お孫さんも含めて３人参加

健康チャレンジ スタート集会
７月 日
健康づくり委員会主催

守口文化センターにお
分の多さ↓腎臓に負担↓

塩分の摂取量が高く︑塩

すこしお生活ばっちり
人の参加で︑おお
心臓に負担という悪循環

いて
さかまるごと健康チャレ
がある︑旬の新鮮素材を

核兵器のない︑平和で公正な世界を目指す世界大会成功に向けて︑今年も
国 民 平 和 大 行 進 が 取 り 組 ま れ ま し た︒
﹁大阪府内通し行進﹂ に組合員７人と
ンジ２０１９スタート集
り︑塩辛などの食べ過ぎ

職員３人が参加し︑北河内コースには熱中症対策のために看護師も同行し︑
みい診療所・高尾所長
は胃に極めて悪い︑とい

使っ た料理が大切であ

長崎での世界大会には︑白川澄子理事︵みい西支部︶とお孫さん︑職員の
が﹁気になる健康のため
うことを具体的に解明い

会を開催しました︒

岡田安紀子主任︵さつきデイサービス︶が参加します︒ご支援︑よろしくお
の減塩習慣︵すこしお生

その特徴は平和を希求

腫瘍マーカーです︒最近
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つながります︒

﹁健康づくりの〝１丁目
１ 番 地 〟︑ 健 診 を 受 け よ
う﹂と訴えがあり︑岡理
事からチャレンジの具体
的な方針の提起がなされ
ました︒
最 後 に︑
﹁あいうべ体
操﹂と﹁笑いヨガ﹂をみ
んなで体験し︑楽しい時
間を過ごしました︒
申込書の締め切りは
９月 日です︒さそい
あって早めの申し込み
をお願いします︒

６月 日︑藤和会館をお借り
しての﹁健康教室﹂を開催しま
した︒ 人の方に参加いただき
ました︒
最初に︑かやしま介護事業所
の米田副部長から︑認知症予防
の話をしていただき︑その後︑
脳トレ体操の指導に従って︑参
加者それぞれが挑戦

﹁両腕を同時に別々の動きに
することはとても難しい！﹂と
の声が飛び交いました︒
でも︑この動作を繰り返すこ
とで脳が活性化され︑認知症予
防になるとのこと︒
後は︑体組成計・血圧測定・
握力測定の健康チェックを行い
ました︒また今後も取り組みた
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ただきました︒
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大阪の両方の通し行進者
おられるレジェンドばか
り︑私などまだ新参者で

として歩いています︒
行進初日の八尾へ到着

事８日間の行進を終えま
長い活動で︑それぞれの

す︒

した︒その中でも人が代
方にドラマがあり心打た

寸前激しい雨に打たれ先

わりながらも歩き続けた
れるものです︒
とはいえ︑私の古巣の

けいはん医療生協の存在
感は大きいと位置づけら

われわれ高齢者も未来

仲間たちも元気な姿で一

姿勢︵とくに忠岡町など
に希望を持って反核平和

れています︒途中とおる

首長自らわずかでも一緒
の活動になおいっそう頑

緒に行進しようという人

に行進したり署名も激励
張るのはもちろん︑子育

自治体には必ず協力を要

金も︶にくらべると︑わ
て中の若い父母︑それ以

が年々減る一方なのはさ
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調べます︒胃の粘膜の萎

す︒特に喫煙の人に高く
骨塩定量検査は骨粗し

年に一度の健診に︑オ
プション検査を選び︑も

のご家族に限ります︒

組合員および同世帯
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28

13

おむね南の自治体の協力
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女子高生も
ご一緒に

精密検査を受けないとい
Ａ検査でがんを見つける

歳の山口さ

けませんが︑この値で多
こともできますので︑

はそれこそ

数のがんを検出できるメ
歳以上の男性には年１回

ることはできますが︑血
出ます︒逆にＣＥＡが正
ょう症の検査です︒高齢

たら
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リットもあります︒しか
のＰＳＡ検査をお勧めし

はためくハタ

活︶
﹂と題して講演︒

行進者を見守りました︒参加者の感想と行進風景︵写真︶を紹介します︒

高尾所長講演

13

回目 の原水爆禁止世界大会
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しＣＥＡはがんがなくて

管の状態が改善されてい
常であっても︑がんがな
者の骨折は要介護・寝た

文介
ます︒

るかを見るのが動脈脈波
いとは言い切れません︒
きりの大きな原因になり
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も︑高値に出る人もいま

と頸部動脈エコー検査で
喫煙・飲酒・家族にがん
ます︒閉経後の女性は骨

◇

す︒喫煙・高血圧・糖尿
患者がいる方が参考のた

◇

病・脂質異常の人は１︑
の量が年々減ってきます

の早期発見・早期治療に

査を受けると骨粗そう症

ので︑１︑２年ごとに検

めに受けるといいと思い
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２年ごとに検査を受ける
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ます︒
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といいです︒

みい診療 所 所 長
今回は組合員健康づく
り健診オプション検査を
説明します︒まず動脈脈
波と頸動脈エコー検査︒
高血圧・糖尿病・脂質
異常などが原因で動脈硬
化が促進され︑脳梗塞・
心筋梗塞を発症します︒
薬で血圧・中性脂肪・コ
腫瘍マーカーＣＥＡは
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