2012年３月10日号

No.238

尼崎医療生活協同組合

一人は万人のために、
万人は一人のために

３･４月

2012年１月31日現在
組合員
49,456人
出資金
18億3,609万円
１人平均出資金
37,125円
発行責任者 福島 哲
38,350部発行 部内資料･奇数月発行

〒661‑0033 尼崎市南武庫之荘11 12 1 ☎06‑4962‑4920 FAX06‑4962‑4921

kumikatu@amagasaki.coop

これまでの「にじと健康」の記事がホームページでもご覧いただけます。

http://www.amagasaki.coop/
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この
「にじと健康」
は1,490人の組合員ボランティアによって手配りされています。転居時は住所変更届をお願いします。

２月３日に﹁春をよぶ＊子ども豆

まき会﹂
︵医療生協カルチャ ー︶ を

27

行いました︒

人の親子が参加︒ＯＢの保育士

さ ん と 楽 し く 遊 ん で︑ み ん な 笑 顔

に︒鬼が登場すると子どもたちみん

な大泣き︒そのあとは︑楽しく巻き

寿司を食べました︒

﹁ママ友が増えた﹂
﹁みんないっし

ょだと︑いつもは食べないものまで

食べてくれた﹂
﹁またやっ てね﹂ な

「東日本大震災発生から１年」
〝尼崎医療生協のパワー で
被災地支援に全力
…………………2面
新連載
「来たれ！ナースの卵たち」
…………………９面
総代会１号議案
ダイジェスト版
………………別刷り

どの声が出されました︒

お も な 記 事

子育て
ネットワーク
広がって

今号の

医師を含む先遣隊を送り出

ボランティア募
金も急速に集ま
り︑１月末には
１千万円の大台
に乗りました︒
そのあとも尼
崎医療生協は︑
近畿の仲間とと
もに休み無く被
災者支援を続け
てきました︒戦
後間もない頃に
円掛け保険で
国民皆保険制度
への先鞭をつけ

