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荒れ果てた海辺から見える福島第２原発
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１月９日︑原発震災
︵地震災害と放射能災害
とが複合・増長し合う破
局的災害︶から４年目を
迎える福島を視察しまし
た︒福島第一原発事故
で︑東京都の面積の約半
分にあたる地域が強制避
難区域に指定され︑今も
万人を超える人たちが
避難生活を続けていま
す︒
人が住めない町は︑除
染後の廃棄物置き場にさ
れ︑地震と津波で被害を
受けた家屋は除染が進ま
ず︑年月とともに朽ちて
いく⁝そんな有様を目の
当たりにしました︒
同じ町でも道路一本で

日本は平和憲法に守ら
れて 年間︑他国と再び
戦火を交えることもな
く︑豊かな社会をめざし
て歩き続けてきた︒
だが︑ 年の時を経て
戦争の記憶は次第に希薄
になり︑悲惨な戦争の経
験を語れる人も少なく
なってきた︒今ほど日本
の平和と民主主義が危機
的な状況に置かれたこと
があっただろうか︒戦争
する国に道を開く法整備
が着々と進められる︒
もしもの事態になれ
ば︑真っ先に戦場に立た
されるのは若者たちであ
る︒しかし︑彼らにその
危機感はあるのか︒街に
はヘイトスピーチが横行
し︑戦争を知らない若者
がこぶしを振り上げてデ
モに加わる︒国会では間
もなく 歳選挙権が成立
する︒戦後 年の節目に
﹁若者よ︑未来を語ろ
う！﹂と呼びかけたい︒
︵河︶

待合室

帰宅困難︑居住制限︑避
難指示解除準備の区域に
分けられています︒今回
視察した富岡町でも道路
一本で被害者の状況は大
きく異っていました︒メ
ディアから得る福島の情
報と実際に訪ねて知る現
実の落差に愕然としまし
た︒事故の前に︑地元の
中学校では原発の﹁安全
教室﹂が行われ︑原発が
環境に優しく︑いかに安
全であるかが教育されて
いました︒その教えを受
けて当時の中学生が書い
た 一 文 で す ︒﹁ 原 子 力 発
電所は富岡町の誇りで
す︒原子力発電所のある
町の住民として原子力に
ついて正しい知識を身に
つ け ︑﹃ 原 子 力 は 危 険
だ﹄と言う固定概念を捨
て る こ と が 大 切 で す ︒﹂
このように思わせた東電
と国は当時の子どもたち
になんと説明するので
しょう︒それでも国は原
発の再稼働を進めようと
しています︒
︵本部 矢野︶
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域で︑自分の能力に応じ
て自立した日常生活を送
ることができるように︑
医療や介護︑住まいなど
日常生活の支援が包括的
に確保される体制を作っ
ていくことです︒
これからは市町村が中
心になり︑地域のあらゆ
る資源を活用して︑在宅
生活を 時間︑３６５日
支えるシステム作りが進
むことになります︒医療
が参加されていました︒

生協も地域包括ケアを視
野に入れた取り組みが今
後の課題です︒
︵リハビリ 山下︶

を持つと言われている
﹃プレべナー ﹄の２剤
があります︒
接種の助成対象となる
定期予防接種は︑ 歳以
上の方は︑生年月日に
よって一人１回対象とな
る期間が決まっています
のでご注意下さい︒詳し
くは当院までご相談下さ
い︒
︵薬局長 野田︶

肺炎球菌ワクチンの
定期接種が始まっています
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地 域 包 括 ケ アシ ス テム を 学 ぶ

１月 日に勤労者医療
生協の役員研修会が行わ
れ︑職員も参加しまし
た︒講師の日本医療福祉
生協連の野本靖夫常務理
事は昨年成立した﹁医療
介護総合確保推進法﹂と
医療生協の事業展開につ
いて講演を行いました︒
この法律の核となるの
は﹁地域包括ケアシステ
ム﹂と呼ばれ︑高齢者が
可能な限り住み慣れた地

