と
た
あな

地域

＊【あなたと地域通信】では、近隣の団体や個人の皆様のボランティア活動や音楽・絵などの文化的活動等をご紹介していきます＊

通 信

民舞研究会に参加して
一昨年の５月、民謡を踊ることを目的にした
会が老人会のなかの一つの組織として作られま
した。最初は何人ぐらい参加があるのか心配で
したが、発会にあたり人集めに奔走してくれた
方により、１８名と沢山の希望者が集まりました。
“老人会から１５名以上の会員を集めること”
との
希望も十二分にクリアすることが出来ました。
会の名前は「民舞研究会」と決まり、日本各
地の民謡を踊ろうということになりました。
今まで演歌に振り付けした踊りの会はたくさ
んありましたが、主に女性を対象とした踊りで
した。しかし民謡を専門に踊るということで、
男性も女性も参加ができるようになりました。
男性にも門戸を開いたことと、民謡踊りが同じ
動作の繰り返しであることから、踊りやすいと
いうことで、多くの参加者が集まる一因となっ
たようでした。
演歌に振り付けした踊りは歌詞に振付けする
ため、１番、２番、３番と違う踊りになり、覚
えるのも大変かと思います。民謡踊りは音頭に

合わせて繰り返し踊るので覚えるのが簡単なの
です。
私自身、昔村祭の際に踊った盆踊りと同じな
んだと思い、抵抗感も恥ずかしいという気持ち
もありませんでした。
最初に取り上げた踊りは「佐渡おけさ」でした。
先生の後に続いて手足を動かしているうちに、
次の動作を考える前に体が動いてきますから不
思議です。頭で覚えるより体で覚えることの大
切さを知り、そのうちに音頭に合わせて踊る余
裕もでき、仲間と動作を合わせることが重要な
ことと知りました。
練習は毎日第２、４水曜日に１０時～１２時
です。お茶の休憩時間は先生を囲んでおしゃべ
りの時間もあり、楽しくやっております。発足
後１年でパルの舞台に出演し好評を得ることが
できました。
先生は星野まさえ様、代表者は矢島君子様です。
ご興味のあるかたは是非ご参加ください。
笠懸町２区老人会

大森

顕一

介護の日のイベントを開催しました♪
今年は 11 日が日曜日のため、 1 2 日（月）に外来フロアで介護の日のイベントを
開催しました。介護相談や介護用品の展示、介護技術相談や体験、タッチケア体験等
のコーナーを作り、多くの方に参加して頂きました。昨年好評だった 100 円ショップ
で販売している【日常生活にちょっと役立つ物】
（ 持ち手付茶碗、入れ歯入れ、ペット
ボトルの蓋開け等）を紹介しました。口腔体操（掲示物）は食事を美味しく食べるため
の体操で興味深く見て頂けました。また、今年は関連施設である「クレイン東邦」「グ
ループホーム」の施設紹介も行いました。
今年で 2 回目の開催でしたが、毎年趣向を凝らして患者様、ご家族の皆様の介護の
お手伝いができるよう、様々な情報を提供できる企画を考えていきたいと思います。
介護リーダー

－2－

あなたとお薬相談

薬剤科

増田

ニキビは皮膚科へ
ニキビは尋常性ざ瘡（じんじょうせいざそう）という皮膚の病気です。病気のため病院で
ニキビは尋常性ざ瘡（じんじょうせいざそう）という皮膚の病気です。病気だから病院で
治療を受けることができます。ニキビ痕（あと）を残さないためにも、なるべく早く治療を受けましょう。

