コロナ禍での発熱外来現場の声

た。当院でも第６波による

われて早３年目になりまし

世界中がコロナ禍に見舞
配だから受診したい」「こ

ないから検査したい」「心

容は、「うつったかもしれ

「検査結果はもっと早く出

れはコロナの症状か？」

再び急激に増えてきていま
ないのか」が多いように思

発熱外来患者が昨年末より
す。発熱外来を管理するみ
います。
コロナ感染症に不安を持

さと健和病院の加藤看護部
長に「発熱外来現場の声」
った患者さんに日々対応す

ひとごとじゃない！関節リウマチ

栄

一

「ガッテン」「あさイチ」にも出演

中

チ専門医の医師が担当し

膠原病リウマチ内科 田

エリテマトーデス、全身

▼三郷市非核

平和都市宣言

日に制

は１９８８年

３月

定されました。その文面

には「私たちは、ただ一

つの被爆国の国民として、

すべての国のあらゆる核

非核三原則の堅持を願い、

世間的にもっとも有名

兵器がすみやかに廃絶さ

/ ています。

皮膚筋炎、血管炎、シェ

な関節リウマチの全国の

れ、人類永遠の平和が確

性強皮症、多発性筋炎

ーグレン症候群、ベーチ

患者数は、 万人と推定

変化してきています。その

勢もウイルス同様どんどん

チン接種が行われたりと情

少しずつ出てきたり、ワク

症の株も変わり、治療法も

ます。この間、コロナ感染

来を開始し３月で３年経ち

みさと健和病院が発熱外

らすことが出来るように、

ります。心配を少しでも減

ずあったという事も多々あ

と感染する行動が少なから

ます。よくよく聞いてみる

ませんが）防ぐことが出来

することで、（絶対はあり

法を正しく理解して、徹底

したいのは、感染を防ぐ方

ょう）」とは、皮膚・腱・

「膠原病（こうげんび

お話を伺いました。

も多いリウマチを中心に

栄一先生に膠原病の中で

う）リウマチ内科の田中

膠原病（こうげんびょ

病気に共通する症状とし

られています。これらの

の異常が病因として考え

分を守っている自己免疫

や細菌などの外敵から自

せんが、本来はウイルス

的な原因は分かっていま

もともに、いまだに根本

膠原病も関節リウマチ

この関節リウマチを紹介

ン」や「あさイチ」でも、 も核兵器禁止条約に署

には

います。２０２１年 月

チ治療は急速に進歩して

すが、近年、関節リウマ

患者さんも多かったので

寝たきりになってしまう

の病として、少なからず

病気です。以前は、不治

されており、女性に多い

和都市を宣言します」と

とを誓い、ここに非核平

平和のために努力するこ

結集し市民一人ひとりが

のため、平和を願う心を

は、世界の恒久平和実現

するものです▼三郷市民

立されることを強く切望

を伺いました。

ェット病など様々な病気

ような中で受診される患者

引き続きのマスクの正しい

骨・軟骨などを構成する

て、関節痛やこわばりな

の「ガッテ

名・批准国が

か国を超

日に発
関節リウマチは代表的な

に診断、治療を行ってい

このような病気を専門的

が進歩しています。

の膠原病もそれぞれ治療

膠原病リウマチ内科は、 ただきました。また、他

加盟のドイツやノルウエ

効されました。ＮＡＴＯ

痛やこわばりなどでご心

行っていますので、関節

病リウマチ内科の外来を

金（午前のみ）に、膠原

後）・火（午前・午後）・

では、毎週月（午前・午

みさと健和クリニック

運動を進めましょう。

批准を求めて草の根から

ままです。条約の署名・

器禁止条約に背を向けた

国である日本政府は核兵

ています。▼唯一の被爆

ブザーバー参加を表明し

る第１回締約国会議にオ

供書）を持参ください。

は、紹介状（診療情報提

療機関からの紹介の場合

必要になります。他の医

は、原則、事前の予約が

受診を希望される際に

れることをお勧めします。 （編集委員・千明 一郎）

配な方は、一度、受診さ

イも今年７月に開催され
膠原病の１つですが、他

があります。

さんの問い合わせはほぼ変

着用、手洗い、体力維持を

蛋白質であるコラーゲン

謳っています。▼国連で

わっていません。

実践して頂きたいと思いま

世の中の感染者が増えれ

9

く診療科であり、リウマ

え、昨年の１月

50

22

N
H
K
の膠原病として、全身性

発熱外来を行っている北棟診察室（写真の建物１階）

様々な疾患の総称です。

するために出演させてい

る医療従事者としてお伝え

14
どがあります。

70
に、炎症や障害を生じる

N
H
K

す。

ば電話相談も増え、その内

発熱外来の来院者は、はじめに南棟入口でトリアージ（受付と