豊肥地区で
健康学習会

講師の大分協和病院則
行副院長は︑脳卒中予防
の観点で︑メタボ予防と
アルコールやタバコ︑食
事︑運動などの気をつけ
たいことを詳しく話しま
した︒ときにユーモアを
交えた講演に︑参加者か
らは分かりやすかったと
好評でした︒

最近︑テレビで俳優の
西田敏行さんが出ている
ＣＭを見かけませんか？
ＣＭでは﹁ 歳から肺
炎 予 防 ﹂﹁ 肺 炎 は 日 本 人
の死因第３位︵しかも︑
なくなる方の ％以上は
歳 以 上 ︶﹂ と 語 っ て い
ます︒
昨年 月より 歳以上
の方への︑肺炎球菌ワク
チンが定期接種となりま
した︒予防接種すること
により︑肺炎球菌の感染
で肺炎になる可能性が低
くなり︑重症化すること
も少なくなります︒ワク
チンは５年間有効と言わ
れています︒
現在︑国内で販売され
ているワクチンは︑助成
対象である﹃ニューモ
バックスＮＰ﹄と助成対
象ではないのですが︑
ブースター効果︵さらに
免疫機能が高まる効果︶
65
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大分県生協連合会は結成60年と戦後70年を記念して「戦
争と平和作文」の募集を行います。
対象は、一般（1200〜1600字）、中高大学生（1200〜
1600字）
、小学生
（400〜800字）
です。
応募は、郵送、Fax、メールのいずれかで、医療生協本
部まで。6月17日必着です。
応募者全員に医療生協より記念品進呈。入賞作は県生協
連から表彰と記念品が贈られます。
F a x＝097−568−2317
メール＝kyouwa＠mountain.ocn.ne.jp

「戦争と平和」作 文募集
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豊肥地区労働者福祉協
議会は︑働く者の健康に
ついて学ぶ取り組みで︑
学習会を行いました︒１
月 日の夕刻からの学習
会にもかかわらず︑清川
町﹁神楽会館﹂には︑現
職の会員に退職者の方も
含めて２００名以上の方
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行

英
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さんへの接触︑接近がな
ければ感染症にはかかり
ません︒理想的には感染
症が流行している時期に
は余り人混みに入らない
こと︑逆に言えば感染症
を持っている患者さんへ
の接触︑接近がなければ
感染症にはかかりませ
ん︒もし家族に感染症の
方がいらっしゃれば︑家
の中で隔離︵かくり︶を
実施することです︒患者
さんが使ったタオル︑
ティッシュも感染源にな
ることがありますので︑
タオルは別々にする︑ゴ
ミはきちんと処分すると
いった気配りも必要で
す︒

を介して感染症が拡大す
る可能性が高いと言うこ
とです︒病原体の付いた
指を無意識に目︑鼻︑口
に持って行くことは感染
の機会︑危険性を増すこ
とに繋がりますので注意
が必要です︒家の中で
手・指がひんぱんに触れ
るもの︵リモコン︑ドア
ノブなど︶については掃
除の際によく拭いておく
こと︑手洗いを励行する
ことや︑日常的にマスク
を着用することで感染の
機会を大幅に減らすこと
が可能です︒ひんぱんに
うがいを行うこと︑食品
の衛生管理に努めること
も感染経路を断つ簡便か
つ有効な手段といえるで
しょう︒

