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渡邊 美千子
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友の会 事務局長

近代の日本国憲法第 条や 条で述べ
られているように、長い長い大変な時
代を経て、権利として位置づけられる
▼日本のテレビが「日本は他
ようになります。そして、それをさら
国と比べて治安が良い」という
に、よりよいものにするのは、アプロー
ので、本当は比べようがないが、
チはそれぞれ異なるにしても、
「自分
自身の力」であり、能動的に、人に尽
確 かにある程 度は本 当 らしい。
くすことや役に立つことが、
結局は「生
我が家でも、長男が 男の結婚
きる意味」
、そして本当の「納得でき
式で上京したとき、新宿駅で帰
る人生の時間、幸福」へとつながるの
りの切符も入った財布を落とし
だと思います。
たことがある。駅員に相談する
最近、
「ヒューマンズ」という作品を
観ました。人がなすべき仕事を が施
と「たぶん戻るでしょう。
」と軽
行可能となり、やがて感情を持ち、自
く言い、連絡先を届けて不安に
らが考え始めるという世界。シンギュ
駆られながら式場にむかったが、
ラリティーという、 が人間 を凌 駕
式が始 まる前に早 く も駅から
していく時代が近い将来に到来するこ
と。これは人間にとって、
「共存、共 「預かっていますよ」との連絡が
生」という形をとることが最良の世界
あった。▼一方、その 男は学
でありますが、コロナウィルスのレベ
生時 代、友 達 と外 国 旅 行 をし、
ルをはるかに超えた、人間の創り出し
ある都市の広場で、リュックを
たウィルスとなりうる可能性はないの
枕に昼寝をしたところ、本人を
でしょうか。人間の不確実性を が不
適切と判断したのならば、むしろ逆に、 目ざませずに、まんまとリュッ
人間そのものがウィルスと判断される
クを盗まれた。お蔭でそれ以前
可能性もあるのです。
に写した各国の写真の入ったカ
現在のコロナウィルス感染症は人に
メラやフィルムがすべて消えて
とっては大きな試練ではあります。し
なくなった。幸いパスポートな
かしまた、これは生物として進 化 す
る一つのきっかけでもあり、より強く
ど は 身 につけ てい たので 無 事
なるための現象であるともいえます。
だったが、本当に油断も隙もな
２０２２年を充実した一年にできるか
いそうだ。▼私自身も若い頃イ
どうか。新しいことを学び、使命感を
ンドで寸借詐欺に遭ったことが
持って、一日一日を大切に生きていき
たいと思っています。
あ る。▼ な ど と 言っている が、
北部診療所での皆様との関わりは
最近の日本は、電車の中で火を
「縁」であり、広 義で言 えば「家族」
つけられたり、突然切りつけら
そのものです。それほどの繋がりであ
ると、今感じています。何故なら既に、 れたり、車で理不尽にあおられ
たり、だんだん怪しくなってき
私の人生の半 分に達するほどに、勤
務を絶え間なく続けてきているからで
た。と書いている最中、大阪の
す。身体は年齢を重ねても、魂は衰え
ビルで放火があり、 人が焼死
ず、むしろ研ぎ澄まされていきます。
したという速報が流れた。コロ
試練があっても、より強く、皆様と共
に成長していきたいと思っています。 ナでの失職、貧困 格差の増大、
本年もよろしくお願い致します。
政治家の不正のせいか。
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AI

真一

54

も少しずつ再開を目指していきたいと
思います。今年の 月から、 歳以上
でも一定以上の所得がある人の医療費
の自己負担割合を、 割から 割と
することとなりましたが、これ以上の
負担増は断固反対です。
私たちの暮らしや健康にとって、今
年こそ希望がもてる１年にしていきま
しょう。
引き続き、医療・介護・福祉の改悪
反対にご協力ください。
本年もよろしくお願いします。

50

芳賀

弘樹

あけましてお
めでとう ござい
ます。
昨年もご支
援・ご協 力 をい
ただきましてあ
りごとうございました。今年も、新型
コロナウイルス感染症対策が最優先と
なりますが、この間自粛していた活動