同時に検温や状態チェック）を受け、その後北棟の発熱外来へ
スタッフが誘導いたします。

江

好

藤

加

みさと健和病院看護部長
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３回シリーズで考える

相野谷

安隆

年金が減らされていくカラクリ
健和会医療介護政策室
主任研究員

年度から（

こんな中、厚生労働省は、
月 日に

月から）、頼みの年金を０・
４％引き下げると発表しま
した。国民年金を 年間収
めてきた方で、月２５９円

帯で月９０３円の減です。

整理しながら辛さを受け止める。

相談者と相談員が想いを共有

２月５日、埼

する。「勇気をもって、思い切

三郷市の社会保

相談者に寄り添う

キャッチボールする。その中か

ら何かのヒントがみえる。

知症の無料相談電話活動です。

やりきれない声、様々なトーン

明日からまた向き合っていけそ

疲れ切った声、おどおどした声、 して気持ちの整理がつきました。

か？」不安そうな声、怒った声、 心の中が軽くなりました」「話

協）の総会が開

電話相談員である長島喜一さん

障拡充や平和運

年続いている認

アドバイスを探しながら二人で

「あの‥ 物忘れがめだつよう

って電話してよかったわ。少し

ドキュメント／ 認知症１１０番

皆さんは認知症１１０番とい

になった母のこと相談できます

玉土建三郷支部

動を行う三郷市
うのをご存じでしょうか。認知

無料認知症電話相談

社会保障推進協
症１１０番は

の会場を借りて

議会（三郷社保

かれました。コ

がある。それは困りごとだけで

うです」相談員もホッとする。
のことを大事にする。「はい、

はなく、認知症の方の「良さ」

の声が伝わってくる。そのトー

大丈夫ですよ。お話してみてく

ツルルー ツルルー

「優しさ」
「楽しかったこと」そ

に現場でのやり取りの様子も交

加でした。次年

れますか？」 そ れ に 後 押 し さ

れを引き出し発見する。それが

認知症１１０番です」

「はい

れたかのように、すぐに話し始

ロナ禍でもあり、

ている夫婦 人のモデル世
度体制として会長に水脇

すべては ここから始まる。

のトーンに優しさが加わる。相

た ま ま の 方、 仕 事 の 休 憩 中 の

ことを整理して話す方、混乱し

生のドラマがある。相談したい

がった数約３万件。すべてに人

一歩が重い扉を開くきっかけに

の電話を待っています。その第

をつなぐ糸になる。あなたから

「認知症１１０番」はみんな

たの相談は次の相談の糧になる。

談員の表情も明るくなる。あな

方、寝ている母が起きださない

なれば嬉しい。

知症予防財団」

実施主体「公益財団法人 認
表情を読み取ろうとする。「父

月（祝日の場合、

電話相談日

火）・木曜日

時間

時まで
「 母 は、 し っ か り 者 で 社 交 的

℡ ０１２０ ６５ ４８７４

時から
だったのに、家でぼんやりして

事業継続のための
資金援助のお願い

ら ず、 警 察 の お 世 話 に も な っ

「父が散歩からの帰り道がわか

返して！！』と怒鳴られます」

税などの控除の対象となります。

を求めています。寄付金は所得

が危ぶまれています。資金援助

が企業等から減少し事業の継続

コロナ禍などのため資金援助

た」「会社から夫が最近同じ失

郵便振替「財団法人認知症
相談員は一呼吸おく。訴えを

００１２０・０・５５１６７０

も あ る と 言 わ れ た 」 な ど な ど。 予防財団」 口座番号

敗を繰り返す。認知症の可能性

布、 あ な た が 盗 っ た ん で し ょ。

な！』と怒ります」「『私の財

受診を勧めても『病人扱いする

います」「物忘れがひどいので

くので相手するのが疲れます」

が、同じことを何度も何度も聞

神経を耳から脳に集中させ声の

か気にしながらの方、相談員は

「認知症１１０番」につな

様々だ。

見つけ出せると相談者の声と心

もう一つ大事にしていること

引き下げは２年連続です。
照人さん、事務局長に東

17

（事務局）

める方、ためらいがある方など

ンを感じながら、つながったそ

医療・生活 費 の

安倍・菅・岸田の自公政
條哲二さんが選任されま

えて伺いました。

値上げが続 く 中 で も
年金引き下 げ
権の 年間でみると、物価

参加人数を絞っ

３０円！」、車売りの灯油
は５・５％上がっています

て総勢 人の参

のアナウンスです。耳を疑
（プラス）。公的年金額は

リッター２２

いました。たしか、去年の
１・１％引き下げられまし

／月ものマイナスです。し

拡大月間での玄関前行動
寒さに負けず行いました

