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守口市駅

模となりました︒マイクで道

行 く 人 達 に︑
﹁ 憲 法 ９条 は 日

本の宝だけでなく世界の

宝﹂︑
﹁戦争をする国ではなく

憲法９条をみんなで守ってい

きましょう﹂と訴え︒
職員と一緒にきてくれた子

ども達も一生懸命に﹁シール

投票﹂の呼びかけをしてくれ

ま し た︒
﹁安倍さんはおかし

い︒戦争は絶対反対です﹂と

の一言メッセージも寄せられ

ています︒
署名総数は １５ ３筆とな
り︑今後の大きなはずみとな
りました︒
守口協議会 議長 中西多恵子

素を出して︑胃粘膜中の
尿素からアルカリ性のア
ンモニアを作り出し︑ピ
ロリ菌の周りの胃酸を中
和して︑胃酸による殺菌
を免れています︒
ピロリ菌の感染経路
は︑親が口移しで食べ物
を食べさせたとか︑昔の
衛生状態の悪い飲料水か
ら感染したと推測されま

シール投票中・守口

で︑自信に溢れて元気い
っぱいに体操や生活発表
会で披露した演目の手話
や手品︑フラダンスをみ

昨年の３
したり肩たたき︑プレゼ

にも一緒にじゃんけんを

キラキラ笑顔の
保育園児と交流
月からさつ
ント交換などほのぼのと

せてくれました︒その他

き保育所と

きらきらと元気いっぱ

した交流会となりまし

て頂いてい
いな子ども達をみて利用

年に１回交

発ゼロ ・ 自然エネルギー推進の政府実現
ます︒今年
者の方もいつもとは違う

た︒

を！﹂をめざす集会が５４０人の参加で開
は２月と３
とてもいい笑顔︒

流会をさせ

催されました︒関電の大株主でもある︑大
月に計２回

日︑﹁福島切り捨てを許さず︑ 原

阪市役所まで元気にパレードに参加︒東日
組合員の皆さん︑是非

開催しまし
一度︑
見学にきて下さい︒

今年から
みいの郷デイサービス

た︒

難生活を強いられています︒福島では約５
小学生にな
主任 岡野和隆

万人以上の人たちが避

万人以上の人たちが帰還の見通しもなく苦
る子ども達

昨年３月末には﹁自主避難者﹂への支援

が 打 ち 切 ら れ︑
﹁避難指示﹂ 解除地域で
も︑戻った住民は
わずか︒若者や子
どもたちの帰還は
極端に少なく︑将
来︑自治体そのも
のが消滅するので
は？とさえ言われ
て い ま す︒
﹁原発
ゼロ・自然エネル
ギー基本法﹂の制
定は国民の願いで
す︒
憲法平和委員会