秋谷

18

10

1

推測できます。
加速度的に時間の経過が速くなるこ
とを止める方法はあるのでしょうか。
一つには、刺激を受けること、新しい
ことを学ぶこと、喜び、新鮮さを、子
どもの頃のように持続させることが可
能であるならば、もしかしたら、一年
を、そして人生をより長く感じること
ができるのかもしれません。新しいこ
と、楽しいこと、夢を持つことは、私
がいつも意識していることであり、大
切なことだと思っています。
もう一つ大事なことがあります。私
のように、人生 年を過ぎてくると、
「生きている意味」というものをより
意識する様になります。私の好きな言
葉に、司馬遼太郎の『世に棲む日日』
の中で、高杉晋作が語る一節がありま
す。
「 生とは、天の我 を 労 す るな り。
死とは天の乃ち我を安ずるなり」
、と
いう言葉です。神から与えられた使命
を果たすのが生きているということで
あり、死は休息であるのだということ
です。私のようにギラギラと、生きる
意味を求めていかなくても良いとは思
いますが、そもそも、生きるというこ
とは初めから楽しく、彩られたもので
はないのかもしれません。充実した時
を過ごすこと、幸福の追求というのは、
私たちの歴史を学べば、なかなか手に
入れることが難しいということは容易
に理解できることであり、ようやく、

AI

AI

北部診療所 所長
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２０２２年を
迎えました。
「お
めでとう ござい
ます」と新年が
訪れるたびにご
挨 拶 をさせてい
ただいていますが、この間の度重なる
災害、そしてコロナ感染症における失
われた生命、経済的な打撃を考えると、
まだまだ明るい見通しが示されるのは
先であり、もうしばらくは耐える時期
が続きそうです。
患者様ともよく外来でお話ししま
すが、本 当に月日が経つのは早 く 感
じます。 世紀のフランスの哲学者の
ポール・ジャネによる「ジャネーの法則」
はご存じでしょうか。
「生涯のある時
期における時間の心理的長さは年齢に
反比例する」と発案したものでありま
すが、人生が長くなるほど一年が過ぎ
去るのが早くなるということは、どの
方でも感じられるのではないでしょう
か。日々単調な生活を過ごしているこ
とも原因かとも思いますが、私の大学
年生になる息子に聞いてみても、や
はり一年が早かったと答えるのですが、
息子の人生の１／ と私の１／ との
スピードも、また異なるのだろうとは
1

3

3
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あけましておめでとうございます
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デイケアスタッフ一同
友の会会員の皆様、新年明けまし
ておめでとうございます。
昨年はコロナ渦でもあり、また私
を含めて職員の入れ替わりなどもあ
り激動の一年となりました。そんな
中でも利用者の皆様には少しでも楽
しくデイケアをご利用いただけるよ

井滝 耕平

う職員一同奮闘して参りました。本
年もまだまだ楽観できない状況では
ありますが、利用者さまを第一に考
え、職員一同業務に邁進する所存で
ございます。ぜひお気軽に見学やお
問い合わせなどございましたらお声
がけ頂ければと思います。本年もど
うぞ宜しくお願い申し上げます。

もひとえに地域の皆様や関係機関の
皆様のおかげです。大変感謝してお
ります。
現在もオミクロン株の出現により、
どのように業務を行っていくか不安
を感じていますが、地域で困難な状
況に置かれている方々に対して、支
援を少しでも多く行っていきたいと
思っております。

