
埼玉民医連退職者の会              第 133号 

                          2018年1月25日 

  

 

 

  

  

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

退職後 通信大学で 4年間「染織」を学びました。 

主な技法は草木染め、絞り、型染め、ろう染め、シルクスクリーン、 

バスケタリー、フェルトメーキング等です。現在は大学を終えて 

手描き友禅と手織りの教室で楽しみを続けています。 

燐家の真紅のバラをイメージし作成したこの作品は、ろう染めの大作で染め過程も大変でしたが

気に入っている作品です。一昨年のＯＢ会総会時の「私の作品展」に出展しました。 

（山田さんは看護師として埼玉協同病院・川口診療所・さいわい診療所に勤務しました） 

挑戦シリーズ 

№33 

    定年後の人生 

 新しい道に挑戦し、輝いて 

いる仲間はたくさんいる 

その一人  山田 稲子さん 

退職後に学んだ「染織」を楽しみながら 

  作品作りに取り組んでいる。 
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★ 石原 由起子さん ★   

 今は埼玉協同病院で週 3回、元気に働いています。 

シニア演劇の会で芝居や歌を習っていて趣味も楽しんでいます。 

 

 

 

   

   

    

 

11月 25日 開設 20周年記念式典に行ってきました。 

オープニングは地元の和太鼓、寺崎理事、雪田理事長、 

菊池所長の挨拶につづいて、組合員さんと一緒に作った 

20 周年の歩みが上映されました。診療所を作る時から組合員さんといっしょに力を合わせ、地

域を大切にした活動が今日まで元気に引き継がれていることをうれしく思いました。シンポジゥ

ムでは、初代所長野口先生から開設当時の苦労話、春日部地域に診療所建設が決まり医療生協の

組合員増やしに奮闘された元理事さん、支部長さんの話を聞き、組織の仕事で春日部地域を担当

したことのある私にとって、当時のいろいろなことが思い出されました。また、久しぶりにあっ

た組合員さんが今も元気な姿で参加されている事がうれしく懐かしく感無量でした。最後は地元

のブラスバンド「はるぴよ隊」の楽しい音楽で終了しました。 

 

 

 

山形文子 

             ・テレビ「陸王」を楽しみに見ています。映し出される行田の風景

が懐かしいです。行田の街中 盛り上がっているのかな？ 情報があれば載せてください。 

・６５歳になり、医学部卒業 40年で同窓会があったり、中学校の同窓会が 1月にあったり、節

目の年でした。年金手続きや介護保険証が届けられたりで、高齢者の仲間入りですかネ。 

・132 号 表紙の寺島先生の記事。共感を持って読みました。新婦人新聞は私も切りぬきまし

 

よろしくお願いします 

 

春日部生協診両所 開設２０周年 

参加しました   小田 政満 

「陸王」楽しみに見ています 

新入会員紹介 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1513404528/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9ibG9naW1nLmdvby5uZS5qcC91c2VyX2ltYWdlLzAwL2EyLzQ2YzQ5MjdlNjM1NGQxNmY3ZjIyNGRlZGE5ODI3Mjk0LmpwZw--/RS=^ADBpLa9NBNHfpJA_C.hZIfDP_MahY8-;_ylt=A2RCL7HvZjNadyEADgWU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1515305739/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL2tpbmV5YXRhYmkuY28uanAva2luZXlhL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE3LzA4LyVFNyU4NCVBMSVFNiU5NSVCNSVFMyU4MyVCQiVFNyU5NCVCNyVFNSVBRCU4MUVfTUdfMDEyNi03MDB4NTAwLmpwZw--/RS=^ADBn9GoFM5uH6zl5PKoqS4qC86V69M-;_ylt=A2RinFeKaVBaiz0AERKU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1511752396/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL25kcjIudXAubi5zZWVzYWEubmV0L25kcjIvaW1hZ2UvZDAzLmdpZj9kPWE2NjQ-/RS=^ADBZwECJSsorNTfuflgQSebd2A9nhA-;_ylt=A2RCAwpMMRpaYEIAdwKU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1511763216/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3d3dy5uYXJ1LXdlYi5jb20vd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTUvMDgvMjAxNS0wOC0yOV8xMDUzMTItMzM2eDMyMi5qcGc-/RS=^ADBdilKcxIlQqoWo3_i9JAy6lNdy9E-;_ylt=A2RinFuQWxpaPwYAoSOU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1513236904/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3d3dy5rYXN1a2FiZS1zaW4ubmV0L2ltYWdlcy9leWVjYXRjaF9sLnBuZw--/RS=^ADByXrpEFKPKzVPdsVgQYAEthHmbgI-;_ylt=A2RiouMn2DBagGQAfhiU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1514954808/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3d3dy55dXJ1bmVrby5jb20vd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTcvMTAvMjI0Mjk3MTBfNDg5ODExMzE4MDU2NjAxXzgxNDA0MTIwMDYxNTE3NDk2MzJfbi1lMTUwODE2NjU2ODkwNS01MDB4NDUzLmpwZw--/RS=^ADBr.w7En6aZZ4LYirtvdK8lyYG.wY-;_ylt=A2RinFK4Dkta0GIAywSU3uV7
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た。いつまでもお元気でいていただきたいです。 