皮膚科でのニキビ治療
①診察を受けます

生活習慣の注意
皮膚科を受診し薬を使うのと並行して生活習慣
の改善も必要となります。生活をチェックして、
ニキビが出来にくい毎日を実践しましょう。

受診すると、まず、ニキビが出始めた年齢、出
ている部位、症状の変化、便通や食べ物の好き
嫌い、女の人は生理の周期や程度などについて
質問されます。

①食生活

②あなたにあった薬が処方されます
薬には飲み薬と塗り薬があります。塗り薬だけ
処方される人もいます。
< 飲み薬 >
抗生物質（菌の繁殖を抑える薬）や炎症を抑え
る薬、皮脂の分泌を抑える薬、ホルモンのバラ
ンスを整える薬などが処方されます。漢方薬を
処方されることもあります。
< 塗り薬 >
飲み薬と同じように菌の繁殖を抑えたり、炎症
をやわらげたり、皮脂の分泌を抑えたり、皮脂
の新陳代謝を高める薬が処方されます。顔全体
につけたり、ニキビの部分だけつけるものなど、
使い方はさまざまです。

過剰な脂質や糖質は、皮脂の分泌を活発にさせ、
ニキビを悪化させます。またコーヒー、タバコ、
アルコールなどは、刺激物になると同時に、体
のストレスになりビタミン C が消耗し、修復を
遅らせます。栄養バランスの整った食事を心が
けましょう。

②睡眠
夜更かしは新陳代謝のサイクルを乱し、古い角
質が毛穴をふさぎ、肌に悪影響を与えます。睡
眠をきちんと取り、規則正しい生活を心がけま
しょう。

ＴＶなどで話題の健康診断ですが、今まで受けたことのない方、健康診断
って何？と疑問に思われる方々に、健康診断スタッフが分かり易くご説明
させていただきます。
ご加入の健康保険によりましては、お安く健診が実施できる場合がありま
すので、スタッフまでお気軽にご相談ください。
★胃検査を実施されたお客様には美味しいお食事をご提供させていただきます★
【 健 康 増 進 ・ 予 防 医 学 セ ン タ ー 】Ｔ Ｅ Ｌ

0 2 7 7 - 7 6 - 6 3 0 3（ 直 通 ） 休 診 日 を 除 く 9 ： 0 0 ～ 1 7 ： 0 0

－3－

佳奈

【Ａｎｄｙｏｕ
（あんどゆー）
】…Ａｎｄｙｏｕ＝あなたと。東邦病院広報誌の新名称です。当院設立日２月１１日の誕生花、
エンドウ（花言葉は信頼、未来のよろこび、必ず来る幸福）が命名の由来となっています。
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裏面のノロウイルス特集もぜひご一読ください

（本文 厚
…生労働省ＨＰより転載）

毎年世界中間で流行して
います。これを季節性イ
ンフルエンザと呼んでい
ます。
時として、この抗原性
が大きく異なったインフ
ルエンザウイルスが現れ、
多くの国民が免疫を獲得
していないことから全国
的に急速にまん延します。
このように国民の健康と
生命、生活に、場合によ
っては医療体制を含めた
社会機能や経済活動にま
で影響を及ぼす可能性が
あるものを新型インフル
エンザと呼んでいます。
直近では、大正 ７年（ス
ペインインフルエンザ）
、
昭和 年（アジアインフル
エンザ）
、昭和 年（香港
インフルエンザ）
、平成
年（インフルエンザ
（ H1N1
）
）に発生しました。
2009
しかし、世界に流行が
拡がり、多くの国民が新
型インフルエンザに対し
て免疫を獲得するにつれ、
このような新型インフル
エンザも、季節的な流行
を繰り返すようになって
いきました。インフルエ
ンザ（ H1N1
） 2009
につい
ても、平成 年４月から
は、季節性インフルエン
ザとして取り扱われるこ
とになりました。
次の新型インフルエン
ザウイルスはいつ出現す
るのか、誰にも予測する
ことはできません。
しっかり予防をし、健
やかに冬を乗り切りまし
ょう。

23

毎年猛威を振るうインフルエンザ︒その効果的な対策とは？
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インフルエンザに
かからないためには？
インフルエンザを予防
する方法は以下の５つが
挙げられます。①流行前
のワクチン接種 ②飛沫
感染対策としての咳エチ
ケット（咳やくしゃみを
人に向けて発しない・マ
スクをする・手のひらで
咳やくしゃみを受け止め
た際はすぐ手を洗うなど）
③外出後の手洗い等 ④
適度な湿度の保持（ ～
％） ⑤十分な休養とバ
ランスのとれた栄養摂取
⑥人ごみや繁華街への外
出を控える などです。