「灯油、

冬は、１５００～６００円
た（マイナス）。単純に加
６・６％も削減されている
のです。先の国民年金で、
およそ５０００円／月、モ

ガソリン代の高騰も大き

かも、この間消費税は、２

うに値上げされています。

した。

ぐらいだったはずと……。
算 す る と 、年 金 額 は 実 質

の減、厚生年金を受給され

三郷社保協総会開かれる

調べてみると、全国の平均
月

％も高く

年

灯油価格は、２０２０年
月が１４６７円、
が１９３６円と

な問題になっています。昨

０１４年に８％、 年

デル夫婦で１万５０００円

年は、光熱費や食料品の値

から ％に引き上げられて

ます。値上げが家計を圧迫

つまり天引きされる額が増

：

なっています。

上げが相次ぎました。今春
います。

療保険料
（あるいは国保料）

介護保険料、後期高齢者医

また、年金から住民税、

月

も値上げラッシュ（電気・
ガス、食品、ゆうちょ銀行
の手数料など）。
歳

が天引きされていますが、

月から

以上の人の医療費窓口負担

これら保険料は、毎年のよ

さらには、
割負担）になり

しています。自分の懐を見

え続けているのです。「老

が 倍（

ると、頼みの年金は、「じ

後の資金がありません！」

クに来院される多くの方にお声をかけてい

4

10

わじわと減っている」と実

15

−

19

多くの年金生活者の実感で

える形での活動の効果は大きく、クリニッ

22
2

感される方も多いのではな

の拡大行動を行いました。寒さの中でも見

21

10

10

電話相談員

−

12
75

：
10

32

10

30
職員も交代で参加し、クリニック玄関前で

1
す。（次号に続く）

認知症１１０番の電話を受ける相談員
ただきました。（事務局）

21

12

18

2

いでしょうか。

化月間では、ブロック役員さんや各職場の

40

長島喜一

2021.9.16 ～ 12.24 までの共同組織拡大強

第１回
2
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「コロナ禍での健康づくり」バトンリレー連載⑦

連載⑭

みさと健和病院４階北
病棟（回復期リハビリテ
ーション病棟）は急性期

荷物搬入時はクリニック

裏口を使用するよう出入

り業者に徹底いたしまし

今月（１月上旬～

療科にもっと力を入れて

▼「脳外科や循環器の診

た。

月下旬）は６件の

するのはやめて欲し

が荷物の搬入で使用

あう朝８時台に業者

面玄関で患者で混み

▼「クリニックの正

い。

絡先をご記入くださ

なるべくお名前と連

介です。投書の際、

す。今回は２件の紹

ありがとうございま

（みさと健和クリニック

す。

けて頑張っていく所存で

られるよう医師確保に向

の皆さまのご期待に応え

中です。これからも地域

働きかけを続けている最

師確保に向けてあらゆる

器をより厚くするため医

ております。とくに循環

であることは重々承知し

ご期待が大きい診療科

欲しい」

い」

三枝子）

の雰囲気が分かりにくい

入院すると、なかなか外

数も多く入っています。

に昼食用の行事食では品

和友の会相談役）が

た菊地美津さん（健

に長年貢献されてき

長で、友の会の発展

健和友の会元副会

美津 さん

ですが、お正月らしさを

一月三日にご逝去さ

菊地

岡安

事務長

申し訳ございません。

１月の行事食は朝食と

演出しています。行事食

享年八十五歳でし

れました。

リーは１８００キロカロ

上げます。
（事務局）

謹んでお悔やみ申し

んでこられました。

動拠点づくりにも励

元・東金町地域の活

設にも奔走され、水

水元公園共同ビル建

た。菊地美津さんは

（事務局）

リー以内に抑えています。

であっても１日の総カロ

昼食の二段構えです。特

訃報

ご迷惑をお掛けして

投書を頂きました。

1

治療を終えた患者さんが
引き続きリハビリテーシ

押さえましょう。

ョンを行う病棟です。

体温計をはさんでいる腕を軽く

皆さん、ご自身で体調

♧わきと体温計が密着するように

管理を行っていますか？

♡血圧計は心臓の高さに。心臓の
高さに近い上腕（二の腕）での
測定値が最も安定しています。
カフが肘にかからないように注
意しましょう。
ょう。

病院では患者さんの体

♧わきの汗を拭きましょう。

調を確認するために体温
や血圧の測定を行ってい
ます。
病棟で働く私たちも毎
日出勤前に体調確認や体
温測定を行っています。
日頃から体温測定をする
ことで、自分の平熱を知
ることは大切ですね。