誘発し︑胃がんの主な原

指腸潰瘍・胃ポリープを

菌感染症は胃潰瘍・十二

確認された場合︑２種類

ます︒ピロリ菌の存在が

を受け︑胃の状態を調べ

で︑必ず一度内視鏡検査

委員長 田中耕三

因にもなります︒日本で
の抗生剤と１種類の胃薬

大阪市役所までパレード

歳以上の人の７割超

はピロリ菌に感染してい
ます︒

を１週間内服して除菌し

は
ると推測されています︒
当院も除菌療法が保険

炎〟 の可能性が高いの

性 の 場 合 は〝 萎 縮 性 胃

ーゲンの項目があり︑陽

プション検査にペプシノ

合員健康づくり健診のオ

す︒けいはん医療生協組

を確認することが必要で

をして今︑癌がないこと

に必ず一度胃内視鏡検査

ロリ菌の有無を調べる前

あります︒保険診療上ピ

血液・便などの検査法が

ピロリ菌の検査方法は

主治医となる場合もある

い︒

で︑検診を受けてくださ

見によって完治可能なの

います︒胃がんは早期発

人が胃がんで亡くなって

でも日本では年間約５万

終わってしまいます︒今

ウト寝ている間に検査が

を使用しますので︑ウト

の胃内視鏡検査は鎮静剤

を収めています︒当院で

い︑約９割の高い成功率

１６５例の除菌療法を行

診療適応になってから︑

薬のやり取りは慣れてい

かと思います︒

検査方法は

るので︑毎回の調整はと
てもスムーズに行うこと

︱︱２０１９年３月末で

い程度に少しずつ動かす
よ う に︑
﹁無駄にする
な﹂
﹁すべてを活用せ
よ ﹂﹁ 続 け よ ﹂ を モ ッ ト
ーに運動しています︒寒
い日でも体がぽかぽかと
血流が良くなり︑笑顔で
みんな楽しくやっていま
す︒
ケアマネージャーの役
割や医療生協とは︑など
学 習 に も 取 り 組 み︑﹁ よ
くわかった﹂の声で︑こ
れまで組合員でなかった
人も４人加入しました︒

方の力を借り

たくさんの

が痛い人も椅子に座って

が始まりました︒足・腰

かヨガサークル﹁ゆう﹂

組んでいきます︒

等健康チェック等も取り

今後︑体組成計や血圧

て今年１月か

ました︒これについてご

診療加算の見直しがされ

域包括診療科と地域包括

設けられました︒また︑地

ビリとは違い︑状態が安

いません︒急性期のリハ

なければいけないとは思

リは必ずしも医療で行わ

私は﹁維持期﹂リハビ
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問い合わせは組織部へ

■子ども服リサイクル
１００円バザー

田中久子

サービス付き高齢者向

４月 日︵日︶ 時〜 時
分︶
︒ 仕事内容は

います︒
問い合わせ先
まで

︵８３３︶５６３１篠原

０７２

の方︑応募をお待ちして

す︒ヘルパー免許お持ち

安否確認と相談業務で

９時

集しています︵ 時〜翌

■みいの郷管理人募集

みい西支部 支部長

できるヨガです︒
衰えるばかり︑動かせて

このままでは心身とも

ら︑月２回︑
人前後が参
加し︑やわら

全事業所で接遇力アップに取り組ん
でいます︒
楽しく実践している様子の︑みいの

維持期リハビリが廃止さ

■法律相談︵要予約︶

意見をお聞かせ下さい︒

定しているので︑介護の

け住宅の夜勤管理人を募

郷デイサービスを紹介します︒

︱︱４月の診療報酬改定

れる予定です︒これにつ

４月 日︵金︶ 時

ができます︒

から新しく︑かかりつけ

いてご意見などございま

お一人 分程度の時間

伝伝 言言 板板

医機能の強化として﹁機

すか︒

要介護者等への医療での

能強化加算﹂︵初診料︶が

﹁かかりつけ医﹂は︑

リハビリでも可能だと思

です︒お気軽にご相談下

医師ないし医療機関と患

さい︒

いないところは無理しな

しんでおられる実態が報告されました︒

過した現在でも︑

本大震災・東電福島原発事故から７年が経

３月

万人が避難生活！

組合員・職員で署名宣伝行動

日︵金︶夕方︑３市

職員︑総勢１２３名という規

の行動に取り組み︑組合員と

駅頭で同時に憲法９条を守れ

３月

古川橋駅

組合員・職員 名で大きな風

寝屋川市駅

診察室よもやま話

高尾

ピロリ菌は胃がんの原因にも

た︒

学・医学賞を受賞しまし

みい診療 所 所 長
人間の胃は非常に強い
酸性の胃液を分泌し︑殺
菌作用があるので︑食物
の腐敗を防ぎます︒長い
す︒
一旦感染すると︑ピロ

ピロリ菌はどんな
働きをするの
ピロリ菌は巧みな進化
リ菌は胃の中に住み続

間︑胃に細菌の生息は不
可能であると考えられて
で︑ウレアーゼという酵

胃炎〟という状態にな

痩せてしまい︑〝萎縮性

果︑胃の粘膜がうすく

の炎症が長く続いた結

を傷害します︒これら

を排出して︑胃の粘膜

け︑毒素など有害物質

きました︒が︑オースト
ラリアの医師は胃にピロ
リ菌を発見し︑常識は覆
されたのです︒マーシャ
ル医師は培養したピロリ
菌を自ら飲んで胃炎にか
かり︑病原菌であること
を身をもって実証し︑２
ります︒また︑ピロリ

