膜などを通じて感染され
てしまいます︒
最近中国で︑霧状に浮
遊する粒子に混じったウ

持っているのは遺伝子と

で一番小さい生き物で︑

ウイルスとは生物の中

大量にウイルスを製造す

ＡＲＳウイルスのように

イルスを製造します︒ Ｓ

設計図を基に︑大量のウ

ないウイルスにたいして

の免疫細胞が見たことの

死亡原因の一つは︑体

後と推測されます︒

の全死亡率は２〜３％前

至る人もいます︒現時点

呼吸不全を併発し︑死に

全を併発することです︒

ージを与えて︑多臓器不

・肝臓など臓器までダメ

る︶を引き起こし︑腎臓

質が嵐のように出され

カイン旋風︵免疫反応物

過剰に反応して︑サイト

接触感染を予防︑定時的

沫感染を予防︑手洗いで

対策方法はマスクで飛

となっています︒

ー感染︶が︑大きな問題

時間を共有するクラスタ

染︵密封した空間で長い

を予防します︒不特定多

検査のみです︒咽頭にあ
感染者が触れたドアノブ

食器などに付着︑または
避け︑使用後しっかりと

公衆用トイレをなるべく

数の人混みのところに行

たって体内に繁殖するこ
るウイルスを採集し培養

人間に脅威を与るよう
最近インフルエンザのよ

７割と言われています︒

がかかり︑精度は６から

伝子を探知するため時間

して遺伝子を増やして遺

口︑目に触れることで粘

が 付 い て︑ 手 指 で 鼻 や

どを触ると手にウイルス

・エレベータのボタンな

・紙幣・手すり・トイレ

き除くことも肝心です︒

ボンに付着したものを拭

手洗い︑ジャケット・ズ

手を洗います︒帰宅後の

１３年のＭＥＲＳ︵中東
は感染者の把握・拡散の

期待されています︒検査
壊を防ぐため︑軽い症状

今厚生労働省が医療崩
祉施設は抵抗力の弱い高

きなくなります︒また福

ましたが︑何れも弱いウ

に４回感染を引き起こし
れています︒

漢市の海鮮市場と推測さ

％・

す︒

今回 の 新 型 コ ロ ナ
ウイ ル ス の 特 徴

イルスで軽い風邪症状に

歳以上は

今度の新型コロナウイ

率︵

８月の広島大会成功へ
とりくみに力をつくしましょう

が初めてニューヨークで

し︑原水爆禁止世界大会

全面禁止 ・ 廃絶を目指

会や国民の中に今︑大き

める運動は地方自治体議

ますが︑署名・批准を求

日本はこれに反対してい

す︒唯一の被爆国である

開催されることとなり︑
く広がっています︒

４月 日から︑核兵器

広範な団体・個人︵主催
今年は被爆 年︒平和

広島 ・ 長崎での世界大

とに残念ですが︑８月の

になっていたため︑まこ

に森哲也さんを送ること

中止となりました︒すで

事態に対応するために︑

感染の世界的ひろがりの

が︑新型コロナウイルス

備をすすめてきました

崎大会への代表派遣にあ

だいた募金は︑広島・長

表派遣に対して既にいた

議・世界大会ＮＹへの代

なお︑ＮＰＴ再検討会

に︑
力をつくしましょう︒

のとりくみの成功のため

ャ国際署名﹂などの共同

総会に向けた﹁ヒバクシ

行進︑世界大会︑
秋の国連

団体一覧参照︶と共に準

会︑およびそれに向けた
てさせていただきます︒

行進は予定
通り行われ

禁止条約﹂

で﹁核兵器

の国連総会

１７年７月

ように２０

ご存知の

フランス平和運動︑日

キャンペーン︵米国︶
︑

ョ ン︵ 米 国 ︶︑ 核 軍 縮

総連合︑ピースアクシ

師会議︑国際労働組合

ー︑核戦争防止国際医

国際平和ビュ ーロ

ます︒

が採択さ

会議︑日本原水協

本被団協︑原水禁国民

を

超えていま

准国は

れ︑その批

ニューヨーク大会
主催団体一覧

国民平和大

﹁ヒバクシャ国際署名﹂に
サインするハノイ大学の学生

川の広々とした景色に
みとれました︒
昼食をとる予定の競
馬場の公園は︑コロナ
中︒ し か た が な い の

のためになんと閉鎖
コロナのせいで参加

で︑フェンスの石に腰

日

者は 人でしたが︑楽

３月

みごとな
淀の河津桜

早咲きの桜のもとでポーズ

伝伝 言言 板板
時

■法律相談︵要予約︶
４月 日︵金︶

です︒お気軽にご相談

分程度の時間
コロナウイルスの流行は

下さい︒

一人

24

イルスを吸引することに
よる﹁エアロゾル感染﹂
の可能性がある︑との見
方を示していますので︑

それを包む外殻だけで
ると細胞を枯渇させ︑短

高尾 文介

す︒ウイルスの遺伝子は
