うことになりました︒
けいはん医療生協に
は︑母の介護でお世話
になりました︒毎月の

です︒今回︑夫の禎三

新米理事の守山好子
ど︑必要なサービスを

ゃヘルパー さん﹂ な

んなら訪問介護﹂︑﹁じ

ケ ア マ ネ の 訪 問︑
﹁ほ

に代わり︑なぜか私が

オミクロンの
現状と展望
みい診療 所 所 長

㊴

人がバラバラではな

す︒
私は

ました︒関わる施設や

と︑感じることができ

株が現れても不思議では

いはずなのに︑理事者

す︒利用者は変わらな

重要な課題になります︒

護機能を維持することは

健康を守り抜き︑医療介

染が広がると︑高齢者の

００万人いますので︑感

もしれません︒

ロン株は︑我々にとって

散できないので︑オミク

と︑新株のウイルスは拡

株を越える感染力でない

ありません︒オミクロン

最近︑米国の研究発表

は都合のいいウイルスか

ワクチンの効果と
体調管理

ロナウイルスが再び我々

抗体の効果が落ちて︑コ

ました︒年が明けると︑

症は年末までには安定し

に展開したことで︑感染

ワクチン接種を急ピッチ

ています︒去年︑政府が

ルスとのたたかいは続い

たが︑人類とコロナウイ

２０２２年になりまし

タ株と変わらないので︑

持つなどの特徴は︑デル

力・無症状でも感染力を

ン株の発症前の強い感染

近いものです︒オミクロ

怠感など︑一般の風邪に

水・頭痛・発熱・咽頭痛・倦

込まれたため︑症状は鼻

ウイルスの遺伝子が巻き

イルスの遺伝子に︑風邪

異株の誕生は︑コロナウ

されます︒オミクロン変

び逼迫状態に陥ると予想

染するため︑しっかりと

す︒ワクチン接種後も感

染者は増加し続けていま

接種を受けましたが︑感

接種済︑５割以上は３回

ラエル国民の８割は２回

いためのものです︒イス

ではなく︑重症にならな

チンは感染を予防するの

に進めるべきです︒ワク

４カ月で効き目が低下す

ワクチンの効果は３〜

ないとわかりません︒高

せんので︑定期的に測ら

が上がっても症状が出ま

ると考えられます︒血圧

ど︑生活習慣の乱れによ

分の食事を多くとる﹂な

動 量 の 減 少﹂﹁ 塩 分・脂 肪

などによるストレス﹂﹁運

ンの追加接種を︑速やか ﹁ 人 間 関 係 の 希 薄﹂﹁ 失 業

るので︑３回目のワクチ

血圧を放置すると︑心臓・

増 え ま し た︒ 原 因 は︑

間

によると︑コロナ禍で年

を襲い始めています︒

職場・家庭内・飲食店で

不織布マスクなどの感染

万人の高血圧患者が

昨年暮れにオミクロン

の市中感染の予防が︑極
オミクロン株による重

今後ウイルスが形を変

予防対策を取る必要があ

の相手は感染力が強く︑

症率は︑高くありません︒

え︑よりたちの悪い変異

ります︒

若年者にも感染するの

しかし重症になりやすい

理事 守山 好子

いします︒

います︒よろしくお願

てもらえたらと思って

ことは︑何とかやらせ

ですから︑私がやれる

がら︑大事な医療生協

ことにおぼつかないな

仕事を仰せつかり︑ま

総代選挙管理委員の

いですね︒

と︑とても気持ちがい

いるのが感じられる

んを人として尊重して

が︑きちんと利用者さ

の良し悪しも大切です

応が変わります︒設備

ラリと施設の中身・対

側の姿勢によって︑ガ

します。

☆アルバムへ写真を追加する時☆

７
６

のものといえます︒カ

あり︑ＩＲはカジノそ

がカジノの売り上げで

ＩＲ全体の収益の８割

と説明していますが︑

型リゾート︶である﹂

﹁カジノはＩＲ︵統合

大阪府・大阪市は︑

たカジノ誘致計画を︑

れようとしてい

は︑ほぼ強行さ

す︒ 横 浜 市 で

ひきおこしま

や犯罪の増加を

やし︑家庭崩壊

存症の患者を増

回させました︒

ことによって︑完全撤

日

０７２
︵８８２︶１１１８

◎ハイキング同好会
２月 日︵木︶
︵２月 日から変更︶
飯盛山〜野崎神社
︿集合﹀ 時 四條畷神社
階段下の茶店
０９０
︵３９７２︶１４７９

３月 日︵土︶

︻今後の予定︼

いします︒

のご協力をお願

要請書署名へ

急務です︒

災・減災対策が

ロナ対策と防

のではなく︑コ

税金をつぎ込む

模開発に莫大な

夢洲周辺の大規

ために人工島・

カジノ誘致の