ています︒訪問診療料が

各医療機関が患者様の

当院は院内処方なので

しかし︑回復期から維

います︒
関係によって成り立つと

持期に移行する際の目安

者様の間で生まれる信頼
思います︒患者様が安心

はありますが︑患者様を

三井南町 ︱ みいふ
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００５年にノーベル生理

工藤真貴先生へのインタビュー

患者負担の軽減を第一に
患者様から信頼される
﹁かかりつけ医﹂
でありたい
さつき診療 所 所 長

︱︱先生が普段から診療
高く設定されているの

残薬状況や内服等を把握

︱︱最近では薬の多剤処

再診の際︑残薬を患者様

して受診できるために

れあいの家２Ｆ
古着提供のお願い
日から

日ま
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︵８３２︶３９５０

平松

主催 ボランティア・みい

段ボールへ

で︑みい診療所１Ｆ設置

４月
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︵大阪保険医新聞２０１８年２月 日号より転載︶

を通して心がけているこ
で︑在宅の患者様の負担

ない患者様もいます︒

とは何でしょう︒

するなど︑細やかに注意
をはらうことが大切だと

提供できるかと考えてい

方や残薬問題などが度々

に持ってきてもらい︑再

す︒

を考え︑気を遣っていま

私は日頃から︑患者様
の窓口負担をいかに少な

ます︒医療費が高くて払

取り上げられています

度組み直しをします︒ま

思います︒

えない方もたくさんいる

が︑先生は何か気をつけ

た︑患者様に今必要ない

取り囲む環境はそれぞれ
ありますので︑柔軟に対

も︑親身に接したいと心
がけています︒

処できる仕組み作りが大
医療機関とリハビリを
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問い合わせ：けいはん医療生活協同組合
門真市上島町38番８号
電話 072 882 5093
平日（９時〜17時）
担当：松田・山田

くして満足のいく医療を

と思います︒

ていることはございます

要時に薬を再開してもら

複数の医療機関にかか
はたくさんいます︒それ

担う介護事業所が連携し

事だと思います︒
ぞれの患者様の病態によ

円滑に移行できれば良い

らないといけない患者様

っては︑内科医以外の整

無資格者は応相談 働きながら資格取得も可能！
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勤務地▶寝屋川・門真・守口市内の
診療所 訪問看護ステーション
介護施設
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憲法９条
当院は訪問診療も行っ

複数医療機関にかか

うなど︑患者様と話し合

薬を保管してもらい︑必
っている患者様だと同

いながら薬の調整を行っ

10

と考えます︒

看護師

30

定期巡回・随時対応型訪問介護看護
訪問介護
小規模多機能型居宅介護 他
＊勤務時間は応相談（パート職員）
＊普通免許所持者歓迎
＊送迎中心の方も歓迎
＊詳細は面談の上

14
生協だから、
充実の
福利厚生！

実務者研修修了者
初任者研修修了者
ヘルパー２級

か︒

じ薬をそれぞれの医療

当院に診察に来られる

ています︒
い︑飲みきれずに捨て

患者様の大半が慢性期疾

機関から処方してもら
てしまうケースや医師

私たちの願いは、原発のない社会 いまだ 10

形外科や泌尿器科などが

勤務地▶寝屋川・門真・守口市内の

17

介護福祉士

123

患の方で︑患者様自身も
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に遠慮して意見を言わ

やわらかヨガ好評!!
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支部 ・ 班 ・ 組合員 ・ 事業所 みんなのとりくみ
教育委員会
ニュース
より

介護スタッフ大募集

25
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変えるな９条！のポテッカーを掲げて・寝屋川
若者も気軽に署名・門真

（２）
２０１８年４月１日

けいはん医療生協ニュース
№２７２
（３）

