタと２頭のトナカ
イを連れて病棟の患者さ
んにプレゼントを配りま
した︒
患者さんの中には声が

今年の診療目標
行

英

樹

月 日︑診
療所に設備会社
の方を招いて︑
自動通報装置と
消火器の使用方
法の講習を職員全員で受
けました︒
講習の後に職員が実際
に操作してみましたが︑
先ずは大きな声を出すこ
とが大切だということを
教わりました︒
その後︑消火器の設置
場所の確認を行い︑外で
実際に消火訓練を交替で
行いました︒消火器の重
さは約６㎏で︑同じ重さ
ですが訓練用は水です︒
こちらは簡単な操作

ので︑認知症の可能性の
ある方を早めに発見し︑
適切な治療︑アドバイス
を行うことも私の外来に
課せられた使命であると
考えています︒
今後も最新の治療や病
気のことなど︑わかりや
すく外来通信でお伝えし
てまいりたいと思いま

で︑ほぼ全員がスムーズ
に取り扱えました︒消火
器は 年経ったら買い換
えが必要です︒このよう
な訓練は初めてでした
が︑初動の大切さを学べ
た講習会でした︒
︵佐伯 石田︶

す︒みなさまの健康維持
に役立つ外来とすべく努
力してまいります︒ご支
援をよろしくお願いいた
します︒
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則

をアポリポ蛋白Ｅ４遺伝
子といいます︶この遺伝
子を有している方︒この
遺伝子を持っていると発
症の可能性が ％から
％に高まり︑発症年齢
を 歳から 歳に低下さ
せます︒このように加齢
因子と遺伝子が２大危険
因子といえそうです︒
その他にも生活習慣
病︑たとえば高血圧症や
糖尿病の方は︑発症の危
険性が２〜３倍に上昇す
るとされ︑さらに偏食も
危険因子とされていま
す︒ある研究データによ
りますと︑魚をまったく
食べない人は５・２９
倍︑肉をまったく食べな
い人は６・２３倍に発症
の危険性が増すそうで
す︒
治療の可能な認知症が
ある一方︑残念ながら根
治が期待できない認知症
もあります︒しかし︑早
期に治療を行うことによ
り︑病気の進行をかなり
遅らせることが出来ます

11

副院長

一位であり︑私たちの生
活の質を維持するために
も︑そして右肩上がりに
増え続ける医療費を抑制
するためにも︑脳卒中予
防は医療従事者のみなら
ず︑今や国民全体で取り
組まなくてはいけない
テーマではないかと思い
ます︒今年も引き続き︑
脳卒中予防の啓発活動に
力を入れて参ります︒
そして意外と知られて
いないのが︑寝たきりの
第二位が認知症であると
いうことです︒認知症の
代表格といえば有名なア
ルツハイマー型認知症で
す︒アルツハイマー型認
知症の第一の危険因子は
歳以上︑すなわち加齢
であるといわれていまし
て︑若年者よりも年配者
が罹患しやすいことは紛
れもない事実です︒
次にある遺伝子︵これ

佐伯
中の島通信
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大分協和病院

新年あけましておめで
とうございます︒
私が大分協和病院で迎
える正月も今年で３回目
を数えます︒みなさまに
ご協力をいただき︑日々
円滑な診療活動が行えて
おります︒心よりお礼を
申し上げます︒
さて︑私は毎年年明け
に診療目標を掲げており
ます︒今年の目標は去年
同様に﹁寝たきりの原因
となる病気の予防と治療
︵啓発活動︶﹂﹁頭痛・め
まい・認知症の診断と治
療 ︵ 啓 発 活 動 ︶﹂ の 二 つ
にしたいと思います︒
ご存知のように︑寝た
きりの原因となる病気の
代表格は何といっても脳
卒中です︒わが国の死亡
原因としては肺炎に第三
位の座を奪われて第四位
となりましたが︑寝たき
りの原因としては依然第

10
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20

を
職場のいじめにＮＯ！

次のヒントから、
プロで活躍する選手名を答えて下さい。
Ａ＝①中津市 ②柳ヶ浦高校 ③ベイスターズ
Ｂ＝①大分市 ②明治北小
③ニュルンベルグ
Ｃ＝①大分市 ②大分工業高 ③ホークス

Ｑ２．
郷土の道の駅クイズ

県内で人気の道の駅名を答えて下さい。
Ａ＝①砂金採り ②オートキャンプ ③カメルーン弁当
Ｂ＝①県最南端 ②浦の市
③海鳴り定食
Ｃ＝①石橋
②オオサンショウウオ ③猪飯

Ｑ３．
都道府県ランキングクイズ

20
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レーキがかかる前に必要
以上に食べてしまうので
す︒ダイエットとリバウ
ンドを繰り返していると
体重は確実に増えます︒
適度な運動と緩やかなダ
イエットが理想的です︒

