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して改めて認識した絆を基に

新年のご挨拶

謹んで新年のご挨拶申し上げ

職員をはじめ、ご関係者各位

ばならないと考えております。

しっかり見据え、前進しなけれ

2012年をスタートし目的を

には輝かしい希望に満ちた新年

今年は白報会設立以降、これ

ます。

を迎えられたことと、心からお

となる大型ショッピングセン

まででいちばん大きな事業展開

旧年中は白報会に温かいご理

ター内での総合クリニック開設

慶び申し上げます。

解とご協力を賜りありがとうご

を春に予定しております。

人にとって期待値が高い取り組

新しい運営形態でもあり当法

ざいました。

深く感謝と敬意を表す次第で
す。

会グループが更なる地域医療に

この事業所を含め今年も白報

みになります。

た東日本大震災により、多くの

貢献出来るよう職員一同、精進

日に発生しまし

方々が被災され今もなお大変な

致します。

昨年は3月

苦労を強いられています。一日

これからも皆様方の期待に応

えられるよう決意も新たにして

地域社会の重要性、人とのつな

原発事故の脅威、電力の有難さ、

り申し上げるとともに、相変わ

して良い年でありますようお祈

どうか本年も皆様におかれま

いるところでございます。

がり、普段の生活では思い知る

白

年のご挨拶と致します。

理事長

昌善

よう心からお願い申し上げ、新

らぬご尽力、ご協力を賜ります

び、教訓とし今後に活かして

この大災害から多くの事を学

認識した事でしょう。

事が出来ない価値観を誰もが再

ない事態に多々驚愕しました。

我々はこれまで経験した事の

す。

も早い復旧と復興を願っていま

11

いかなければなりません。そ
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心でつながる身近な医療を目指して

〒110-0008
東京都台東区池之端1-2-18 ＭＧ池之端ビル8Ｆ
TEL：03（5814）8989 FAX：03（5814）8900

迎春

今年もよろしくお願い
いたします

安部さん手記
私の心に響いた白語録︵あべちゃんの日めくりエッセー︶

薬の塗布、ジワジワとあ
の憎たらしい茶色の液体

今年も白報会グループ合同

い 目 を し て「 お 母 さ ん 、

いシックな雰囲気の会場で「大

絞った。膿に血の様なも

定させて両手で少しづつ

背中に私の太股を入れ安

を横にして倒れない様に

てみる事にした。娘の体

私は度胸を決めて、絞っ

んは生きている時、俺は

てくれたんだよ。お父さ

ちゃんお父さんが手術し

誕 生 日 。 優 子 に は「 ゆ う

り遂げた。今日は亡夫の

科の仕事を母の一念でや

前回は皮膚科、今回は外

た。

先生が訪問する様になっ

様になり我が家には別の

て白先生は多忙を極める

そして平成十九年に入っ

ていました。

皆さんビンゴカードを見入っ

ペアチケットという事もあり

まる韓国の保養所の往復航空

では特賞が来年から利用が始

また毎年恒例のビンゴ大会

のが混じった。液が出て

骨になっても二人を守り
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が娘の体内から出続けた
のである。でも外形は以
来平らなままであった。

