山本

真

お元気ですか
院長

増産して全国に配り︑陰
性を条件としたGOTO
とかにできないもので
しょうか︒わが病院も
やっと抗原キットを入手
できました︒なんとかク
ラスターの発生をさせな
いよう気合を入れて運営
する所存です︒

皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。

査は未だに世界最下位レ
ベルです︒そのなかでの
GOTOキャンペーンと
は︒今回の政府の無気
力︑無策は︑竹槍突撃を
主張した大戦末期の無能
政府と重なります︒経済
が大事なら︑なかなか受
けられないPCR検査に
頼らず︑抗原キットを大

また、次の項目に該当する方は入院患者様への面会はできません。
１．
マスク着用していない方
２．
体温３７.０度以上の方
３．
熱がなくても咳・のどの痛みなどの風邪症状のある方
４．
帰省されている方
５．
中学生以下のお子様

発 行 者

大分県勤労者医療
生 活 協 同 組 合
大分市大字宮崎９５３−１
電話 ０９７−５６８−２２９９

的な第二波とお盆や
GOTOキャンペーンな
どもあってポツリポツリ
と出るようになっていま
す︒近くの病院でも外来
休止などが起こっていま
す︒世界的にはコロナの
再感染が報告されるよう
になり︑これはワクチン
が無効であることを示唆
するもので残念です︒通
常ウイルス疾患は︑蔓延
のあとは徐々に弱毒化す
ることが本来の姿といわ
れていますが︑今回はま
だそのような状態になっ
ていません︒
このコロナは︑戦争や
宗教対立以外の最大の災
いといえそうです︒それ
にしても感じるのは政府
の無為無策です︒コロナ
蔓延にほとんど効果的な
対策もとらずにPCR検

大分協和病院では、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、
現在、入院患者様への面会制限を行っております。
１．
面会可能日時
月曜日〜土曜日 １５：００〜１７：００ ※ 日・祝日は終日面会禁止
２．面会時間：３０分以内
３．
面会人数：
１回につき１名まで

大分協和病院

の影響下にある病院運営
となっています︒
思えばSARS流行の
ときは自動吸引装置の
開発を始めたころで︑こ
のシステムが出来れば
SARS対策にも貢献で
きるぞとの思いにかられ
ていましたが︑前回は日
本に来ることなく終息し
ました︒その後 年発生
がなく︑ほぼ忘れかけて
いたころにより強力なア
イテムになって︑今度は
上陸︑主要都市部では蔓
延となってきました︒幸
い大分は︑田舎であるこ
とのメリットで約100
日新規発生ゼロと一息つ
けていましたが︑全国

入院患者様への面会制限について

コロナ禍で思う！
コロナの破壊力の前に
たたずんで︑はや半年︒
この間︑暑いという以外
の季節感もなく︑ただ緊
張の糸を途切れさせずに
病院を運営することを心
がけてきました︒3月初
旬には市内で先がけ発熱
外来をテントで開始し︑
4月には地元TVに
PCR検査の拡充を訴え
るために
出演し︑
最近では
PCRの
陰性証明
を開始し
たことな
ど否応な
くコロナ
16
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「健康クラブ」行事及びミニバレーボール大会等
中止 のお知らせ

例年「生協強化月間」に合わせていろいろな組合員行事を企画しておりますが、新型コロナウイ
ルス感染拡大防止のため、今年度は次の行事を中止とさせていただきます。

﹁新しい日本を

月

日午後８時

なりますが︑７

２ヵ月程前に

の対応が重視されますし︑

一人の行動や︑企業や施設

戻り考えてください︒一人

でしょうが︑今一度原点に

スとの戦いはまだまだ続く

も変わらずどこかに潜ん
でいることを頭におい
て︑感染予防に努めなが
ら業務に励みたいと思い
ます︒
︻リハビリ 松本︼

始まる合図﹂と

が︑多忙であったり慣れ
てくるとついつい疎かに
なってしまう部分もあ
り︑改めて注意しなけれ
ばならないと思いまし
た ︒ コ ロ ナ ︑ コ ロ
ナ・・・と︑新型コロナ
ウイルスにばかり気が囚
われがちな昨今ですが︑
その他の細菌やウイルス

院内感染対策全体研修会
去る8月 ︑ ︑ 日
の3日間︑院内感染対策
研修会が開催されまし
た︒テーマは﹁環境感染
対策﹂として︑大正製薬
︵株︶沼崎様にご講義頂
きました︒
内容としては①環境感
染対策②感染性廃棄物③
消毒薬の管理④手指衛生
の4点について動画を交
えながらの講義でした︒
特に手指衛生は最も大切
で︑﹁日常的な手洗いで
はなく衛生的手洗い﹂
﹁流水・石鹸よりアル
コール手指消毒薬の方が
効果がある﹂といわれて
いました︒
医療従事者として大変
重要な内容であります