つどい＆学習会

日 午 後１時

分から健 康 会

は 個所だそうです。

千葉市政について
ご一緒に考えましょう
月

学 校 給 食で第 ３子 以 降 は来 年１

月から無償になる。

⒊
おこないました。

りにくい、という声に１月から千葉市

が予約枠（個別接種一般向けと集団接

種）を一元的に管理し、千葉市ワクチ

ン予約サイトや千葉市コロナワクチン

接種コールセンターを通じてできる仕
組みにするそうです。

ＰＣＲ検査の実施は、誰でも無料で

検査できる会場の設置はありません。

個 所の危 険 個 所 を 確 認、稲 毛 区

⒉ 通学路の安全対策については、市
内

支給する。

⒌ 平和公園基地整備

体（ 令 和５年

一般墓地（普通墓地・芝生墓地）

区画

合葬 式樹 木 葬 墓地

度供給開始）

その他 青 葉 病 院、保 育 所 関 係 な ど

万 円で 路

有意義な２時間でした。お忙しい中、

ありがとうございました。

月 議 会 補 正予 算２億

肩のカラー化が主とのことです。

人を大事にするために国があ

る。国のために死ねる人を育て

によって行動できる。世の中は

持つことができる。人間は意志

頭で考えること」人間は希望を

お話の中で感じるのは「自分の

る。人が国を作る。たくさんの

人 が 先 にいて 国 が 後 に 出 来

るのが自民党―國體―

クーポンではなく、 万円を現金で

⒋ 子育て世帯臨時特別支援事業

象者人口の ％だそうです。予約がと

千 葉 市 のワ ク チ ン 接 種 率 は 接 種 対

⒈ 千葉市のコロナ対策について

館で安喰市議に来ていただき学習会を

30

変えられる。あきらめてはいけ
ない。

10

30,400

ヘルパーステーションなのはな

新年、明けましておめでとうござ
います。
本年もよろしくお願いいたします。
昨年も新型コロナウイルス感染症
の影響により、苦慮することも多々
ありましたが職員一同、力を合わせ
て乗り切ることが出来ました。それ

知子

141

12

85

学び続けたいと思う。（Ｅ
 ・Ｈ）

常に、真実を見極めるために

という前川さんの言葉だ。

9,000

てんだい薬局
薬局長 坂本

事から端を発した薬の供給不良への
対応で大変な 年でした。２０２２
年こそはコロナとうまく共存しなが
ら、我慢を強いられることなく楽し
い年になることを願っています。

ない！」の講演をお聞きしてか
ら、すっかり前川ファンになっ
てしまい、 ／ は保険医協会・

が繰り返し行われてきた。

法を壊して行く。隠蔽、改ざん

法にしばられている人たちが憲

ための政治が行われてきた。憲

が対立軸。総理大臣のお友達の

側の改憲には、立憲か非立憲か

らさせる。今声高に言っている

憲法は、国民が作って国に守

けた。

17

平和社保部

4,158

12
549

月に前川さんの「憲法が危
8

千葉民医連主催の講演会に出か

5

あけましておめでとうございます。
２０２１年はなかなか収束しない
新型コロナと、相次ぐ医薬品の不祥

と先生。上手になれますように。
山本→『健康が一番大切！』
生活習慣や食事に気を遣い、元気
に過ごせるように頑張ります。
永島→『ガミガミ怒鳴らない母にな
る！』３人の育児に日々奮闘中。患
者さんには優しくできるのに、我が
子となると難しい。

残念です。
てんだい訪問看護ステーション
来年は早くコロナが終息し、いろ
あけましておめでとうございます。 いろな行事ができることを祈るばか
昨 年 もコロナウイルスの影 響で、 りです。今年もよろしくお願い致し
行事がほぼ中止になってしまい、ほ ます。
とんど交流する機会がなかったのが

居宅支援室
今年も３人のケアマネジャーで介
護に関わるお手伝いをしていきます。
宜しくお願い致します。３人それぞ
れの新年の抱負は・・・
岡 本→『 ちーばくん巻きに挑 戦！』
太巻きを習い始めました。
「ちーばくんは上手になったらね」