ざす新たな動きが始まろう

た尼崎︑行政に

対する要求運動も頑張る

としています︒１月

日に

が︑診療所も保育所も︑必

遺憾なく発揮されました︒

ワーが今回の震災支援でも

と︑そこに生きる人々のパ

感じる街﹂と評したこの街

雑︑しかし人間的な地熱を

田辺聖子さんが﹁殺伐・猥

創り出してしまう︒作家の

要なモノは住民自らの力で

まもなく被災後１年を迎

アとして駆けつけました︒

方々も︑今度はボランティ

に入った地域の被災住民の

員はもちろん︑以前に支援

みやぎ県南医療生協の組合

には︑現地のＮＰＯ団体や

山元町へ救援に行ったとき

だまだこれからです︒これ

えますが︑現地の復興はま

被災住民自ら

からも尼崎から熱い支援の

う︒

す︒今年もがんばりましょ

風を送り続けたいと思いま

ボランティアに

現地では︑被災住民のみ

なさん自らが生活再建をめ

６・11近畿総行動

東日本大震災発生から１年

くんできた尼崎の土地柄の

震災と津波の発生した翌

はなぜそんなにがんばれる

しました︒翌 日・日曜日

クに積み込まれた物資の大

福島 哲

﹁尼崎医療生協のパワー﹂で
被災地支援に全力
尼崎医療生協・専務理事

震災翌日か ら
影響が大きいように思いま

が︑やはり医療生協をはぐ

支援開始
全国の仲間からよく尋ね

日には︑どこよりも早く

す︒
ら れ ま す︒
﹁尼崎医療生協
の？﹂
︒ 阪神淡路大震災を

には︑緊急連絡網で地域理

尼崎住民の

たものでした︒支援募金や

みなさんに集めていただい

半は︑尼崎の地域組合員の
兵庫民医連の４ｔトラッ

パワーを発揮

どになりました︒

ワゴン車に積みきれないほ

よせられ︑回収にまわった

診療所にたくさんの物資が

したところ︑次の日には各

に支援物資の協力をお願い

事のみなさんと支部長さん

13
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経験したこともあります

３月12日、尼崎医療生協から４人の
震災支援先遣隊が出発しました

10

２面
２０１２年３月１０日

６月には近畿一円から大規模な支援隊が送られました

３面

２０１２年３月１０日

２０１０年５月︑クボタ包囲行動

「アスベスト訴訟」
環境型

いよいよ結審

公正判決を求める署名に
ご協力お願いします
規制を怠ってきた国

2007年５月に提訴した国とクボタの責任を問う「尼
崎アスベスト訴訟（環境型）」。 提訴から４年半がた
ち、いよいよ３月21日（水）が結審、夏から秋には判
決が出されます。ぜひ、３月21日の裁判を傍聴してく
ださい。そして、「公正な判決を求める要請署名」に
ご協力をお願いします。

アスベストを
撒き散らしたクボタ
クボタ旧神崎工場では、1957 年〜
1975年、特に毒性が強い青石綿を使っ
てセメント管をつくっていました。
1960年の日本のアスベスト消費量は
９万2483トン。そのうちクボタは9254
トン（約１割）を使用。工場周辺にア
スベストを含んだ粉塵を撒き散らして
いました。

遅くとも1964年には、国際的にもアスベス
トに発がん性などの有害性があることは明ら
かになっていました。
ところが、日本では1971年時点でも国がア
スベストの大量使用を容認。
そればかりか、手厚い助成制度まで作って
アスベストを使った水道管の普及を進め、そ
の多くがクボタで生産されました。

異常に高い中皮腫死亡者
工場周辺で全国平均の11.7倍
クボタの旧神崎工場で青石綿を使用していた時期、
周辺に住んでいた人の中皮腫死亡者が、異常に高くな
っています（奈良医大衛生学車谷教授調査 2005年）
。
・500m以内 ：11.7倍（男9.8倍、女18.1倍）
・500m〜１㎞： 6.9倍（男5.3倍、女12.1倍）
・１〜1.5㎞ ： 2.3倍（男1.0倍、女 6.5倍）※全国平均値

「工場前の街路樹の葉には
白い粉塵」
「工場は中が見え
ないくらい粉塵が舞い上が
り」
「扉と窓はいつも開き」
「天井には大きな換気扇が７
つあって、粉塵を外に出して
いた」
（10月29日証人尋問より）

「アスベスト裁判」の

！
結審です 傍聴をお願いします★
３月21日（水）13：30〜
＊13：00

神戸地方裁判所

湊川神社南側（神戸駅北）に集合

＊隊列を組んで、裁判所まで移動します
※12：00〜13：00

JR神戸駅北側で宣伝行動も行います。

その③
ー ト
ポ
レ
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りがい
や
の
私
理由
る
張
頑
ここで