自分達で出来る事を頑張る

す︒

︻佐伯

後藤︼

く戻る事を祈るばかりで

穏やかな日常が一日も早

題して︑日本各地で花火を

だからこそ︑コロナウイル

ぱりいいなと思いました︒

ました︒日本人って︑やっ

持ちを大切にしたいと感じ

心︑この日本人の温かい気

人々を元気にしようとする

他人を思いやる気持ち︑

承知だと思います︒

みをされた事は︑皆様もご

しかないと思います︒

24

打ち上げる︒そんな取り組

佐伯
中の島通信

〇バスハイク
〇ミニバレーボール大会
★「健康クラブ」…………〇囲碁大会
★大分協和病院杯………〇グラウンドゴルフ大会

毎年楽しみにしていらっしゃる組合員の皆さまには、残念なお知らせとなってしまいましたが、ご
理解いただきますようお願いいたします。来年度以降、再開できる状況になりましたら、また皆さま
のご参加をお待ちしております。
なお、各種行事は中止となってしまいましたが、10月・11月は例年通り
「生協強化月間」
となっ
ています。組合員増やし・増資にご協力をお願いいたします
【本部】

24
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27
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'  月曜日〜金曜日
住 所 : 大分県大分市大字宮崎953-1
;:>G*00.'111-+0(,2-1(*.-/)
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﹁おむつ定額サービス﹂
開始！
矢野︼

お 楽 し み ク イ ズ

︻応募の仕方︼

ハガキに答え・郵便番号・住所・

氏名
︵フリガナ︶
を記入と
﹁お元

Q1＝Aさん

Q2＝▲鶏・■牛

小池百合子

日必着分

Q3＝東京都知事選挙

Q4＝日本通貨の和

名︵全問正解 名︶

香︵日田市︶

節子︵日田市︶

はな︵大分市︶

加藤 雄作︵佐伯市︶ 九岡

山際千恵子︵大分市︶ 山野

松永 孝裕︵大分市︶ 宮崎

小野 恵子︵佐伯市︶ 加藤恵美子︵佐伯市︶

足立 容子︵大分市︶ 岩﨑志保子︵大分市︶

︿当選者﹀

33

様が安心して入院生活を
お送りいただけるよう︑
より一層対策を進めて参
ります︒
︻本部

気ですか﹂
の感想を書いてご応

募下さい︒抽選で 名の方に図

大分市宮崎９５３ ︱１

︵締切り︶ 月

大分県勤労者医療生活協同組合宛

〒

︵送り先︶

して下さい︒

等を 書き 忘れないよ うに注 意

書 カ ー ドを 進 呈 し ま す︒氏 名

10

15

︿７月号お楽しみクイズの答え﹀

10

10

h t t p : / / w w w. o i t a k y o w a - h p . o r g /

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

８７０

１１３３

○クイズ問題多種で楽しい
です。

患者様がご利用になられ
る紙おむつを1日あたり
の定額制でご利用いただ
くサービスです︒利用す
る紙おむつは︑医療専用
︵病院指定︶の商品で︑
吸収量や品質が優れた商
品となっておりますので
安心してご使用いただけ
ます︒
今後も患者様︑ご家族
要かどうかの判断は装置
が行い︑電気ショックが
必要と判断されなければ
電気も流れません︒もう
少し補足すると︑蘇生措
置のガイダンスも流れる
ため︑医療知識の無い一
般の方でも扱える装置で
す︒
意識がなく普段通りの
呼吸をしていない方がい
たら︑付近の施設から
AEDを持ち出して積極
的に使いましょう︒
︻本部 梅本︼

○お金のことは身近な人に
相談します。

大分協和病院では︑患者
様へより安心・安全な療
養・入院生活を受けて頂
けるように︑院内感染防
止対策／看護業務の質向
上・患者様と携わる時間
を増やすことを目的に︑
令和2年8月1日より
﹁おむつ定額サービス﹂
を導入しました︒﹁おむ
つ定額サービス﹂とは︑
た︒私自身は︑完全に
静止している心臓に電
気ショックを与えると
思っていましたが︑
AEDの役割は﹁正し
いリズムで動いていな
い︵細動している︶心
臓に電気ショックを与
えて細動を止めること
で︑心臓に正しいリズ
ムを取り戻させる﹂装
置とのことです︒ボタ
ンを押したら直ぐに電
気が流れるわけではな
く︑電気ショックが必

Ｑ４．「7」「4」「8」「9」「−」「＋」「÷」を全て使って、答えを10にしてください。

○日光浴の効果は参考にな
りました。

Ｑ３．うなぎ養殖発祥の地と言われ、今年8月17日に国内史上最高気温と並ぶ41.1度を観
測した場所はどこ？県名・市名をお答えください。

○知らないことを説明頂き
勉強になります。

Ｑ２．次の空欄を埋めて、隠された四字熟語をお答えください
勇猛■敢
■恩謝徳
質疑■答
善■善果
○コロナ、熱中症、食中毒、
気をつけて行動します。

AED学習

大分協和病院にAED
︵自動体外式除細動器︶
が設置され︑先日AED
の使用講習が行われまし

読者の皆さんから感想が
寄せられています。
その一部を紹介します。

Ｑ１．Aさんは月曜日・火曜日・水曜日に嘘をつき、その他の曜日では真実を言う。
Bさんは木曜日・金曜日・土曜日に嘘をつき、その他の曜日では真実を言う。
Aさんが「私は昨日、嘘をつきました」と言った。
Bさんは「私も昨日、嘘をつきました」と言った。
今日は何曜日？

読者からの
お便り
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