感染症予防原則その ❸
日頃から自分の免疫
力を高めておくこと

をしているところです︒

はウイルスが変化しやすく

型︑Ｃ型があります︒Ａ型

イルスはＡ型︑Ｂ

インフルエンザウ

をふるいました︒

フルエンザが猛威

この冬は︑イン

診断︑早期治療が重要だと

ンザでは︑早期受診︑早期

治まりました︒インフルエ

痛︑鼻水なども１〜２日で

薬の投与が早く︑発熱や頭

たが︑それぞれ抗ウイルス

の６人がＡ型に感染しまし

診療所でも職員の約半分

ておくこと︑と言い換え
られます︒日頃から栄養
バランスや適度な運動を
心がけ︑規則正しい生活
を送り︑疲れを残さない
ような身体を作っておく
こと︑感染症の流行期に
備えてワクチンを予め接
種しておくことなどが方
法として考えられます︒
﹁備えあれば憂いなし﹂
の格言の如く︑平素より
自分の健康を守るために
しっかりと準備しておか
なくてはいけません︒今
回︑私もいろいろと反省

感染力が高いので流行しや

言うことを我が身で実感し

後藤︶

すいのです︒Ｂ型はＡ型の

程度の症状です︒

ん︒Ｃ型は感染しても風邪

いので大流行はありませ

た冬でした︒
︵佐伯

１口１，
０００円であなたも組合員に！

ように突然変異を起こさな

全国３００万人の仲間増やしを展開中です
組合加入と出資・増資にご協力下さい

感染症予防三原則

感染症予防原則その ❶
感染源をなるべく自
分から遠ざけること

感染症予防原則その ❷
感染経路を断つこと

このことを簡単に説明
体内に病原体を入れな するならば︑体内に侵入
い知恵として先ず知って してきた病原体と対等に
おくべきことは︑手︵指︶ 戦える力を日常的に養っ

平和をつくる！健康をつくる！
いのち輝く社会をつくる！

大分協和病院 副院長

医師となって 年間︑
これまでインフルエンザ
知らずの身でしたが︑今
年１月初めに不覚にもイ
ンフルエンザに感染して
しまい︑２日間 度の熱
に苦しみ︑床に伏してお
りました︒回復後もしば
らく体調が思わしくな
く︑患者さんはこんなつ
らい思いをするのか︑と
驚きました︒インフルエ
ンザに限らず人から人に
感染する病気︵感染症︶
の予防法について︑まと
めておこうと思います︒
24
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感染症には必ず感染源
があります︒たいていの
場合︑感染症にかかった
患者さんが感染源になる
ことが多く︑逆に言えば
感染症を持っている患者

佐伯
中の島通信
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いて考えてみましょう︒
かかりつけ医の重要な
役割は︑定期的にお薬を
処方することだけではあ
りません︒受診された患
者さんが持つ病気の特徴
や︑検査データなどを把
握し︑症状に変化が生じ
た場合には︑ただちに的
確なアドバイスや治療を
行う︑というとても大切
な役割があるのです︒で
すから﹁○○病院で長く
治療しているけれど︑少
しも良くならないので担
当医に黙ってこちらに来
ました﹂と言われて私は
とても困ってしまうので
す︒
私が先ず何より知りた

い内容は以下の点です︒
﹁今までかかりつけ医の
病院でどのような検査を
行い︑その結果はどうで
あ っ た の か ﹂﹁ 担 当 医 師
はどのようなお考えでど
のようなお薬を処方した
の か ﹂﹁ 症 状 が 良 く な ら
ないことについて︑どの
ような説明があったの
か﹂それらを全く理解せ
ずに当院で検査や治療を
行うことはできません︒
以前︑耳鳴りが治らな
くて︑高血圧で長くか
かっている医院があるに
もかかわらず︑そこの医
者に何も相談をしないま
ま︑５つの病院を受診し
ていた方がいらっしゃい

ん︒ですから気になる症
状があればどんなことで
もかかりつけ医に相談
し︑検査・治療︑あるい
は他院︵専門化︶への紹
介を速やかに行ってもら
うべきです︒どうか遠慮
なさらずに相談なさって
下さい︒
︵副院長 則行︶

︵締切り︶ 月

︿

甲斐佐代子︵大分市︶
中村 典子︵大分市︶
山野 はな︵大分市︶
野尻 和子︵大分市︶
齊藤まさみ︵大分市︶
宿野 睦子︵佐伯市︶
髙野 富夫︵佐伯市︶
村西 栄二︵佐伯市︶
深津 良子︵佐伯市︶
藤波 留美︵日田市︶