カッターナイフで切った

がら、もう無我夢中で娘
物を取り除く事に熱中し
のか？」と云った。

はしゃぎ！年忘れ大忘年会」

しばらく経ったある日、

月 2日に開催され

十一月十九日にパジャマ
た。自分の口に入った膿
私は「まさか」と答えた。

と題し、理事長の挨拶から始

忘年会が

に着替えさせようと裸に
を濯ぐ事すら忘れていた。
ティッシュで始末した

まり、歓談、事業所紹介、ゲー

術後？白先生はまん丸

したらそのガングリオン
三十分程絞り続けたで

と云ったらティッシュは

ムなど会場は盛り上がってい

の体から出てくる負の産

の所のパジャマにうす茶
あろうか、あれ程こんも

ダメ。これは消毒したガー

ました。

その日も亡夫の誕生日、

色の染みがついていた。
りした瘤状だった部分が

ゼを使う様にと滅菌ガー

ました。

オヤッと思って瘤を見た
平らになった。心から安

ゼを処方してくれた。

今回はいつもの会場とは違

ら小さな切裂があった。
ぶ事なく絞り出せたのだ。

堵した。外科の先生を呼

来た。そして次の瞬間少

切ると云ってたよね。お

すす

おできの口が開いた様な

し力を込めた時にピュッ

父さんは約束しっかり

頂きました︒

今年も味が濃く︑
とてもおいしく

安部さん宅庭に毎年実るレモン︒

…次号に続く

と勢い良く私の顔目がけ

守ってるね」
娘はニコニコしながら
そしてそのガングリオ

聞いていた。

と血と格闘した。絞って

一日二回のガーゼ交換、

なる迄二年余り続いた。

ンの手当ては優子が亡く

子の時の事を思い出しな

り返した。何年か前の黒

はティッシュで拭うを繰

次から次と出てくる膿

私の口にも入った。

て飛んできた。その膿は

こぶ

感じだった。
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第五話

●私たちの体は正直です。免疫力が下がってくると、必ずといっていいほど体調に変化が現れてきます。
ウイルスなどが体に入ってきたときに、それらを退治して体を守る働きのことです。
この働きは、体内で発生するがん細胞に対しても同じように作用します。

免疫力とは
免疫力が
下がってくると…

●風邪やインフルエンザなどにかかりやすく、回復も遅くなります。●けがをしたり火傷をしたときの炎症が治り
にくくなります。●がん細胞が成長・増殖しやすくなり、発がんのリスクが 高まります。

●人の免疫力は20代を過ぎると低下してしまいます。また、生活上の要因も免疫力を下げます。
免疫力低下の要因

加齢

偏食

喫煙

運動不足

大量の飲酒

過労

ストレス

睡眠不足

●私たちの周囲には病原菌やウイルスが無数に飛び交っていて、容易に体内に入ってきます。
ウ イ ルス

免疫細胞が連携して破壊します。
がん細 胞

﹁免疫力﹂
病気を防ぐ
のしくみ

体内に病原菌やウイルスが入ってきます。

体内では毎日約五千個もの
がん細胞が発生します。

がん細胞を破壊する免疫細胞
エヌ ケー

NK細胞［ナチュラルキラー細胞］
NK細胞は体内の免疫細胞のひとつ。
がん細胞が小さいうちに破壊する役割をもって
います。

人体の半数以上の免疫細胞は

腸内に住む良い菌は、腸の働き

「腸」
に集まっています。

をサポートしています。

増殖する前に、免疫細胞が破壊します。

インフルエンザ予防

クイズ！

風邪やインフルエンザ予防の
第 一 歩は、
「 手 洗い・うがい・
マスク」から。

●正しい行動かどうか考えてみましょう

手洗い

石けんが無かったので
手を洗わなかった
答…

うがい

うがい薬が無かったので
「お茶」
でうがいをした
答…

石けんの使用が望ましいが、
お茶に含まれるカテキンには殺菌・
流水だけでも手洗い効果があります。 消毒作用があります。

マスク

予防効果が高くなるので
マスクを濡らして着用した
答…

マスクは防御フィルターとしてよりも、
のどの保湿に効果があります。

この季節、気温が下がって空気が乾いてくると、風邪やインフルエンザなどの感染症にかかりやすくなります。
予防のためにマスクの着用や手洗いも大切ですが、最も心がけたいのはウイルスに負けないよう、体の力＝
「免疫力」
を高めておくことです。
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テニス大会

病気を防ぐのは
「免疫力」です!