ことがあります︒あるスタ

間はかかるけど︑仕事は丁

ムで協力して働いていると
分自身をふり返り︑レポートにすることを取り組んで

寧にしている﹂という評価

ッフが︑私にたいして﹁時

い ま す︒ ※ 民 医 連 綱 領︵ ２ ０ １ ０ 年 ２月 新 綱 領 に 改

をしてくれました︒その他

いう印象を持ちました︒

訂︶は︑尼崎医療生協のすべての事業所が加盟する全

にも︑患者様から本音で語

今年は︑全職員が﹁民医連綱領﹂と照らしながら自

日本民主医療機関連合会の理念・方針です︒

もありました︒その時私に

っていただいたりする機会
の時︑助産師︑看護師のみ

は︑
﹁丁寧に仕事をする﹂

つの強みがあることに気付

﹁話の聞き役﹂というふた

なさんに大変お世話になっ
たからです︒外来・病棟の
スタッフの皆さんがとても

ですが︑生協病院のスタッ

きました︒まだまだ半人前

いきいき輝いて仕事をされ

さて︑実際に働いてから

〝ここで働きたい！〟
生協病院での
出産経験から

周りのスタッフ
の支えで

私がこの病院を選んだの

ていました︒しかし︑働き

当院に入院してよかったと

は︑２年前に当院で出産し

は︑病棟に配属ときいて不

思える看護をしていきたい

フの一員として︑患者様が

安で一杯でした︒私は看護

で す︒ そ し て︑ 自 分 ら し

１年半が過ぎました︒初め

師として働いたのは２年し

さ︑その人らしさを大切に

たい思いはあるものの︑な

かなく︑その後は２年間の

して︑日々を頑張っていき

たが︑周りのスタッフの方

ブランクがありました︒初
かなか勇気が出ませんでし

に支えてもらいながら︑今

グラム 看護師資格を持つ

たいです︒
た︒ そ の 時︑﹁ カ ム バ ッ ク

はとても楽しく働けていま

人を対象とした職場復帰支

た︒また︑病院全体がアッ

る姿にとても感動しまし

対して真摯に対応されてい

フや先生たちが︑患者様に

り難い内容でした︒スタッ

験のない私には︑とても有

り︑参加しました︒病棟経

向いているだろうかと悩む

時によく︑本当に看護師に

が多々あります︒そういう

タッフに迷惑をかけること

し︑まだまだ勉強不足でス

も 勉 強 に な り ま す︒ し か

て︑毎日が日々新鮮でとて

病棟経験のない私にとっ

看護師による講座や手技や

援公開プログラム︒医師︑

開催の予定はありません︒

実施︒※現在はプログラム

〜２００８年にかけて５回

医療生協病院で２００７年

場復帰を支援します︒尼崎

介助などの実習を通して現

トホームな雰囲気で︑チー

注︶カムバックナースプロ

ナース﹂
︵注︶
という取り組

す︒

めは自信がありませんでし

た時に決めたからです︒そ

江美（看護師）
谷口

みをされていることを知

患者様が
﹁﹁入院してよかった﹂﹂
と思える看護をしたい
尼崎医療生協病院 ２階東病棟

４面
２０１２年３月１０日

２０１２年３月１０日

５面

１９９９年

萌クリニック

いう名前の由来は春の季

なく︑その人の人生を︑

もとめられた医療とは︑

その人の人生を精一杯応援
語 ﹁
―長い冬が終わり︑
春になって太陽の光を浴

その人自身の希望に沿っ

す︒これは︑
外に出たくて

・ケアマネージャー・理

心にして︑医師・看護師

患者様や介護者様を中

病気の診断や治療だけで

びたたくさんの草花の芽

て精一杯応援することだ

もなかなか出られ

学療法士・介護福祉士な

①４月10日（火）赤ちゃんマッサージで対話しましょう
②４月24日（火）離乳食のすすめ方
③５月８日（火）赤ちゃんと遊ぼう
④５月22日（火）赤ちゃんの歯磨きどーする？
⑤６月５日（火）お母さんのヨーガ体験、リラックス法