うろと歩き回る等の異常
用を開始した場合、十分
インフルエンザに
行動を起こす恐れがある
な効果が期待できません。
かかってしまったら
ため、自宅において療養
具合が悪ければ早めに
タミフル服用時の
を行なう場合、少なくと
医療機関を受診し、安静
も２日間、小児、未成年
異常行動への対応
にして休養を取りましょ
者が１人にならないよう
う。睡眠は特に大切です。 に配慮しましょう。
タ
ミフル服用後、異常
また、水分を十分にとり、
行
動による転落死が発生
インフルエンザの
咳・くしゃみなどの症状
し
た事例等が報告された
がある時は不織布（ふし
治
療
薬
は
ど
ん
な
も
の
こ
とを受け、平成 年３
ょくふ）製マスクをしま
があるか？
月に予防的な安全対策と
しょう。
し
て
添付文書を改訂し、
人ごみや繁華街などへ
インフルエンザに対す
注
意
文を警告欄に記載、
の外出も避け、無理をし
る治療薬として、下記の
「
緊
急安全性情報」が医療
て学校や職場へ行かない
抗インフルエンザウイル
機
関に配布されました。
ようにしましょう。
ス薬があります。
そ
の後タミフルの副作用
小児、未成年者では、
○オセルタミビルリン酸
報
告において 代の転落
急に走り出す、部屋から
塩
（
商
品
名
・
タ
ミ
フ
ル
）
・
飛び降りによる重篤な
飛び出そうとする、うろ
○ザナミビル水和物（商
事例は報告されていませ
品名・リレンザ）
ん
。
○アマンタジン塩酸塩
（商
なお、タミフルと異常
品 名・シンメトレル）
行動との因果関係示す結
○ペラミビル水和物
（商品 果は得られていないもの
名・ラピアクタ）
の、引き続きこれらの対
○ラニナミビルオクタン
策を行なうのが妥当とさ
酸エステル水和物（商品
れています。
名・イナビル）
効果はインフルエンザ
季節性と新型の
の症状が出始めてからの
インフルエンザの違い
時間や病状により異なる
ので、使用は医師の判断
Ａ型のインフルエンザ
となります。
はその原因となるインフ
また、症状が出てから
ルエンザウイルスの抗原
２日（ 時間 ）以降に服
性が小さく変化しながら
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﹁かからない﹂
﹁うつらない﹂
インフルエンザ対策
２０１２ １２
１月号
月号
60
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増刊号