時間に死に至ります︒逆

かない︑満員電車・集会

所長

世界を席巻する
新型コロナウイルス
みい診療所
密封した空間︵特に乾燥

設計図みたいなもので
に肝炎ウイルスのよう
は︑咳などで飛ばされた
・商業施設を避けます︒

した空気︶の中で集団感

す︒ウイルスは一旦人間
に︑じわじわとウイルス
今のところ︑ウイルス
ウイルスが︑テーブル・

まず ウ イ ル ス と は

の細胞に侵入すると︑細
を作ると細胞と共存し︑
を検出する方法はＰＣＲ

な換気でエアゾール感染

胞を乗っ取り︑細胞が本
ウイルスは長い年月にわ

ク質など︶を停止し︑代
とができます︒

検査の有効性と
治療・予防

来作るべきもの︵タンパ
わりにウイルスの遺伝子

ではない湿った洞窟に密
に変化したのは︑２００
うな検査キットが開発さ

コロナ ウ イ ル ス の 生 態

集するため︑体がウイル
３年のＳＡＲＳ︵重症急
れ︑ 分で結果が出ると

呼吸器症候群︶で︑ ＳＡ
予防には重要で不可欠で

とどまりました︒

スの温床となり︑たくさ
性呼吸器症候群︶と２０

ます︒コロナウイルスは
％︑Ｍ

コウモリはあまり清潔

んのウイルスが宿ってい
その中の一種類です︒近
ＲＳの死亡率は

高齢者と医療機関・
介護福祉施設を守る

年︑人間が生態環境を破
齢者が︑密封した空間で

％でした︒し
の人は自宅待機が望まし

ＥＲＳは

すが︑検査で陽性が出た

壊して人間と野生動物の

時間で多数の犠牲者が出

集団生活を営むので︑一

拡散を止めるのは難しい
る恐れがあります︒

いと提案しますが︑自宅

と考えられます︒学校の
ワクチン及び新薬の開

人の対応を︑あらかじめ

この新型ウイルスに人
休校も効果は限定的で
発は︑安全確認のため数

かし高い死亡率はかえっ

類は抗体を持っていない
す︒大阪市が計画してい
ヵ月以上かかります︒で

境界線がなくなり︑ウイ

し︑ワクチンもなく︑現
る︑軽症者の隔離施設は
きることは現在使われて

旦感染が起きると利用者

時点では有効な治療薬は
一定の効果が得られると
いる抗エイズ薬・マラリ

待機も家庭内感染をひき

ありません︒つまりウイ
思います︒直ぐにやらな
アの治療薬・喘息薬など

決めておかないと︑不安

ルスに反撃する手段を持
ければならないことは︑
で治験していますが︑確

て感染を広げませんでし

っていませんので︑予防
医療施設と高齢者︵特に
実な効果は更なる検証が

ルスが動物を介して人に

する方法は個人及び環境
福祉施設︶を守ることで
必要で︑期待できる可能

・職員に集団感染し︑短

衛生管理が基本で︑なる
す︒医療施設が崩壊する
性もあります︒

起こすので︑ウイルスの

つまりこの新型コロナ
べくウイルスを遠ざける
と︑一般の疾患に対応で

を助長することになりま

ウイルスの特徴は︑若者
しかありません︒

た︒今度のコロナウイル

ルスの特徴は五つありま
に感染し︑症状はないか
新型コロナウイルス

感染する機会が増えてい

す︒①無症状・軽い症状
軽いため︑若者が知らず
の︑人から人への感染方

通の発達で人の行き来が

す︒

の感染者が感染力を持ち
に職場・通勤電車・イベ
法は主に①飛沫感染︑②
人類の歴史は常にウイ

混雑し︑世界中にどこか

スの発生源は︑２０１９

ます︒特に若年者に多く
ント・集会などで動き回
接触感染があります︒飛
ルスとたたかう歴史であ

で感染症が発生すればた

ます︒１９５０年代から

見られます︒②潜伏期間
っているうちに︑ウイル
沫感染というのは咳・会
ります︒１９１８年のス

ちまち世界中に広がり︑

月に中国の武

が長い︵１〜 日︑平均
スを静かに広く拡散しま
話の時に唾液を２メート
ペイン風邪で全世界的に

まさにウイルスにとって

〜

３〜７日︶ ③まれです
す︒自宅・高齢者福祉施
ルほど飛ばすので︑周り
感染者が５億人︑死亡し

好都合です︒今度の新型

年の

が︑治癒後のＰＣＲ検査
設・医療施設にいる高齢
の人の目・鼻・口に付着
たのが５０００万人以
上︑甚大な被害を受けま

これからも世界中に数カ

淀城跡を見て︑淀の

しくいってきました︒

後は︑ビンゴゲーム︑

を下ろして昼食︒その

き て い ま し た︒ そ の

中国の人も保育園児も

とてもきれいでした︒

渡って満開の河津桜︑

同好会代表 尾崎安洋

ムで楽しみました︒

などの脳生き生きゲー

﹁森のきつつきさん﹂

つ か み ﹂﹁ グ ッ パ ー ﹂