節子︵大分市︶

E-mail:kyouwa@mountain.ocn.ne.jp

ハガキに答え・住所・氏名と
﹁お元気ですか﹂
の感想などを
お寄せ下さい︒抽選で 名に
図書カードを進呈します︒

日

17

８７０

１１３３

﹁勤労者医療生協﹂宛

2

︵送り先︶
大分市宮崎９５３ ︱１
〒

11

︵締切り︶ 月

Q2

月号当選者﹀

三重野雅彦︵大分市︶ 山中

︿ 月号の答え﹀
Q1 Ａ＝無垢島
Ｂ＝屋形島・深島
Ａ＝涌蓋山
Ｂ＝鶴見岳

︿
松本 敏男︵大分市︶ 山際千恵子︵大分市︶

幸︵日田市︶

栄二︵佐伯市︶

江藤 直子︵大分市︶ 石倉喜美子︵大分市︶

松尾 映子︵佐伯市︶ 村西

11

︻応募の仕方︼

次の中に大分県が一位でないものが２つあります。どれですか？
Ａ.温泉源泉数
Ｂ.カボス生産量 Ｃ.ネギ生産量
Ｄ.サフラン出荷量 Ｅ.ニラ生産量 Ｆ.道路トンネル数

食後︑ 〜 分ほどで
血糖︵血液中のブドウ糖
濃度︶が上昇してきま
す︒その情報は脳に送ら
れ︑満腹感を覚え︑食欲
にブレーキがかかりま
す︒早食いでは食欲にブ

Ｑ１．
郷土のプロスポーツ選手

藤波 留美︵日田市︶ 長尾

○久米先生のたかが肥満…は、家庭で
の食生活の大切さを認識できました。
家族の食に気をつけます。
○特集の「めまい雑感」の記事は、め
まいの怖さがよく分かりました。
○副院長の「めまい雑感」は、母がめ
まいの治療中でとても参考になりま
した。
○福島の子どもたちの甲状腺ガンは、
10万人当たり12人と通常の７倍超。
原発再開を、この子どもたちに何と
説明するのだろう。
○健康クラブの歴史探訪は、田川を訪
れた記憶がよみがえりました。
○健康クラブバスハイクに参加しまし
た。バスでの院長先生のお話は良
かったです。
○組合員ですが、病気知らずで普段は
利用していません。インフルエンザ
予防接種は主人と受けています。
○職場体験学習で真剣な眼差しの中学
生に、将来への希望を感じました。
○労福協の健康講演会の記事がありま
したが、講演は大変わかりやすく参
考になりました。
○60代です。胃カメラと大腸カメラ
はどのくらいの間隔で受けたらよい
ですか？※胃カメラは年１回、大腸
カメラは既往歴などによっても違い
ますので、主治医にご相談下さい。
（則行）

45

お 年 玉 ク イ ズ

読者の感想が寄せられています。
その一部をご紹介します。

繊維と同じ働きをしま
す ︒ 以 前 は ︑﹁ 糖 質 を 摂
り過ぎると体脂肪が増え
る﹂と言われてきました
が︑最近は﹁糖質は体脂
肪になりにくい﹂ことが
分かってきました︒ま
た︑料理方法でもエネル
ギー量に大きな差が出ま
す︒牛モモ肉１００ｇは
１６５㎉ですが︑揚げる
とプラス１８０㎉︑茹で
るとマイナス ㎉となり
ます︒

読者の
お便り

食べ︑ビタミンやミネラ
ルを不足なく摂ります︒
食物繊維が少ない食べ
物は︑食後２時間ほどで
胃から腸に移動します︒
食物繊維を多く含んだ食
べ物は︑胃の中で水分を
吸収してかさを増すの
で︑小腸へゆっくり移動
します︒それだけ消化ス
ピードが緩やで︑腹持ち
もよくなります︒
ご飯に多い﹁でんぷ
ん﹂は︑その一部が食物

社会や経済環境の変化する中で、働く者の意識や職
場での役割、評価基準など労働環境も変化して、職場
のパワーハラスメントの問題が増加傾向にあることが
明らかになっています。
暴行、暴言は論外として、仕事を与えない、必要以
上の叱責や指導、長時間労働の強制、過度に人格や名
誉を傷つける言動などです。これらの言動や仕打ちを
上司などから受けた場合、また会社がこれを放置する
ことは問題です。その結果、うつ病などの精神疾患に
なった。あるいは名誉や人格を傷つけられたとして監
督署などに相談したり、裁判所へ訴えるなどが増えて
います。また、精神疾患に留まらず自殺という最悪の
結果になり、遺族等が上司や企業を訴えることもあり
ます。
政府は数年前に「職場のいじめ・嫌がらせに関する
円卓会議」を立ち上げて対策を啓発していますが、具
体的に対策をとっている企業は少ないようです。
働く者と使用者が不幸にならないためにも、労使に
よる「パワーハラスメント・ガイドライン」づくりを
勧めます。働く者の労働安全衛生の活動を行っている
大分県勤労者安全衛生センターはガイドラインづくり
などの相談活動も実施しています。
円卓会議で紹介された企業役員のメッセージには
『 すべての社員は、その家族にとって自慢の娘や息子
であったり、尊敬されるお父さんやお母さんであった
りする。そんな人たちを職場のパワーハラスメントで
苦しめたりすることがあってはならない』とあります。

−４−

ダイエット
と食 事

読者の方から︑ダイ
エット食の情報をとあり
ました︒食事と減量につ
いて考えましょう︒
減量で大切なのは︑無
理せず︑緩やかなペース
を守ること︒食事量が減
ると︑ビタミンやミネラ
ルの摂取量も減りますか
ら︑野菜などを積極的に

お元気ですか
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