 当院へおいでいただいた時の皆様の文章はありがたく拝読。集合写真のピントがぼやけている

のが残念。 

 

 

 

11月 3日～5日、能登～金沢～山中温泉～ 

白山ホワイトロードを旅して来ました。 

輪島の宿で紹介された「御陣乗太鼓」を見るこ 

とができました。石川県無形民俗文化財に指定 

され、実演では見ている私たちの身体に太鼓が 

ジンジン響いてきます。演じる人達の荒々しい 

エネルギーが伝わってくる迫力ある舞台でした。 

 

 

木村 輝一さんの 近況です                      

北海道にお住まいの木村さんの近況を奥さんから伺いました。 

現在、最初に入院した施設にリハビリのために入院中です。「すでに 6 カ月になるのでそろそろ

出されると思っています」との事です。「家に帰ってきても動きが限られてしまうので、なるべ

く入所していてほしいのですがしかたないですね」と。寒い毎日が続きますが、お互いに頑張り

ましょう。     

 

 

      超高齢者社会 生き抜くのも大変だね・・ 

冨田 厚子 

今年もくれようとしている。この季節が一番心が沈む。だんだん不安がつのってくる。 

少し前、医療生協の会議に参加する機会があった。カタカナ言葉というか、「つなプラ」「くらサ

ポ」「ヘルスプロ・・・」そして「フレイル」そんな言葉が飛び交う会議に頭が＊？△☓。 

それに話のテンポが速く、耳も遠くなったのか聞き取れない。 

また別のところで、ある方が井戸端会議（おしゃべり）を復活してその中身を社会化し、運動に

していく。それは今やるべきことだとおっしゃった。「うーん そうだなぁ」 、それがフレイル

予防になるということかな。超高齢化社会を生き抜くのも大変だなあと感じているこの頃です。 

 

私の秋旅 
山本 康男 

山口 昭子 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A7dPeCHi8h5W1moALAsdOfx7/SIG=12gpm6r53/EXP=1444955234/**http:/the-plusone.com/wp-content/uploads/2015/08/015990.jpg
http://ord.yahoo.co.jp/o/image/_ylt=A7dPeCpb8x5W_0sAVgAdOfx7/SIG=1271144ee/EXP=1444955355/**http:/illustcut.com/box/plant/leaf/momiji01_01.png
http://free-line-design.com/?p=199
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1515285180/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL2lsbHVzdGN1dC5jb20vYm94L21hcC90b2RvdWZ1a2VuL25vcm1hbC9ob2trYWlkby5wbmc-/RS=^ADBWU_eYxbtgl8HDFDnkR30obndmSI-;_ylt=A2RinFM7GVBanjwA2ROU3uV7
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上野公園と周辺の紅葉・歴史をめぐる散策 