12
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前川喜平氏と学ぶ

「教育と憲法を語る」

に参加して

お困りごとが
あ
  りませんか
第５波の時は病床が足りずに

で検査が受けられる事業を期間

自宅療養を余儀なくされた方が
大勢いました。医療が必要な人が

ました。

限定で実施しており、一歩前進し

月議会で、集団接

種会場がない稲毛区、美浜区、緑
医療機関に適切にかかれるように

党市議団は

す。本年もよろしくお願いいたし
区にも増設して迅速な接種がで
していくことは政治の責任です。

あけましておめでとうございま
ます。
きるよう求め、市長は適切に対応

コロナのデルタ株がようやく落
コロナの感染拡大防止対策とし
を図っていくことが必要です。病

確保や、保健所などの体制強化

第６波に備えて医師や看護師の

クロン株の感染が広がっており、
てワクチン接種と共にＰＣＲ検査
床削減を進める地域医療構想や

すると答えました。

不安な日々が続いています。千葉
の拡充が必要です。市議団は「い

ち着いたと思ったら、今度はオミ

市は２回目のワクチン接種率は
受けられるＰＣＲ検査体制を作る
力を尽くします。

反対し、安心できる医療のため全

つでも、誰でも、何度でも無料で」 高齢者医療費窓口負担２倍化に

接種した人でも感染するブレーク
よう求めてきましたが、県が無症

％を超えていますが、ワクチン

スルー感染が出ており、３回目の

また、通称ＰＰＩという胃潰瘍

わっていません。

状者を対象にしてウエルシア薬局

した。
２０２１年
「日医工」
が製造販

２００名以上の健康被害を出しま

ワクチン接種が急がれます。共産

薬局だより

売承認書と異なる方法で製造し、 や逆流性食道炎などで使われる胃

のため、その時々でお渡しする薬

できない状況になっています。そ

も需要拡大につき安定した供給が

を検討していますが、他メーカー

薬品を含め、他メーカーの医薬品

務停止処分をうけました。先発医

ク医薬品メーカーが行政による業

ここ１年間で複数のジェネリッ

型コロナウイルスパンデミックの影

給に頼っていた医薬品原材料が新

多発しました。また海外からの供

製薬メーカーの摘発と自主回収が

いませんでした。上記の不祥事を

管理がおこなわれるよう監督して

ことや、適切な製造管理及び品質

出はじめており、もうしばらく供

規模な倉庫火災がありその影響も

に 月に入り後発品メーカーの大

ご迷惑をおかけしています。さら

入り検査が行われるようになり、 ましてはお取り寄せに数日かかり

きっかけとして、
厚生労働省の立ち

給不良の状況が続きそうです。

ています。また品薄の薬剤につき

負担金が増えてしまう状況になっ

ご用意した際には患者さんの一部

が変わったり、やむなく先発品で

薬の供給不良のため毎回もらう薬

のメーカーが違うことや、医師の

響で入手しにくくなりました。

適合品となるように処理していた

了解を得て同効薬（成分は違うが

現状

医薬品供給不良についてのお詫び

効果は同じもの）への変更をさせ
て頂いています。お薬を服用して

てんだい薬局ではお薬の相談に

絡ください。平日午後が比較的す

要望がありましたらお気軽にご連

以前「アルファカルシドール」 応じています。気になることやご
というビタミン 関連の薬の供給
が十分にできず骨粗しょう症で服

いております。
043

てんだい薬局 － －１１０２
251

並木道子

かたい

いる方には大変なご心配ご迷惑を
おかけして申し訳ありません。

用している方については一時処方
中止の対応を行っている事をお伝

経緯
２０２０年
「小林化工」
が製造す

えしました。いまもその状況は変

今回は下腿に焦点を当てます。歩行時、ふくらはぎの筋肉は地面を蹴る際に使われ、
すねの筋肉はつま先を上げてかかとから着地する際に使われます。下腿の筋肉が落ち
てくると、歩行速度が遅くなったり、すり足になってつまずきやすくなります。各イ
ラストで示した部分の筋肉を意識しながら、呼吸を止めずに無理なく行いましょう。

85
る抗真菌薬に眠剤の成分が混入し

ふくらはぎ・すねの運動と
靴の履き方

あぐい

安喰 初美

12

レッツ体操
〜 月刊誌「いつでも元気」に掲載された体操を紹介しています。〜
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今年度の千葉市特定健診・がん検診は受けられましたか？
まだの方はがんや生活習慣病などのいろいろな病気の早期発見
のために、定期的な健診で健康状態をしっかりチェックしましょう。

千葉市 特定健診・健康診査、がん検診
【受診期限は2022（令和4）年2月28日まで】

お申込みは、市から届いた受診券（封筒）と診察券・保険
証をお持ちになり、診療所受付までお越しください。
午前外来中は発熱外来の診療をしているので、
なるべく平日
の午後2時から4時までの間にお越しください。
※定期診察にご来院されている方は、診察日にご持参いただき
お申込みください。
お問合せは北部診療所 TEL 043
（251）
8131㈹