るイメージで体温計を当てまし
・ジョア

皆さんも体温や血圧測

♧わきの中央部に下から突き上げ
・ソフト蒲ぼこ

定を習慣づけて体調管理

汗をかいていると、正しく測定

病院食（行事食）
の紹介

・かぶの酢物

しませんか？

♡背もたれ付きの椅子に深く座っ
てリラックスした姿勢で 1 ～ 2
分安静にした後に測定しましょ
う。
・栗きんとん

読んでくださいよ」と

うのは、今まで一度も

せん。

ってしまうと正しく測定できま
・昆巻き

の願いを込めてのポス

棒（妻）のあとにくっ

ピンポンして、挨拶し

♡厚手のシャツや上着は脱ぎまし
ょう。袖まくりはダメです。
♧下着に触らない。

・野菜碗

夫婦二人で運動もかねて配っています

トインです。

前ブロック長の菊地

ついて、かれこれ二十

たことがないのです。

水元・東金町ブロック

美津さん（本年ご逝

年怪我もなく、手配り

いい歳（八七）をして

「ポストイン」とい

去）から「奥さんと、

をしてきました。ふた

人見知りなのでした。

章三 さん

ふたりで一人、という

りで一人分の仕事。友

それでも続けます。歩

水谷

ことでいいから」と、

の会会費は二人分。ア

改善運動です。地域の

ほとんど命令のような

相棒が二十部、私が

元気増進に少しでもお

く運動です。医療行政
二十七部。折り込みが

役に立てたらとおもい

ハハ。

たっぷりあると、結構

つつ。どうぞ、あなた

お誘いをうけて、ブロ
ックでは先輩のわが相

重かったりします。で

も。

♡快適な温度の部屋で測りましょ
う。
・米飯

（上腕測定）

も、ちらっと見てバイ
バイのチラシではなく
て、一枚一枚が健康な
生活のためのお役立ち
情報です。「しっかり

♡血圧を測る前に「喫煙・飲酒・
カフェインの摂取」はしない。
できない可能性があります。
＜左のメニュー＞

血圧測定のポイント
体温測定のポイント

４階北病棟
みさと健和病院

届けています

体温計の先端が下着などに当た

♡カフは緩めずに正しく巻きまし
ょう。

＜右のメニュー＞
・米飯
・有頭えび
・三食博多
・炙りサーモン
・八幡巻き
・お煮しめ
・黒豆
・千代呂儀
・伊達巻
・田作り
・紅白なます

血圧・体温を正しく測ろう

」
私も
「
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ロナの感染第６波が急激に

と厳しくなりました。新コ
ます。

１日も早い終息を願ってい

小倉喜子先生のユーモアあ

冬のお肌のケア」看護師の

スクとスキンケア」「秋と

しました。「コロナ禍のマ

▼第３課保健講座に参加

▼ヒートショックの記事

…………………………

（三郷市新和・長谷部 洋子）

うございました。

ウム飲めました。ありがと

う」の優しい声かけでバリ

十分にやり、感染を防ぎた

もかく個人でできる対策を

の対策も不十分ですが、と

いものです。政府・自治体

強く今まで以上に用心した

にくいとはいえ、感染力が

オミクロン株は重症化はし

しておりました健診予約

診活用のすすめ」に記載

り込みました「友の会健

１月号健康のひろばに折

読者の便り
（三郷市戸ヶ崎・森井

ふれる分かりやすい講演に
を見て本当に気をつけよう
いですね。

ですが、健診枠の関係で

征之）

増加しております。今度の

納得する事ばかり。お土産
と思いました。少しの工夫
（葛飾区西水元 ・

︻お知らせ︼

も沢山いただき、終了証も
が予防につながり安全で快
だとわかりました。「わた

適な入浴をするために大切
▼せっかく下火になって

…………………………

高沢

ます。ご予約方法は健和

入ってからの受付となり

す。また受付は３月に

４月以降の枠となりま

を幼い頃から学び、当たり前のよ

が参加している為、皆が顔なじみ。
息子が学校帰りに自宅前に野良
猫が佇んでいた時は、怖くて目の