                          浦診ＯＢ会 小嶋美智子 

11月 30日 7名で行ってきました。正岡子規記念球場横のイチョウ並木、清水観音舞台から

見る広重の「月見の松」に感心し、時忘れじの塔、桜並 

木の外側の紅葉と緑のコントラストが見事、明治期荒廃 

した上野山を病院ではなく公園にと進言したのは外国人 

とか。横山大観記念館（国指定文化財）はビルの谷間の 

ホッとする空間（9月ＯＢ会で旅した五浦海岸は横山大 

観の師岡倉天心が弟子と共に移住した地）、天心の大き 

な掛軸もありました。 

     

        病気の神様に 

             取りつかれたようです 

 2015 年から 2017 年まで我が家は、病気の神さまにとりつかれた様に次々に病院通いにな

っています。夫はインフルエンザをきっかけに、(長年の喫煙のせいで肺気腫)肺炎で入院し、お

まけに在宅酸素まで！ 私は、半月板損傷で手術！ (内視鏡)4日で退院！ 

その後夫は、肺癌の様な影がとの事で PET の検査をしたら癌ではなく肺非結核性抗酸菌症で、

結核と同じ薬を飲んで 2年間治療するように。 癌でなくて良かったけど薬が朝 11錠で、のみ

違う程同じ色があって大変です。幸い私が慣れているのでポリ袋に小分けしていますが、もらっ

てきた時は一仕事、お年寄りが飲み忘れて具合悪くなるのが実感！ 

昨年 4月、職員検診があり子宮ガンも今なら一つ枠があるからやっ 

たらと進められ「じゃあ」と受け、その結果はステージ 4でした。 

びっくり !! すぐ大学病院に行き再検査、2 週間後に結果は同じ、 

全摘しましょうで すぐに入院かと思いきや 3カ月待ち！ その 

間は、ハラハラドキドキ やっと連絡がきて入院手術 5日で退院！  

待っていた時間は、なんだったの？と言う位簡単。腹腔鏡だから 

傷も痛みもなく、薬もなしで元気です。 

最近は毎月夫と小旅行で温泉へ。秋には車のライターから電源を取るハイ酸素の小型を借りて東

北に一週間、予約も取らずにビジネスホテル・近所の日帰り温泉・地元の美味しい物を食べなが

ら、のんびり過ごして来ました。毎年恒例でさくらんぼの時期に北海道に行っています。従兄弟

の家に泊まり少しお手伝いして道内を旅します。フェリーなら酸素も持って行けるので安心！ 

私も、早期発見だったので以前より元気です。皆さん 健診は大事です！ 受けましょうね。  

 

小山 千里 
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８０歳になっても 

医療生協と関わっている魅力 

 

 

 

 

 「民医連と私」と改めて思ってみる。 

この夏、80歳になった今も医療生協に関わっている魅力は何だろう 

と考えている。27歳で大井医院に入職した私は、院長の故大島慶一 

郎先生と面接、その後 2日ばかりマンツウマンで「民医連綱領」の学 

習を受けた後受付の仕事についた。患者さんが書いた名前から順にカ 

ルテを診察室、処置室などに運ぶ仕事から始まり、点数計算、会計、 

月末の請求書と、すべてが手書きだった。今から考えると数倍の時間 

を要した事務作業だったと思う。当時患者さんが混んで、待ち時間が 

長かった。窓口や待合室で患者さんの様子を見たり、聞いたり、待っ 

ている人の気持ちを紛らわす事も受付の仕事だったと思う。事務部会 

では、待ち時間解消に番号札を渡したり、カルテに色違いの札をつけ 

てみたり、いろいろ試行錯誤をやった気がする。 

民医連綱領にあった「患者の立場に立つ医療」という言葉が最も印象に残り、私にとって「相手

の立場に立って考えてみよう」という気持ちがいろいろな意味で、私の生き方に影響を与えてく

れた言葉となっている。 

 

 

 

 

  

                  萩原 渺さん 

                 お疲れ様でした  
 

 