新しい市長を選出する

０７２
︵８３５︶０６００

・みい診療所

３月 日

ジノは︑ギャンブル依

伝伝 言言 板板
時

■法律相談︵要予約︶ ・みどり診療所
２月 日︵金︶

分程度の時間で ︵コロナ感染拡大との関
す︒お気軽にご相談下さ 係で中止となる場合があ

一人
します︒高血圧は薬で簡

ートセンターへ

ります︒
︶
い︒
ールなど︑生活習慣の是

０７２
︵８８２︶
５０２５

問い合わせは地域サポ
正で︑改善することもあ

門真市朝日町

切な運動︑体重コントロ

ります︒コロナ禍のなか

京阪萱島駅から徒歩７分

２月

◎日曜健診
︵完全予約制︶ 尾崎

番 号
でも︑引き続き定期的に
健診を受け︑外来受診を
続け︑健康管理をして体

望

調を整えましょう︒

展

もっとも楽観的な見方
ですが︑重症例の少ない
オミクロン株がデルタ株
を駆逐して感染の主流に
なり︑同時にワクチンの
普及・治療薬の開発など
が順調に進めば︑コロナ
ウイルスは︑インフルエ
ンザや一般の風邪ウイル
スと同じ位置付けに変わ
る可能性があります︒順
調にいけば︑今年の夏が
楽しみかもしれません︒
もう少し我慢しましょ
う︒

＋

カジノ︵賭博場︶
誘致計画の
中止・撤回を求める要請書︵署名用紙︶
がが
できあがりました

②追加

単に治療できますが︑適

脳・腎臓に悪影響を及ぼ

Ⅰ）写真を追加したい「アル
バム」をタップします。

（写真の数）

▲▲

▲ ❹ ⑴日付の部分へアルバム名

アルバム４
花火７

歳以上の高齢者が ３６

回らせてもらっていま

童︑高齢者施設などを

障がい者作業所や学

療法の指導員として︑

校に勤めたあと︑音楽

数年︑支援学

なくて︑申し訳ないで

の︑本当に何も分から

事を引き受けたもの

おこがましく考えて理

返しができるかもと︑

そんなわけで︑何か恩

なことだと思います︒

れるというのは︑大事

が︑丸ごとしっかりフ

▲

く︑お互いに連携が取

花火

ォローされていたのだ

タップします。

株が出現し︑たたかいぶ

文介

スマホの故障・紛失に備えて、ラインの会話や写真等を保存します。
す。

めて困難です︒

オミクロンの猛威

「もしも」のための「引継ぎ」準備とアルバム作り

りが一変しました︒今度

高尾

診察室よもやま話

と︑自分たち

人と話をする

介護世代の友

る︑同じく親

で苦労してい

協のない地域

かし︑医療生

いました︒し

然だと思って

て︑それが当

安心してチョイスでき

⑱⑱

―― スマホでつながる♪
（LINEライン）――

理事を務めさせてもら

理理事の
つつぶぶややきき

スマホ教室も、３回目となりました。質問・要望など、編集委員会におよせくだ

で︑医 療・介 護 現 場 が︑再

淀の河津桜
４月６日︵水︶
大阪城桜・戦跡見学

12,666名
組合員数

8,876世帯
世帯数

4億77,595千円
出資金

アルバム４
花火７

❺ アルバムが完成しました。
ップします。
※タップした写真は●が
付きます。
→［次へ］をタップします。

５

けいはん

（アルバム名）

を入力。
⑵［作成］をタップします。
※名前の入力がない場合は
「アルバム」と表記され
ます。

❸ アルバムに入れる画像をタ

Ⅳ）
［追加］をタップします。
指定したアルバムへ、写真が追加されま
した。
Ⅱ）●
＋マークをタップ。
2022年１月１日現在

13
17

12

12

組合員現勢

14
15

30

Ⅲ）アルバムに入れる画像をタップします。
※タップした写真には●が付きます。
→［次へ］をタップします。
10

20

❶ トーク画面上部の［≡］を
50

20 25

13

②

母の介護で
お世話になりました

❷ ［アルバム作成］をタップ

▲①
７
６
５

けいはん

▲
２
３
４

▲
けいはん

家族、
お孫さ
んの写
真を
大切に
保管！
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地域サポートセンター・澤田実穂）
（担当
さい。

入門編 第３回

スマートフォンを
使いこなそう

（２）
２０２２年２月１日

ずっと元気―けいはん
ん医療生協ニュース―
№３１４
（３）

出所：ライン㈱「LINE みんなの使い方ガイド」許諾ずみ