月に萌ク
が大空に向かってすくす

と思っています︒

ないという方たち

どのスタッフが︑チーム

※定員になり次第締め切ります

TEL 06 4962 4920

申込・問い合わせ先：組合員活動部

くと伸びてゆく様子﹂で

の思いを︑ 太陽の

になっ て応援する医療

●定員：10組

年を迎えました︒

もとに出してあげ

が︑私たちの目指す医療

●場所：組合員ひろば１

リニックが開所して︑は
や

たいという私たち

です︒

名・事務３名の８名で患

※時間はいずれも10:00〜11:30

⑲
12

萌クリニックの
﹃萌﹄と

の希望も込められ

医師１名︵病院︑診療
所からも応援をしてもら
萌クリニックで

者様の在宅生活を少しで

●対象：開講時１歳未満の赤ちゃんとお母さん

※会場は、12：15まであけておきます。赤ち
ゃんにミルクや離乳食を食べさせてあげた
り、お母さんどうしで交流してください。

●料金：５回とおして2500円

た名前です︒

通院できない

は︑ 病気や障害の

も手助けできるように︑

っ ています︶・ 看護師 ４

ために病院まで通

これからもがんばってい

方を往診

院できなくなっ た

井上亜子︶

きたいと思っています︒
︵看護師長

方のお宅に往診
︵訪問診療︶をして
います︒ 私たちに

子育て応援広場

ふれあい
・
コミュニ
ケーショ
ン
を大切に
５回講座

12

２０１２年３月１０日

７面

１月 日・脳いき
いき教室交流会

上︶
︒ ティ ータイムしなが

マム﹂ができました︵写真

さんのサークル﹁ハッピー

小学生〜中学生のおかあ

な？﹂というおかあさんた

んでくれるんじゃ ないか

行ったら︑おとしよりも喜

﹁子どもたちつれて遊びに

里﹂との交流会︵写真下︶︒

常光寺支部で
配布者交流会

ら︑子育てについて情報交

となく︑楽し

話は尽きるこ

ういろうで︑

てくれた絶品

もさんが作っ

しいシュークリーム︑子ど

は︑おいしいコーヒーおい

くすごしています︒この日

者さんも子どもたちも︑お

方もいらっしゃって︑利用

楽しみにしている利用者の

子どもたちの顔を見るのを

くってもらったり︒小さな

うたったり︒紙飛行機をつ

行って︑一緒に遊んだり︑

おりがみや絵本を持って

のおかあさん

年目の乳幼児

ま で ご 連 絡 下 さ い︒

る方は︑組合員活動部

サークルに興味のあ

ごしました︒

のサークル

４９６２ ―
４９
―

︵

結成して ２

た︒

かあさんもみんな笑顔です

これが３回目です︒

ちの発案で始まって︑もう
分〜 時︑調理室で楽し

換︒第２・４木曜日の９時

浜甲子園支部﹁料理を楽し
む会﹂慣れない手つきで⁝
ぶりの照り焼き

大庄北班長交流会〜みんな
で料理を食べながら交流

「いい医療、いい介護
ってなんだろう」
〜［患
者の権利」
「患者 ・ 利
用者の安全」を考える
学習会〜111名が学び、
考えました
﹁子育て広場﹂
は︑老健施設
﹁ひだまりの