       2017年 11月 11日、萩原渺さんが敗血症で亡くなられ 

ました（享年 71歳）。 萩原さんは 1992年、医療生協さい

たま本部に入職、「けんこうと平和」等広報関係や社会保障分野

を中心に活躍されました。2006年退職となり、ＯＢ会に入会 

しました。3人の会員から萩原さんを偲ぶ言葉をいただきました。  

「民医連と私」がスタートします。 

知らなかったこと、びっくりする話が次々と。仲間で語り合い後輩に

伝えていきましょう。「次は私が書きます」の声を待っていま～す。 

藤田悦子さん 

昭和 42年、30歳 

で事務職として大井 

医院に入職、24年 

間大井医院一筋の 

勤務でした。 

退職は 54歳。退職 

かららすでに 26年、 

医療生協組合員と 

して元気に活躍中。 

 

藤田 悦子 

http://azukichi.net/frame2/b-frame088.html
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1488689782/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3d3dy53YW5wdWcuY29tL2lsbHVzdC9pbGx1c3Q1NzYucG5n/RS=^ADBwJ6MO5GtyAm8jF8sxrRW8nDaDMo-;_ylt=A2RCMZH2SLpY9Q4A7zuU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1488689782/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3d3dy53YW5wdWcuY29tL2lsbHVzdC9pbGx1c3Q1NzYucG5n/RS=^ADBwJ6MO5GtyAm8jF8sxrRW8nDaDMo-;_ylt=A2RCMZH2SLpY9Q4A7zuU3uV7
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「俺が車を出すよ」 ハギさんの一言 

    ・・ あ り が と う ・・ 

 

10 か月の長男が下痢、嘔吐でぐったりしていると連絡が入った。保母さんに抱きかかえられ診

療ベッドへ。すぐに処置が行われた。今では考えられない治療、大量皮下注射だ。太い針を太も

もから多量に入れ、すぐ温湿布をして吸収をうながす。肥田先生が熊診へ連れて行った方がよさ

そうだと。私は平静でいられなかったが、「俺が車出すよ」というハギさんの言葉にすがった。

国道 17号を北へひた走り。熊診に到着、すぐ入院となったが大事に至らずに済んだ。ひと段落

したころハギさんの姿を探したが見当たらなかった。私は心の中で「ありがとう」とつぶやいた。 

浦診と県連事務局のあった元町の地、機関誌協会の二人が間借りしていた時だったと思う。 

1972年の寒い日だった。そのハギさんが遠くへ旅立ったという風の便り、たしか私と同じ年だ

ったような・・・ もう少し先にのばしてほしかった。わが子の生命を救ってくれた大切な人だ

った。合掌 

駆け抜けていかれた ハギさん 

                             小田 政満 

萩原さんが亡くなったと聞き驚きました。 

組織の仕事で明るい街づくり、地域のつながり、「けんこうと平和」の編集などを担当し、絶え 

ず医療生協のあり方を熱く語っていたのを思い出します。萩原さんの 27回総会によせた一言メ 

ッセージでは、退職して 10年、古希を迎え、今後の目標や行動は、①社会参加（医療生協・市 

政への参画、町会等）②健康づくり（1日 1万歩、バランスの良い食事、体力づくり）③読書（年 

200冊を目標に）④旅、すでに 66ケ国をまわった。⑤エンディングノートづくりと普及活動 

など、萩原さんの生き方が書いてありました。71歳の短い生涯を駆け抜けて 

いかれ、諸行無常を感じます。ご冥福お祈りします。 

 

       取材から 原稿の書き方まで 

            ご指導いただきました     高橋 喜長 

 