あんどゆー

激しい腹痛、嘔吐、
下痢…
ノロウイルスの恐怖

消毒や手洗いを徹底し予防を！（本文…厚生労働省ＨＰより転載）
12 月に流行の兆し

特に、子どもやお年寄
近年増加傾向にあります。 た食品取扱者を介して食
ノロウイルスによる
品が汚染されたことが原
りなど抵抗力の弱い方は、
また、ノロウイルスは
胃腸炎とは
因となっているケースも
加熱が必要な食品は中心
③、
④、
⑤のように食品や
多いとされています。
部までしっかり加熱して
水を介したウイルス性食
ノロウイルスによる感
そのほかの原因として
食べましょう。また、調
中毒の原因になるばかり
染性胃腸炎や食中毒は一
は、ノロウイルスに汚染
理器具等は使用後に洗浄、 でなく、
①、
②のようにウ
年を通して発生していま
された二枚貝があります。
殺菌しましょう。
イルス性急性胃腸炎（感
すが、特に冬季に流行し
二枚貝は大量の海水を取
染症）の原因にもなりま
ます。
ノロウイルスの
り込み、プランクトンな
す。
ノロウイルスは手指や
どのエサを体内に残し、
この多彩な感染経路が
感染ルート
食品などを介して、経口
出水管から排水していま
ノロウイルスの制御を困
で感染し、ヒトの腸管で
すが、海水中のウイルス
難なものにしています。
このウイルスの感染経
増殖し、おう吐、下痢、
も同様のメカニズムで取
路はほとんどが経口感染 （参考）感染経路別ノロウ
腹痛などを起こします。
り込まれ体内で濃縮され
イルス感染集団発生の推
で、次のような感染様式
健康な人は軽症で回復し
るためと考えられていま
移（病原微生物検出情報
があると考えられていま
ますが、子どもやお年寄
す。なお、ノロウイルス
（ IASR
）
）
りなどでは重症化したり、 す。
に汚染された二枚貝によ
①患者のノロウイルス
吐ぶつを誤って気道に詰
ノロウイルスに
る食中毒は生や加熱不足
が大量に含まれるふん便
まらせて死亡することが
のもので発生しており、
や吐ぶつから人の手など
感染した場合の症状
あります。
十分に加熱すれば、食べ
を介して二次感染した場
ノロウイルスについて
ても問題ありません。
潜伏期間（感染から発
合 ②家庭や共同生活施
はワクチンがなく、治療
症までの時間）は ～
設などヒト同士の接触す
は輸液などの対症療法に
時間で、主症状は吐き気、 ノロウイルスに
る機会が多いところでヒ
限られます。
嘔吐、下痢、腹痛であり、 感染してしまったら
トからヒトへ飛沫感染等
ノロウイルスへの
発熱は軽度です。通常、
こ
直接感染する場合 ③食
予防と対策
ノロウイルスは、とて
れらの症状が１～２日続
品取扱者（食品の製造等
も感染力の強いウイルス
いた後に治癒し、後遺症
に従事する者、飲食店に
です。特に幼児や抵抗力
もありません。また、感
おける調理従事者、家庭
染しても発症しない場合
で調理を行う者などが含
や軽い風邪のような症状
まれます。
）が感染して
の場合もあります。
おり、その者を介して汚
染した食品を食べた場合
食中毒の原因となる
④汚染されていた二枚
貝を、生あるいは十分に
食品とは？
加熱調理しないで食べた
場合 ⑤ノロウイルスに
過去のノロウイルス食
汚染された井戸水や簡易
中毒の調査結果を見ると、
水道を消毒不十分で摂取
食品から直接ウイルスを
した場合などがあります。 検出することは難しく、
特に、食中毒では③の
食中毒事例のうちでも約
ように食品取扱者を介し
７割では原因食品が特定
てウイルスに汚染された
できていません。その中
食品を原因とする事例が、 には、ウイルスに感染し
ノロウイルスの予防には
次のようなものがありま
す。
患者のふん便や吐ぶつ
には大量のウイルスが排
出されるため、① 食事の
前やトイレの後などには
必ず手を洗う ②下痢や
おう吐等の症状がある場
合は、食品を直接取り扱
う作業をしないようにす
る ③胃腸炎患者に接す
る場合は、患者のふん便
や吐ぶつを適切に処理し、
感染を広げないようにす
る などの対策をしまし
ょう。
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の落ちている場合などは、
とても少量のウイルス
（数
個から１００個程度）が
体に入っただけで、発症
する場合があるほどです。
そして、発症者の吐物
や（下痢）便の中には多
量のノロウイルスが含ま
れています。
適切な処置をしないと、
家庭内や保育所・学校内
で、ヒトからヒトへ感染
してしまうことがありま
す。施設等で発生したと
きは早く診断を確定し、
適切な対症療法を行うと
ともに、感染経路を調べ、
感染の拡大を防ぐことが
重要です。
冬場に吐き気、嘔吐、
腹痛、下痢、発熱といっ
た症状があったら、この
ウイルスに感染してしま
った可能性があります。
吐いたり、お腹が痛く
なったりしたら、最寄り
の保健所やかかりつけの
医師に相談しましょう。