水路に到着︒２キロに ﹁２拍子３拍子﹂﹁鼻耳

後︑堤防に登り︑宇治

萱島駅から徒歩５分

至京都

０７２
︵８８２︶
５０２５

門真市朝日町 番 号

寝屋川

萱島駅
至淀屋橋

かやしま事業所・本部

コロナウイルスは︑人間

で再発することがありま
者に感染すると︑高齢者
し感染します︒接触感染

％以 上 ︶
︒ ⑤排尿
ます︒

した︒一方︑数百年猛威

月から１年以上に続くで

トセンターへ

問い合わせはサポー

を振るった天然痘ウイル

しょう︒
そのため︑正しい情報

75

万代大和田店

支部 ・ 班 ・ 組合員 ・ 事業所 みんなのとりくみ

スはＷＨＯが１９８０年
に地球上から根絶したと

20

松下歯科

今後の見通しと
わたしたちの課題

す︒④高齢者に高い死亡
が重症になり︑死に至り

歳は
・排便からウイルスを検
出されることもありま

スの症状をミックスした

らず守ることはその第一

のもとに︑一人ひとりが
現代は地球環境が破壊

歩です︒間違った情報・

宣言し︑人類の勝利でし

されつつ︑人と野生動物

デマに惑わされず︑しっ

冷静にやるべきことを怠

の接点が近くなり︑人口

かりと備えましょう︒

た︒

密集地が急速に増え︑交

が︑一人で何役も持た

京阪本線

ひき お こ す 症 状
新型コロナウイルス感

接触感染にも
気をつけましょう

の人が応援に入ってい

なければならない事情

一人一役が理想です

ただき︑たくさんの仲

もあり︑中身がなかな

さつき支部へ 人以上

間が増えました︒

か追いついていけてな

年の年︑どんな支部に

かきうち歯科

和菓子の店
まむ多

日新ストア
花や
たこ焼き屋

と言われるほどです︒感
染された人の８割以上は
軽い症状で済むが︑一般
の風邪・インフルエンザ
と違うのは︑一週間前後

③③

たってから急速に肺炎・

理理事の
つつぶぶややきき

当時２支部だったの

今年度から始まる６

いのが現状です︒
になり︑包括援センタ

・５プラン︒来年はけ

が現在では倍の４支部
ーと協同でカラコロ体

いはん医療生協の

周
操︑各支部での健康教
室︑物知り教室など︑

していくか？５年後の
て︑みんなで力を合わ

多彩な活動もし︑地域
ません︒ぜひ︑皆さん

理事 中西多恵子

リアル
ロータリー

染症の症状は︑微熱・咳
・倦怠感・呼吸困難を含
め咽頭痛・くしゃみ・下
痢・嘔吐・腰痛など多彩
な症状を呈します︒イン
フルエンザにノロウイル
私が理事を受けたの
は︑介護保険制度が設
立され間借りの介護事
業所で︑事業を始める
中︑組合員さんが探し
てくださっ た土地で
の︑事業所建設運動を
している最中でした
︵２０１２年︶︒
﹁診療所が欲しい
ね﹂
﹁組合員が交流で

課題として︑理事が

そんなこともあり︑

さい︒

せて頑張ります︒

あるべき支部に向かっ
を知らせていこうと︑

少ないので︑各支部へ

のお力で︑支えてくだ

の人たちの参加につな

めには︑仲間をいっぱ

けいはん医療生活協同

がってきています︒

い 増 や し た い︒ 地 域

の援助に入り切れてい

30

15
関西
みらい銀行
駐車場

駐車場

あさひ（サポートセンター）

15

組合︑法人を上げて︑

あさひ事業所・サポートセンター案内地図

15

に︑けいはん医療生協

組合員数 12,614名

10

ここです！

14
４億46,205千円
出資金

8,817世帯

12
マンション

残念ながら 中止!

ハイキング
同好会
世帯数

11

原水爆禁止世界大会 in ニューヨーク
20 24

2020年３月１日現在
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きる場所も欲しい﹂と
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組合員の夢を叶えるた

30

組合員現勢

30
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あれから
８年
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２０２０年４月１日

ずっと元気―けいはん
ん医療生協ニュース―
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