昨年古希を迎えたばかりと言う萩原渺さんの訃報に、ただ嘆き悲しむばかりです。 

昨年私が頂いた年賀状には、「一日一万歩」を歩きバランスの良い食事で糖尿病とたたかい、趣

味の旅や読書、二冊目となる著書を出したことなどを知らせてくれました。ＯＢ会にはなかなか

参加できないけれど「また逢える日を」と誓ってくれたのが最後になりました 

私が彼に出会ったのは、1994年県内 6単協の合併に向け全県支部化をめざしている頃でした。 

彼は県機関紙協会から広報室長として入職、私の上司でした。広報に関して初めての私は、取材

から、原稿の書き方などイロハからご指導いただきました。萩原さんが参加して発行された「け

水野 いわ子 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1515494453/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9mbG93ZXJpbGx1c3QuY29tL2ltZy9mbG93ZXIvZmxvd2VyNDc5OS5qcGc-/RS=^ADBdtK58V1gwVH8cLwxqadWGgQMkdM-;_ylt=A2RCL5m0SlNanwkA.xSU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1515491135/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL2lsbHVzdHJhaW4uY29tL2ltZy93b3JrLzIwMTIvaGFuYV8wMi5qcGc-/RS=^ADB6fxr8zWdqV8sfp4iCXmeboAaaG0-;_ylt=A2RiomG.PVNaqzYA0h6U3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1515491135/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL2lsbHVzdHJhaW4uY29tL2ltZy93b3JrLzIwMTIvaGFuYV8wMi5qcGc-/RS=^ADB6fxr8zWdqV8sfp4iCXmeboAaaG0-;_ylt=A2RiomG.PVNaqzYA0h6U3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1515494368/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9mbG93ZXJpbGx1c3QuY29tL2ltZy9mbG93ZXIvZmxvd2VyNDgwMC5qcGc-/RS=^ADBRGMem3Bn.HPJRryB_wH4l0YH.U8-;_ylt=A2RCK.5gSlNajhEAKS6U3uV7
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「までい」＝「真手」⇒「左右そろった手」 

（まじめ、律儀、ていねいと言う意味） 

んこうと平和」は、健康づくりを通じてくらしとまちづくりをすすめる医療生協さいたまの広報

紙として大きな役割を発揮しています。心からご冥福をお祈りいたします。 

 

 

 

 

      石原 圀美 

10 月末、震災後何度目かの、福島を訪問した。改めて現地ならではというを、いくつも見聞き

した。そこには、未だ人が生活できない事情は震災直後と変わらない実情とともに、歯を食いし

ばって生活を戻そうと「復興」の努力をがんばっている人々の姿があった。飯館村長の菅野典雄

さん、福島商工会議所会頭の渡辺博美（後輩）さんの話を２号にわたり紹介します。 

 

   飯館村長 菅野典雄さん  

～「までいライフ」の実践を～ 

 