前の自宅に帰れず、近所の家に逃

げ込んだだけではなく、おやつを

んな地元である。

俳句

お弾き初め作法を正して
「春の海」

三郷市東町 千葉 妙子

雪が舞う鴨が群浮く濁り川

三郷市戸ヶ崎 石塚ふさ子

思いづる友と語りし去秋
（こそ）
の冬

三郷市戸ヶ崎 Ｋ・Ｓ

忠

足立区東保木間 金指 孝造

水鳥やぽとと潜りてぽとと出る

短歌

池澤

冬日射し冬至過ぎれば畳の目
ひとつ伸びると云いし母偲ぶ

三郷市泉

布いただいています。受け持ちの部数はそ
れぞれで、5〜6部の方もいらっしゃいます。
できる範囲でお願いしています。お気軽に
友の会事務局までご連絡ください。

『手配り協力者』募集中

（投稿は1月1首で厳守願います）
※作品掲載者には図書カード500円分を送付いたします。

いなと思っている。

（編集委員・高橋

邦夫）

の紙上サロン？になるとい

世の中をつくっていくため

を結び、安心してくらせる

ば」が地域の皆さんと職員

らないいま、「健康のひろ

会員どうしの交流もままな

休止せざるをえなくなった。

であってもさすがに２月は

が、お弁当のテイクアウト

堂の灯だけは守りたかった

まった。おあしす子ども食

てから丸２年がたってし

▼コロナの流行がはじまっ

編集後記

いま、機関紙
「健康のひろば」約9500部
を友の会の「手配り協力者」約420人で配
達しています。みなさんボランティアで、
毎月20日頃、ご近所の会員さんの分を配

いただき感謝、感謝です。
（三郷市谷口・小林 純子）

しのふるさと」は毎回知ら
いたコロナ感染者が、新年

友の会事務所（０４８ー

幸太郎）

…………………………
なかったことを新たに知る
になってオミクロン株が急

月の健診時、お世話

になったレントゲン技師の
ことができ楽しく読んでい

▼
方には感謝です。昨年度は

達から、当然のように下町の風習

あて先：埼玉県三郷市鷹野4−494−1 みさと健和病院 健和友の会宛 締切：毎月15日

いただきます。

９５５ー７８７２）まで

さて、今日は誰としゃべろうか。
て同じ小学校である。厳格な祖父

文芸のひろば 俳句・川柳・短歌 募集

書カード500円分を送らせて

速に進み感染が拡大してい

見守ってくれる地元が安心である。

ご連絡ください。

正解者の中から小林純子さん、

ます。

向島は江戸時代から花街として

バリウムが飲めず胃がん検

において、家の外に出ると、必ず
以前あったのだが、何代遡ってみ

宏

森井征之さん、
長谷部洋子さん、

ます。少し気を緩めると隙

（事務局）

は「ベンガルトラ」でした。

診ができなかったのですが、 （三郷市彦成・中川 恵美子）

ちろん、様々な行事に多くの住民

年老いて生きてる証しと出す賀状
ご無沙汰しては友情もはかなし

第463号（12月25日 付）の 正 解

をねらってくるウイルス。

の繋がりが希薄になっている現代
家系図を調査してもらった事が

三郷市中央 吉野

パズル当選者のお知らせ

…………………………

地元行事も頻繁に行われ、祭はも

「ゆっくりでいいですよ」

いが強く、子供が外で遊んでいて

油断は禁物です。とにかく

民が住んでいる向島が誇らしい。
家に生まれた私であり、４代続け

昔の花街の料亭写真

いる。また、地元のご近所付き合

▼朝晩の冷え込みが一段

栄え、今でも芸者が地元を歩いて

11

「まず少しお水飲みましょ
も、近所の方々が相手をしてくれ、

今も地元伝統行事が息づいている街

誰かに話し掛けられる心温まる住
ても、墨田区向島に居を持つ長男

墨田区向島
うに息子にも受け継いでいく、そ

頂いて、送り届けてくれた。人と
地元祭でのひとコマ

佐藤 真人
薬局長
たかの薬局
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文 芸 の ひ ろ ば

中川恵美子さん（以上三郷市）、

高沢幸太郎さん（葛飾区）に図