ゴルフコンペ

第一回ホワイトマスターズ杯

11

月３日にスポーツレク

レーション ２日目としてテニ

27

日に白報会ゴルフコン

ペ「 第 １ 回 、 ホ ワ イ ト マ ス タ ー

ス大会が行われました。

月

ズ杯」が霞ヶ浦国際カントリー

ありませんでしたが、他のレ

参加人数はそれほど多くは

白報会の職員をはじめ日頃お

クレーションよりも闘争心み

倶楽部で開催されました。

世話になっている方々をお招き

なぎる熱い戦いが繰り広げら

ビギナーの方も参加され、

れていました。

レッスンなども行われていま

し た 。（ も の す ご く ス パ ル タ ！

レッスンだったそうです）

し行われました。

白理事長も腕を磨いていると

はいえ、全般にハイレベルな成

績をおさめられていました。

尚、ホワイトマスターズ杯は

今後定期的に行われますので都

度、ご案内申し上げます。

今年は福利厚生の一環として

様々なレクレーションを開催出来

ました。社内外のたくさんの方が

ご参加下さりました。

来年以降も法人としてさらに福

利厚生の充実を図ってまいります

ので皆さん是非、ご参加ください。

［医療ニュース］

11

岸公園には芭蕉像が設置され、
芭蕉の文学碑も建立されてい

も散在し、活気のある文化的

デイサービスすずらん

クリスマスパーティ

職 員 一 同 、 今 年 １年 無 事 に 運

営できた事の感謝の意も込め、

かなり練習を重ねられた余興を
発表していました。

後は誰のだしものか分からない

信州大学医学部卒業

出身地

長野県

家

族

3人（妻1人・子供1人）

趣

味

麻雀

また、プレゼント交換ではご

た方々は笑顔を浮かべてました。

皆さん、こんにちは。
今 回 号 は「 当 法 人 は レ ク
レーションしかないのか！」
と言わんばかりの記事掲載
になってしまいました。が、
そんな事はありません。職
員一同、仕事は仕事として
励んでいますのでどうか誤
解されませんように
私自身がレクレーション
推進派なだけです。
今年もまた年が明けまし
たね。毎年この時期、年月
の流れの速さにはビックリ
です。
今年は明るい事態を中心
に時が流れてくれるといい
ですね。
よく年を重ねる毎に時の
流れが速く感じるようにな
ると言われますが、これは
何が原因なのでしょう？忙
しいから？？ただボーっと
過ごしてたから？？いずれ
にしろ今年は充実してたぁ
～！と １年を振り返られる
よう、日常を貴重に過ごし
たいと思う今日この頃です。
それでは今年も皆さまに
とって、よい年になります
ように。
（総務課 中西）
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ます。江戸の頃からの綾瀬川

デイサービスすずらんでは今

年も恒例イベントのクリスマス

沿いの松並木の遊歩道があり、
散歩道として多くの方が利用

パーティが開催されました。

ご利用者様、ご家族の方、近

をされています。近隣の公園
等の、緑が豊富な街で四季の

隣の地域の方をお招きし行われ

士も仲間に加わり新体制とな
な街です。

ました。

美しい景色に包まれた街です。

白報をご覧の皆さまこんに
りました。これまで以上に地

食の文化をいえば、やはり

大学や図書館等の公共施設
ちは。そうか在宅診療所です。
域の皆さまのお力添えをいた

年

月 1日に

当院は平成

草加せんべいが有名で、市内

ご参加頂いた方たちも飛び入

診療に伺う際など、せんべい

りで歌や演奏に加わるなど、最

は埼玉県南東部に位置し、綾

くらいに一同で盛り上がりまし

月 1日に松原

を焼く醤油の香ばしい匂いにつ

た。

年

瀬川が市内中心部を南北に流

られる事も珍しくないです。

た、平成
団地駅より徒歩 ３分ほどの距

れ、芭蕉が歩いた草加宿、そ

出身校

草加からの移転を機により信

整形外科

して舟が行き交った綾瀬川の

専門科

移転しました。

小笠原 先生プロフィール

利用者様の手作りプレゼントな

経験を活かし、地域医療に

頼 さ れ る「 そ う か 在 宅 診 療 所 」

貢献出来るよう頑張って参ります。

面影が、草加松原など市内各

これまで培ってきた20年の

新しい建物の中で看護師が

小笠原 浩明 院長先生

どもあり心温まる品に、もらっ

総合クリニック ドクターランド松戸

に努めてまいります。

会いたい

所に息づいています。札場河

小笠原先生に

一人増員され、また理学療法
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ます。

だき、職員一同力を合わせ診

10

年目に突入いたしました。ま

20

離にあります草加幸楽園内に

23

診療所のある埼玉県草加市

開設し、地域の皆様の温かいご

●〒340-0011
埼玉県草加市栄町3-1-14-3
（草加幸楽園 1F）
T E L：048-930-6888
FAX：048-930-6880

に多くの手焼き製造店があり

●開設年月日：20年10月

療に励んでまいります。

そうか在宅診療所

尽力を持っておかげさまで 4

事業所
探訪
第11回

！？

● 白報送付へのご意見・配送停止などは総務課 中西までお問い合わせ下さい。
【連絡先】TEL:03（5814）8989