１）他の事故と違い「異質」     

 「原発事故」とそれによる放射能との戦いは他の災害とは異質です。事故後の人の判断、行動

は政府・東電の対応のせいもあり、バラバラになっています。そのなかで物事を進めていかな

ければならないというのは、とてつもなく大変です。 

２) 「ゼロ」に向かってこれから長期間奮闘をしいられます。ゼロからのスタートではないので

す。放射能のリスクも考えなければなりませんが、生活の変化によるリスクも考える必要があ

ります。村民の 90％の人に、できるだけ村から 1時間以内のところに避難してもらっていま

す。こういうことで、「特養老人ホーム」も（特段の希望者以外は）避難させませんでした。

これは、入所者や職員からも感謝されています。 

３) 全村避難が解除され、政府もメディア、「早 

 く帰還さよ」とうるさく言ってきていますが、 

 こればかりは、こちらからこうしてくれとか、 

 早く戻ってくれとかはいえません。一生懸命環 

 境を整えたりして戻ってくるのを待つだけです。 

いつまでに「何％」など拘りません。子供も戻 

ってきていません。それでも 130人の小中学 

生の 90人が飯館の学校に通いたいと言ってきています。質の高い教育の検討を進めています。

「制服」も無料にしました。 

福島第一原発の遠景が望める請戸漁港だが 

http://4.bp.blogspot.com/-79id-X-kFas/U9zpY5A7cAI/AAAAAAAAkGw/PdGpKc3leJE/s1600/hiragana_51_ba.png.png
http://4.bp.blogspot.com/-hwp6OBl0_bU/U9zpbg9n9ZI/AAAAAAAAkHo/3Bve02YdPsQ/s1600/hiragana_59_pe.png.png
http://3.bp.blogspot.com/-YrGli5y-S9Q/U9zpKyP5YpI/AAAAAAAAkDE/d7pHBxZppcg/s1600/hiragana_16_ga.png.png
http://3.bp.blogspot.com/-Ml9iqL693BM/U9zpjglIDNI/AAAAAAAAkKA/P1FJx4h7hog/s1600/hiragana_78_n.png.png
http://2.bp.blogspot.com/-My-7BPC-F4w/U9zpnIlwDdI/AAAAAAAAkLE/VWwKXnwMKOU/s1600/hiragana_87_tsu_small.png.png
http://1.bp.blogspot.com/-noVzJ4FL9fw/U9zpX229NyI/AAAAAAAAkGk/cLAUhANmuek/s1600/hiragana_48_hu.png.png
http://2.bp.blogspot.com/-RJPkcALpgnE/U9zpciNYsnI/AAAAAAAAkH4/xPpuRyU83fA/s1600/hiragana_61_ma.png.png
http://4.bp.blogspot.com/-G3ulkEi5PTM/U9zpJc-GK8I/AAAAAAAAkCs/fN2rAtQG0RU/s1600/hiragana_13_ku.png.png
http://4.bp.blogspot.com/-YEE5La2EO-w/U9zpNJMwQtI/AAAAAAAAkD8/KLefodJd2MQ/s1600/hiragana_22_shi.png.png
http://2.bp.blogspot.com/-Hp5K3m4Z5Sk/UNLezJEOs0I/AAAAAAAAIU0/3IKh6LpjWqA/s1600/hoka_04_exclamation.png
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４)「お互い様」の心で 

 徐染廃棄物減容化処理施設（焼却炉）を造り、村内の徐染土の三分の一を焼却し、福島市や 

国見町等近隣町村の廃棄物を受入れます。震災以後お世話になっている避難先が困っているの

だから、これは「お互い様」の精神です。 

５)  復興に関しては対等の立場で 

 加害者と被害者ということは、はっきりしていますが、そういう関係だけでなく、いろんな制

約はあったにしても国や東電と対等の立場で、バランス、物事を柔軟に考えどこかで妥協して

することも必要と思っています。こういう立場で国、県から数々の補助金も出させてきました。 

  ＃ひとつ「おもしろい」（と言っては失礼だが）補助金制度を紹介 

   飯館村「ようこそ」補助金～「ふるさと納税」の納税者と「いいだって子未来基金」への

寄付者が対象 

   ◎村を訪れていただく際の交通費を半額補助（６万円限度 来年３月３１日まで利用者が

旅程の前後に周辺の被災地を巡ることも可）   

◎村の担当者「困難の中でも努力を惜しまない姿こそ見て欲しい。全国に伝えて欲しい」 

６) 「心のシエア」を 

  こういう災害を経験して、20～30年先のあり方を、本当の意味で「までいライフ」は実践

していかなければと思います。これからの飯館村は「心のシエア」をどうするかということ

が復興のポイントだと思います。  （次号に続く） 

 

 

 

 