２０︶

06

あちこちでひろがる
脳いきいき教室
戸ノ内支部で脳いき
いき教室

21

アルバム
の
虹

潮江わくわくフェスタ
に１５０人以上がつど
い︑組合員の活動を交
流しました

12月24日「反貧困
よろず相談会」
くすごしまし

12

「子ども応援ひろば」
クリスマスパーティ。
「成績上がった」の嬉
しい報告もありまし
た。久しぶりに来てく
れた子も

サークル
「ハッピーマム」
と
「子育
子育て
て広場
広場」
」

「アスベスト問題学習会」深刻な実態、これ
からの運動方向に、真剣に耳を傾ける参加者
30

築地で脳いきいき教室

が
広
り
が
ます
顔

笑

崇徳院で脳いきいき教室
カルチャー教室「親子でク
リスマスのフラワーアレン
ジ」個性あふれる作品がで
きました

ちとおかあさん
た
も
の
子ど

ここでちょっと深呼吸

庄地区を中心に活動して

４名含︶事務１名で︑大
かった音が聞こえないで

動車の音など︑気づかな

て無理なく自分でできる

しょうか？肩の力を抜い

この４月に予定されて

ことをし︑専門職を頼ん

２

が多いのです︒

期間に及ぶこと

護は︑在宅で長

いきません︒介

しないわけには

者が制度を利用

も介護者や利用

うです︒それで

者も楽に感じられると思

の負担軽減と受ける利用

やコツを知れば︑介護者

必要はありません︒工夫

がります︒無理に頑張る

を少しずつ上げて起き上

姿勢︶↓④腰をあげて頭

置く︵お辞儀するような

位置から少し遠めに手を

後ろに移動↓③座ってる

庫民医連の病院・診療所で

生制度は︑
医学部卒業後︑
兵

また︑兵庫民医連の奨学

す︒

との懇談などを行っていま

にも触れる体験︑現役医師

の見学や︑実際に医療機器

指す高校生対象に医療現場

その一つです︒医学部を目

﹁高校生一日医師体験﹂も

春休みと夏休みに行う

介下さい︒

ている高校生をぜひ︑ご紹

学生や医学部進学を目指し

演会も行います︵

る︑中村哲医師を招いて講

アフガニスタンで活動す

日︵ 土 ︶ に は︑

〜

30

神戸教育会館︶
︒

13

19

医局

６４３６ ―
０１５６
―
医学生担当 薮内・福島

生協病院

皆さんのお知り合いの医

30

５月

広げることができます︒

仕事との両立や

います︒

を進めたいと考える医学生

といっしょにより良い医療

慣れない介助で

なにわ
所長

泰代︶

研修を行い︑地域の皆さん
見えない長い道
のりです︒

辰己

︵ヘルパーステーション

医師としての社会的視野を

「医学生実習」
実際の医療現場を体験できます

一生懸命︑先が

②かかとが膝の位置より

①座ってる足の位置↓

ち上がりの一例です︒

写真は︑イスからの立

楽になります︒

いる介護保険制度の改定
は︑利用者にも介護職員
にも厳しいものになりそ

４

﹁頑張らない介護﹂
１

「いのちの平等」
を守る

を対象にしています︒奨学

16

06

職員

本田診療所４階に事務

生になれば︑医療現場のス

して眼を閉じて耳をすま

尼 崎 医 療 生 協 で は︑
﹁組

タッフや患者との交流を通

所を構える﹁ヘルパース

合員さんといっしょに地域

して地域医療を体験︒奨学

してみてください︒鳥の

医療を担う︑将来の尼崎医

生会議や︑全国の民医連で

テーションなにわ﹂は︑

療生協の医師﹂を育てるた

とりくむ
﹁医学生セミナー﹂

声・風の音・人の声・自

だり質問したり︑介護の

めに︑様々なとりくみをす

などの企画にも参加して︑

名︵登録ヘルパー

方法やコツを覚えれば︑

すめています︒

将来のドクターを

います︒

18

３

８面
２０１２年３月１０日

２０１２年３月１０日

９面

新連載

看護師を
ご紹介下さい

ための奨学金制度です︒

※当院勤務により返済免除制

組合員のみなさま︑お知

度あり

りあいの看護学生・高校生

す︒医師・先輩看護師との

06−6436−1701

をご紹介下さい︒奨学生に

看護師を大募集しています︒ 看護のよさを広め︑将来と

交流もあり︑卒業後は安心

二宮

連絡先：師長室

なると︑病棟体験やボラン

ティア等︑学生どうしで学

もに働く仲間となっていた

して就職できます︒ご連絡

び︑交流する機会がありま

看護師とは︑一体どんな

だけるよう︑様々な企画を

をお待ちしています！

崎医療生協の心あたたかい

仕事なのでしょうか︒その

行っています︒その一つが

尼崎医療生協では︑現在

内容や︑医療生協の看護の

学生生活を安心してすごす

月額：４万円・６万円
（選択制）

室のチラシを見て申し込ん