日

安東 義徳︵大分市︶
渡辺 和江︵大分市︶
後藤 仁美︵大分市︶
中野 昭義︵大分市︶
須原 好美︵大分市︶
庭瀬 玲子︵佐伯市︶
清家 福代︵佐伯市︶
本川美知子︵佐伯市︶
長峰 智子︵ 豊後大野市︶
岡崎 善夫︵宇佐市︶

17

ました︒その結果︑５人
の医者がお互いに何の連
絡も取り合わぬまま︑そ
の方に同じような検査を
行い︑同じようなお薬を
処方していたのです︒恐
ろしいことですね︒
かかりつけ医は︑担当
患者さんのすべてを把握
しておかねばなりませ

︻応募の仕方︼

ハガキに答え・住所・氏名と
﹁お元 気ですか﹂の感 想を 書い
て応募下さい︒抽選で 名の
方に図書カードを進呈します︒

︵送り先︶
大分市宮崎９５３ ︱１
〒
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Ｑ１ 二酸化炭素
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E-mail:kyouwa@mountain.ocn.ne.jp

お 楽 し み ク イ ズ

大分県も試合会場に決定した2019ラグビー
ワールドカップについて答えて下さい。
Ａ．第何回大会になるでしょう？
Ｂ．日本での本戦参加は何チームでしょう？

かかりつけ医
の役割

春の山菜には苦味があ
り︑これが冬から春の体
に変わるメカニズムをス
ムーズにするといわれて
います︒

春の山菜を
食べよう

りが強いのが特徴です︒
春の山菜には︑抗酸化力
の強いポリフェノール群
が豊富に含まれていま
す︒主な山菜は︑ウド︑
タラの芽︑セリ︑竹の
子︑ゼンマイ︑ふき︑土
筆などがあります︒自然
の山菜を上手に取り入れ
て春先の疲れやだるさを
取り去りましょう︒
︵給食科 安永︶
山野に自生して食べら
れる山菜は栽培したもの
にはない特有の苦味や香

Ｑ２．スポーツクイズ

○休日の急病で、病
院に相談すると看
護師さんのテキパ
キした対応で助か
りました。
○大分協和病院にも
サンタが来たので
すね。毎年続けて
欲しいです。
○健康クラブバスハ
イクは、平和資料
館の時間が短かっ
たのが残念でした。
○昨年は主人が入院
でお世話になりま
した。そのとき注
意されていた肺気
腫のことが年末に
は役に立ち命が助
かりました。
○認知症の母を抱え、
孫のお守りに追わ
れています。退職
後に楽しみにして
いた旅行もお預け
です。
○パワハラ講演会気
になりました。大
分市周辺でやりま
せんか？

台所にスプーン一杯の天ぷら油を流したら、き
れいな水に戻すのにどれくらいの水が必要です
か？
Ａ＝お風呂１杯分
Ｂ＝お風呂５杯分
Ｃ＝お風呂10杯分
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。

最近ちょっと気になる
ことがあります︒定期受
診なさっている病院があ
るにもかかわらず︑そこ
の担当医師に全く相談さ
れていない方がいらっ
しゃるのです︒
もちろん︑担当医が気
むずかしくてなかなか言
えない︑他院にかかるこ
とが申し訳なくて言えな
い︒といった事情がある
かとは思います︒しか
し︑事は健康に関わる問
題ですので︑この機会に
かかりつけ医の役割につ

寒さが和らいで︑新た
な季節を迎えました︒春
先は日々の温度差が大き
くなります︒この変化に
体がついて行けずに︑体
がだるい︑眠いなど体調
不良を訴える人も増えて
きます︒
冬の体から春の体へと
スムーズに移行させてい
くのに有効な食べ物が山
菜だと言われています︒

Ｑ１．地球環境クイズ

読者の
お便り
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