息子が３１才で６月１１日に旅立ちました。 

息子は２年前の夏に悪性腫瘍が発見され、それから入院手術や化学療法に果敢にとりくみました。

障害を持って生まれ 0才から１才の間に９回の入院手術を行った以降は、今回まで入院すること

もなく元気に過ごしてきました。息子は悪性腫瘍発見後に２回の入院手術を行い、以後通ってい

る福祉施設への通所と外来での週１回のＢＣＧの化学療法を８週間行いました。その後、悪いと

ころは全部取ったが、念のための補助治療ということで１７日間入院の化学療法のＧＣ療法を２

回行いました。以後３ヶ月に１度の経過観察になりました。担当医は東大での講義をおこなう方

で、息子の障害特性を理解し対応してくれ、私も泊まり込んで付き添い治療を続けました。 

息子は昨年の 4月、障害者のグループホームに念願がかなってやっと入居し、グループホームと

息子が ３１才で旅立ち！ 

 神作 信男 

 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1515434317/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3B1YmxpY2RvbWFpbnEubmV0L2ltYWdlcy8yMDE3MDUvMDNzL3B1YmxpY2RvbWFpbnEtMDAwODY4MnJpdi5qcGc-/RS=^ADBJrlikzi770dZvQrRS.Wt7OwAq2M-;_ylt=A2RCAwPMX1JavwQAgQWU3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1515492960/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3NvemFpLXlhaXp1bmV0LnVwLnNlZXNhYS5uZXQvaW1hZ2UvcHVydTAwMS5qcGc-/RS=^ADBGdiugv0E0eJH1U5BrzglsGXHbro-;_ylt=A2RimVzfRFNaOTIApj2U3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1515492960/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3NvemFpLXlhaXp1bmV0LnVwLnNlZXNhYS5uZXQvaW1hZ2UvcHVydTAwMS5qcGc-/RS=^ADBGdiugv0E0eJH1U5BrzglsGXHbro-;_ylt=A2RimVzfRFNaOTIApj2U3uV7
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 見守り活動から 

    見えてきたもの 

実家の新しい生活を開始しました。小学校の頃から私が伴走してマラソンを行い、盲人ランナー

として各種マラソン大会にも参加しました。化学療法を行うまで毎週１０ｋｍのマラソンを行っ

ていました。グループホームから週末に実家に帰ってきますが、行く時はグループホームへの７

ｋｍをマラソンで私と行きました。幼児の時からスキーも始めて、家族スキーや春休みの視覚障

害児の雪国教室（私が実行委員長）にも行く等充実した生活を過ごしていました。 

昨年６月、初めての経過観察の受診で何と再発が発見されたのです。しかもそれが小細胞癌です。

内分泌神経癌とも言われるようで、担当医より治療法の確認にセカンドオピニオンに行くように

言われ、がん研に行きました。ＥＰ療法の化学療法を３泊４日の入院で４週間に１回やることに

なり、息子は果敢に気力体力を発揮してとりくみました。入院の４日だけ福祉施設を休み、他の

日はグループホームより施設に通いました。ＥＰ療法は１０回まで行いました。９回目後の３月

下旬に２泊３日の雪国教室でスキーを滑り、４月初めに４ｋｍマラソンを、旅立つ４週間前に５

ｋｍウオーキングを行い、３週間前までグループホームから福祉施設への通所を行いました。 

旅立つまで 18回の入院、122日間の入院生活をおくりました。旅立った後、「生命の限り生き 

切ってくれたのですね」との言葉をいただきました。 

 

 

       
     

私の「けんこうと平和」の配布者は 33人です。 

このうちの４人から健康や介護について相談がありました。 

・92 歳の一人暮らしの組合員からは、全身がだるくて体が動かないという訴え。すぐに駆けつ

け救急車を手配、入院し一命を取り留めました。40度を超える発熱で危険な状態でした。 

・Ｓさんは心房細動。退院後は家事一切が禁止されたのでどうすればよいかとの相談。息子さん

との 2人暮らし、日中は一人なので高齢者相談センターに相談し介護認定申請の手続きをしま

した。取りあえず配食サービスを利用することにしました。 

・ 認知症の奥さんと生活をする A さんは、腰痛・ふらつきがひどく近くの整形外科を受診した

ところ脊柱管狭窄症でした。奥さんの担当ケアマネに介護認定申請のお願いをし、脳外科の受

診も進めました。診断は、硬膜下血腫で緊急の手術が必要となり、2 度にわたる手術の結果、

症状も改善され奥さんに寄り添いながら頑張っています。 

3 人の相談のきっかけは、33 人中 25 人が高齢者世帯で１人～２人暮らし・昼間は高齢者だけ

の生活なので訪問時には毎回声かけを心がけ連絡先も伝えています。また医療生協支部の運動で

無料化が実現した緊急通報システムの設置も１９世帯に呼びかけ、ほとんどの家で設置しました。

この取り組みの中で大事だと思ったことは、市介護保険課や高齢者相談センター、長寿支援課、

朝妻 幸平 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1515493157/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL2ZyZWUtaWxsdXN0cmF0aW9ucy1sczAxLmdhdGFnLm5ldC9pbWFnZXMvbGdpMDFhMjAxNDA3MTMwMzAwLmpwZw--/RS=^ADBYSGM9CEuCkGk_r_WCq8_8YiOJAQ-;_ylt=A2RinF2lRVNa8WAANgWU3uV7
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かかりつけ医と連携したことです。不安定さを抱えながらも全員危機を免れることができました。 