いたヨーガのカルチャー教

来ました︒ポストに入って

ていた病院をやめ︑尼崎に

一昨年︑夫の転勤で勤め

働きたいって思うようにな

んないい雰囲気で︑ここで

す︒病院を受診しても︑み

たり︑ほっとできる場所で

ろ︒人とつながって︑ゆっ

子どもがまだ小さいので

近所に友達がいないから

出産後︑なれない土地で

らが楽しみです︒

この仕事が大好き︒これか

ろんな患者さんと出会える

少し不安もありますが︑い

﹁ママ友がほしいなー﹂と

ヶ月でした︒

出会いです︒その時妊娠８

りました︒

﹁思い﹂が実現できるとこ

医 療 生 協 は︑ 私 に と っ て

ば﹂にも参加しましたが︑

あとサークル﹁子育てひろ

って︑参加しました︒その

育て応援広場﹂のことを知

康﹂でカルチャー教室﹁子

思 っ て た ら︑
﹁にじと健

奨学金制度内容

だのが︑尼崎医療生協との

この３月に入職する

魅力などを︑今回からシリ

カルチャー教室参加の
お母さんが
生協病院の看護師に

ーズでお伝えしたいと思い
ま す︒
﹁われこそは﹂ と思
う方はいらっしゃいません
か︒あるいは︑お知り
合いに看護学生や高校

直子 さん

二井

生がいらっ しゃ る方
は︑ぜひご紹介下さ
い︒
シリーズ最初の今
回は︑まず奨学金制
度についてのお知ら
せです︒

あたたかい看護
安心の
奨学金制度
尼崎医療生協病
院看護学生委員会
では︑看護学生や
高校生の方に︑尼

「ほっとできる
ほっとできる」
」尼崎医療生協
だからここで働きたい

来たれ！
ナースの卵たち
看護学生委
員会の看護
師たちです

― １ ―

良かったです︒

判︑茶のしずく石けんも

みました︒アスベスト裁
康﹂が大好きでよーく読

の で す が︑
﹁にじと健

とは︑いまのところない

んで︑遠くの地から︑皆
で仮想のサークル員や教

祐美

●福島の原発事故以来︑
室生になっています︒

石倉

原発の再稼動が出来なく

宝塚市

●
﹁にじと健康﹂
が届くと
なり節電が言われている

さんの仲間入りした気分

隅々まで全部読みます︒
中︑病 院
︵ 薬 局 を 含 む ︶の

●﹁茶のしずく石鹸﹂実

正光

とても読みやすく︑中身
照明︵昼間の晴れた日︑
窓

は私も一個姉からゆずっ

秋山

が濃いですね︒近かった
際 の 照 明 は 消 す ︶を 検 討

丹波市

ら参加したい取り組みイ

てもらい使っ てみまし
利行

すべきと思います︒

ベントがありますね︒
斉藤

た︒しかし︑少々ぴりつ

朝香

南武庫支部

南野

が︑後で新聞に載るよう

川西市

なことを知りました︒こ

く感がいなめず︑正式追

点について節電を実行し

れだけ詳しく教えていた

︻生協病院からの返答︼

ております︒

だくとよくわかります︒

加注文はやめました︒元

康﹂ は初めて拝読しま

①病 院 屋 上 に あ る 看 板 照

アナフィラキシーの症状

尼崎医療生協病院では東

す︒これからの健康レシ

明を消灯しました︒

●妊娠がわかり通院を始

ピが楽しみになりまし

②エ レ ベ ー タ ー は ︑ 停 止

々アレルギー体質です

た︒おなかが大きくなり

が大きく出ず︑幸いでし

日 本 大 震 災 以 降︑ 次 の ３

始めたので︑無料巡回バ

中は消灯するようにし

め ま し た ︒﹁ に じ と 健

スを利用して︑通院しよ

た︒毎回すみからすみま

中島

も続けて下さい︒
長洲支部

瑞枝

で読んでます︒これから

ました︒

うと思っています︒

富松支部 ︵匿名希望︶ ③ 日 中 の 照 明 を ︑ 患 者 様
認しながら間引きして

へ影響が無いことを確

●﹁にじと健康﹂が届く

●大腸ガン検診で毎日安

います︒
この度はご意見ありがと

心して過ごして居りま

のを楽しみにしていま
す︒近くに住んでいたら

うございました︒

西宮市

蔵本

侃

す︒今後ともよろしく︒

もっと良いんですが残念
﹁高齢者の身近な相談

●病院のお世話になるこ

こども出資金通帳が
完成しました！

お子さんやお孫さんにいかがですか？
医療生協の出資金は、いのちの平等を支えています。

1・２月号の正解

子どもの頃か
ら医療生協にふ
れてもらい、医
療生協を理解い
ただける人々を
増やしていく…
そんな期待も込
めて誕生しまし
た。

当選者（敬称略）…●西園田支部 速水 美恵●浜
田・崇徳院支部 横山 佐喜子●浜田・崇徳院支部
橋本 澪子●西昆陽支部 平野 真奈美●南武西
支部 野山 恭一●尾浜支部 長尾 清孝●富松支
部 （匿名希望）●西宮市 石田 悠紀子●宝塚市
石倉 祐美●丹波市 秋山 正光