コロナワクチン 3 回目について
●当院での３回目ワクチンは【モデルナ】のみとなります
●当院で予約ができる方
当
 院で 1 回目・2 回目とも接種された方で 3 回目の接種券が届い
ている方
●予約受付開始…1 月下旬より予定
■予約方法：電話のみです
受付日時：火曜と木曜日のみ 午後 2 時から 4 時まで
※接種券を必ずお手元に用意してお電話ください

●接種日程…2 月下旬より予定
■曜日・時間：月曜日 午後 2 時～ 3 時半
詳細内容、予約開始日・接種日が決まりましたら再度お知らせいたします。

春の太巻き

あったか
レシピ
8

(作り方)

①巻 きすの上にのりをタテ長に置き、
そ の 上 に、 す し 飯 半 分 を 広 げ る。
（その際上・下1.5㎝づつ残し左右
の幅いっぱいに広げる。）
②ヨ コ中央に菜ばしを置き、向こう
と手前にすし飯70gで山を作り、２
つの山に全形のり1枚をふんわりと
かける。（谷は菜ばしでしっかりと
押さえ山の頂はゆとりを持たせる）
③谷 に紅生姜を1列並べ、その上に桜でんぶを入れ、菜ばしで押さ
えて落ち着かせ、がくを1本置く。
④両 側の山と山を寄せ合わせて、両外側の山肌に野沢菜を並べる。
（山頂に近いところは少し厚めに、山裾は薄くなるように）
⑤巻きすごと90度、向きを変え、両端を開き、残しておいたふた飯
を入れて平らにならし、巻き込む。
⑥元の位置にし、手前からしっかり巻き込み、ぬれ布巾でのり巻き
の両端を押さえて整える。1本を7つに切り分ける。

私の健康法

朝の散歩

数年、千葉公園への散歩

20

❸

水

木

金

秋谷

秋谷

秋谷

秋谷

秋谷

糖尿病
（予約）

土
1・3・5 秋谷
2・4 蛸井

糖尿病
（予約）
胃カメラ

夜間

休診
秋谷

秋谷

句

火

午後

俳

まちこ

枯葉散る小さき杜の御神燈

み や

早池峰の地図を見遣るは冬ざれか

きくえ

飾り臼ふるさと守る農守る

都合により担当医師が変わることがあります

月
午前

を続けている。季節毎に公園

内に咲く花や、池の渡鳥を楽

槇

ます。

皆様のご意見をお願いします。

2022年1月〜

しみ、そこで知り合った仲間

定子

笹鳴やひらきしままの旅の本

2022

達と「おはよう」の挨拶を交

わす。それが私の「幸せで健

市田 照子

康的な」１日の始まり。



年度
「新春のつどい」
中止の
お知らせ

今年の「新春のつどい」

も新型コロナ感染拡大防

止のため中止とさせてい

ただきます。ご了承くだ

さい。

友の会
アンケートのお願い

同封した

アンケート用紙について

この間、新型コロナウイルス

感染により、皆様に直接お会い

には十分に注意致します。同封

個人情報ですので、取り扱い

がありませんでしたので、今回

しました返信用封筒で回答くだ

してご意見やご要望を聞く機会

は会員アンケートに取り組むこ

しい場合、できる範囲で構いま

さい。全ての項目への回答が難

友の会では、皆様の声を伺っ

せん。ご協力の程、何卒お願い

とにいたしました。

て、友の会・診療所としてでき

申し上げます。

年２月末までに、同封の封

ること、市町村や国に対して働

きかけることなどの課題を明ら

筒にてご返送をお願いします。

診 療 体 制

保健部
コーナー

(材料)
・すし飯（白）
… 400g
・桜でんぶ………… 20g
   （または棒チーズ2本）
・青菜（野沢菜）
… 40g
・紅生姜…………… 10g
・焼き海苔………… 2枚

◎ご購読申し込みは

友の会事務所

診療所窓口まで
かにして、取り組みたいと思い

2022
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北部診療所よりお知らせ

2022 年 1 月号 （4）

乳児健診

休診

井上

1・3・5 宮村
2・4 秋谷

（第１木曜日）

秋谷

午前の受付時間は8：30〜12：00、午後の外来は2021年4月より閉診となりました。
担当医師により小児の診察が出来ない場合があります。 夜間の受付は18：00〜20：00です。

休診