今、医療生協をはじめ多くの団体や住民組織が自治体との見守り協定や登録が進んでいます。 

協定を結ぶことや登録とともに、日常生活の中で役立つ見守り活動をどのように進めていくかが

大事だと考えます。新座市の分析によると、2年後には前期高齢者と後期高齢者の人口が逆転す

ると推定しています。新座支部はこれらの経験から、介護相談会を地域で開いていくことを決め

実践に踏み出しました。7月にはまちかど健康チェック・介護相談コーナーを設け、相談員は市

介護保険課の紹介で高齢者相談センターから 2人の職員が派遣され、6人の高齢者の悩みや不安

に応えてくれました。まだ一歩を踏み出したばかりですが、介護保険課の職員が「私たちの手の

届かないところへの働きかけなど、こういうことができるのは医療生協さんだけだと思います」

と期待されました。この取り組みを支部全域に広げていく決意です。 

最後になりますが、緊急通報システムの活用で多くの高齢者の命が救われています。また、誰に

もわかるようにと地域包括支援センターから高齢者支援センターに名称変更を要求したり、相談

員の人員増を要求する等から市民の相談件数が急増しているといわれています。自治体が住民本

位の行政を進めるために、私たちの要求を積極的に働きかけていきましょう。 

(関東甲信越組合員交流集会の発言より） 

 

 

   

 

                  

            

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                     

  

秋旅「鵜の岬」が、荒天のため行けなかったので 

はと山形文子先生から写真が送られてきました。 

五浦海岸の荒波と「六角堂」、「はまぎく」の花 

六角堂と 

はまぎくの花 

彩りも鮮やかな 

平林寺境内を歩く 

小田 政満 

https://pixta.jp/illustration/21867875
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1515493479/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL2lsbHVzdHJhaW4uY29tL2ltZy93b3JrLzIwMTUvaWxsdXN0cmFpbjAxLW1hY2hpbmFtaS5wbmc-/RS=^ADB3KEn4xWosGVPCEMt9QXW9NvBqiM-;_ylt=A2RCA.DnRlNamjMA_y2U3uV7
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撮影 10 時間を要した作品の一コマ   岡村 和夫 

 

   

 

 

 

 

6時 30分、東の空が赤く染まり、「オー 美しい」と思ったが、お日様はなかなか顔を見せな

い。「元旦にまずやることは猫の世話」。あれこれするうち、向かいの棟が明るく輝いて太陽が昇

った。 2018年、空は青く快晴の幕開けとなった。 

激動の時代のなか、一歩一歩元気に歩いていきましょう。   （け） 

  
埼玉民医連退職者の会 〒333-1111 川口市木曽呂 1347 老健みぬま内 

あとがき 
埼玉民医連退職者の会 検索 

ホームページ ご覧ください

ね 

栗
原 

和
子 

日本丸の総帆展帆 

 

南河原のメイン通りは にぎやか 

 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1515285977/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL3d3dy5wcmludC5zYWt1cmEubmUuanAvcHJpbnQvcHJpbnQtaTIwNC5wbmc-/RS=^ADBzlcKMW.tfrBbgDLOOUpb8.7UhMs-;_ylt=A2RCAwhYHFBa9GgAHB2U3uV7
https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1515286182/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cDovL2xpbmUuYmxvZ2ltZy5qcC9teWQvaW1ncy8zL2MvM2M2YTk4OTQucG5n/RS=^ADBlx.o21UoKWs_o6oGeRQSA1yJrUU-;_ylt=A2RCAwMlHVBacUEArECU3uV7