コミュニケーション
カードより

室﹂など関心を持って読

‼

10面
２０１２年３月１０日

11面

２０１２年３月１０日

いきいき 虹の健康レシピ
緑黄色野菜のベーコンドレッシング和え
別名﹁ミズガラシ﹂といわれるクレソン︒春の緑

鮮やかな時期が旬ですが︑カルシウムや美肌効果の

あるβ カロテンが豊富で︑含有量は緑黄色野菜のな

かでもトップクラス︒消化促進や血液の酸化防止効

果もあるので︑肉料理の付け合せなどに最適です︒

今日は︑サラダ用ほうれん草と組み合わせての一品

にしてみました︒

たせる︒

βカロテン9772μg

■作り方

カルシウム156㎎

鉄4.8㎎

④ワインビネガーを③に

エネルギー328kcal
マグネシウム153㎎

① 器にクレソンとサラダ

塩・こしょう………………………………………少々

加え︑塩・こしょうで

ワインビネガー………………………………小さじ２

用ほうれん草を食べや

けざっくりとあえる︒

にんにく……………………………………………適量

味を調える︒

②厚切りベーコンを棒状

＊ワインビネガーの代わ

オリーブオイル………………………………大さじ１

すい大きさにちぎって

に切りオリーブ油でか

りに米酢でもＯＫ︒た

厚切りベーコン……………………………………２枚

のほうが酸味は強め︒

サラダ用ほうれん草………………………………１束

⑤熱いうちに①に④をか

りっ とするまで炒め

だし︑ワインビネガー

クレソン……………………………………………１束

盛り付ける︒

る︒

③みじん切りのにんにく

を②に加え︑香りをた

材料（２−４人分）

東尼崎診療所 管理栄養士 大林 敬子

ま ち が い さ が し

№238 12年３･４月

〒

〆切

ご住所

お名前

まちがいさがし解答・通信用紙

｜

／

３
25

✂
あて先

（通信らん）

〒661 0033 尼崎市南武庫之荘11 12 １
尼崎医療生協 機関紙委員会 ＦＡＸ 06 4962 4921

※まちがいさがし解答・通信用紙にご記入の個人情報は組合
員活動にのみ使用します。
「通信らん」にご記入の内容を
掲載させていただく場合があります。お名前の掲載を希望
されない場合は、その旨ご記入下さい。

印象に残った記事、医療生協の良い点、
改善点などお書きください。

左の絵の違うところ８つを○でかこみ、
「通
信らん」に一言お寄せいただいた方の中から、
10名様に図書カードを差し上げます。

２０１２年３月１０日

健診から始まる

12面

201
まだ 1年度に
受診
され
て
いな
い方
３

健康
づくり

月末
受け までに
ましょ
う

●内容

＋

特定健診項目
①問診（生活習慣、
行動習慣）
②医師診察
③身体計測（身長、体重、
腹囲、肥満度、BMI）
④血圧測定
⑤血液検査（中性脂肪、HDL
・ LDLコ レ ス テ ロ ー ル 、
GOT・GPT、γ-GTP、血糖、
HbA1c）
⑥尿糖、尿タンパクの有無の検
査特定健診項目（身体計測・
診察・血圧・尿検査・血液検査）

組合員健診追加項目
①心電図
②便潜血検査（大腸がん検診）
③血液検査
（貧血、栄養状態）

●料金
①40〜74歳
特定健診受診券がある場合 自己負担なし
特定健診受診券がない場合 5,000円
②75歳以上
自己負担なし（受診券はありません）
但し、年度に１回

2012年度の
健診は４月から

アスベスト検診（問診と胸部レントゲン）
を受けましょう

早めに受けて
健康づくりに役立てましょう

●尼崎医療生協でのアスベスト検診
自己負担額 800円
（各事業所にお問い合わせください）
●尼崎市保健所でのアスベスト健康診断
平 日：毎週火曜日
午前９時〜午前10時
毎週金曜日
午後１時〜午後２時
日曜日：偶数月の第３日曜日 午前９時〜午前11時
自己負担額 630円（要予約：保健所 06‑4869‑3016）

尼崎医療生協病院

06‑6436‑1701

戸ノ内診療所

06‑6499‑5962

潮江診療所

06‑6499‑4213

東尼崎診療所

06‑6488‑2518

長洲診療所

06‑6481‑9515

ナニワ診療所

06‑6411‑3035

本田診療所

06‑6416‑0325

