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かった部分や、ご不便をおかけし
たことなどもあったかと思います。

手術室は 倍に拡大
てにおいて十分な広さや設備とは

過ごせるようにと準備を進めてき

て、人生の最期の時期を穏やかに

院では手狭で医療活動上の大きな

た。組合員・地域住民の方々の保

健予防活動の前進に貢献できるも

のと考えています。

整形外科・小児科が
病院内に移転

病院外来部門は従来からあった

手術室や、整形外科分野の人工関

鏡）を使用した手術に最適化した

の病床数は旧病院と同じ２８２床

棟の稼働を目指しています。全体

また、半年後、地域包括ケア病

室が増えることで婦人科がん健診

して、２階に設置されます。内診

人科外来は他の科の外来とは独立

小児科が病院内に入ります。産婦

産婦人科・外科に加え、整形外科・

節などの手術に適した清潔度の高

ですが、７対１急性期病床１８３

への取り組みも可能となります。

内科・小児科・整形外科・精神科

長年待っていた、健生
病院・健生クリニックが
新たに開院します。思い
起こせば、津川武一先生
を始め、これまで携わっ
た先生方、理事・役員・
職員・組合員の皆さんに
ご苦労さまです、と申し
上げたいです。▼病院の
場所は、近い人たちは良
かったといいます。反対
に遠くなった人たちは大
変だといいます。この問
題はどうにもならず！
しかし、遠方の人たちの
ためには組合員バス台数
を多くし、便利にしてい
ただきたいものです。▼
新病院に入ると清々しい
匂いと明るさも感じ、健
康になった気がします。
病院内の各部署にはまだ
戸惑いもありますが、慣
れれば素晴らしい病院だ
と思います。▼支部の強
化、健康チェックなど、
いろんな催し物に参加し
ましょう。役員・理事・
組合員が力を合わせ、新
健生病院を育てたいと思
います。▼私は１年生理
事として長い目で新しい
健生病院を見守り、発展
に力を尽くしたいと思い
ます。まずは皆さん、年
１回の健診を受けましょ
う。新しい病院をたくさ
ん利用しましょう。
（理事・藤田欣宏）
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1・5面
新 健生病院・健生クリニック │││ どこが変わった？

│急性期病床から回復期病床まで│

真弘
寿徳

バランスのとれた病院機能実現
健 生 病 院 院 長・伊藤
健生クリニック所長・飯田

約２年の建設期間を要した新健
生病院・健生クリニックが完成
（弘前オフィス・アルカディア）

いかないものの、床面積は病院全

ました。

新しい病院・クリニックはすべ

に新築移転しました。

体で 倍に拡大しています。旧病

月１日 扇町

旧病院は１９６８年建設と老朽

課題となっていた手術室は 倍に

し、２ ０ １ ７ 年

化が著しく、患者 利
･ 用者の皆様
の療養環境としても、いろいろと

拡大され、内視鏡（腹腔鏡や胸腔

い手術室などの整備がされていま

床（ＨＣＵ８床含む）
・回復期病

地域包括ケア病棟、
稼働予定

我慢していただかなくてはならな

す。リハビリテーション機能は広

外科外来では化学療法室が４床か
・地域包括ケア病棟

学療法の需要に応えられるように

ら８床に拡大し、増加する外来化

床 床（回復期リハビリ病棟 床
ビリガーデン（２階テラス部分）

ケア病床 床という構成になり、

クリニックは２００３年 月に

クリニックも
大きな再編図る

療養環境の充実が図られています。

なります。新しく病院内に入ること

め、健診科も 倍に拡大されまし

さらに健診機能の充実を図るた

実現しています。

要に応えられるようになりました。 急性期病床から回復期病床まで全

弘前初！
緩和ケア病棟開設予定
病棟医療機能ではＨＣＵ（ハイ
ケアユニット）病棟が４床から８
床に拡大され、重症患者の受け入
れや手術後の患者管理が充実しま
す。また地域の人々や医療機関か
ら要望が強かった緩和ケア病棟
が、 床と小さめではありますが
弘前市内で初めて開設します。
がんをはじめとした悪性疾患終

２面に続く

2万4857円）

16億3872万0600円
（1人平均

ひかり ばしら

となった整形外科や小児科も外来

25

体のバランスがとれた病院機能が

14

床）
・緩和
を備え、今後増大するリハビリ需
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正面エントランスホールの 光 柱
津軽こぎんをデザイン

いリハビリ室と一体となったリハ

2.5

末期のつらい症状のコントロール

各支部からバス到着
内覧会

10

健生クリニック
飯田所長

10

2.5

や気持ちのつらさへの対応を通し

1.5

6万5926人（8月の新加入者158人） 出資金総額

☆組織の概況（8月31日現在） 組合員総数
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（1） 第 664 号

組合員センター
（0172）35−8933

の４科の外来を健生病院から分離

１面から続く

構成や外来機能も充実し、医療機

器も新しいものに入れ替わる部分

五所川原通信


修
 了証書を交付される

信彦

「日医かかりつけ医機能研修制度」

津川

書の交付だそうです。医師

所長

日本医師会では、かかり

会の説明によると、修了証

るとのこと。

師」と位置づけてきました。 を示すものとな

健生五所川原診療所

開設、健生すこやかクリニックと 「人」です。医療機関にとっては

つけ医を「なんでも相談で

書を院内掲示することなど

も多くあります。しかし病院・ク

医師をはじめとする医療専門職や

きる上、最新の医療情報を

今後も基本の
「無差別・平等・公正」

して健生クリニックを開設し、そ

の合併を経て移転前のクリニック

事務職員などの職員こそが、最高

により、その医

健生ヘルパー
センター

リニックの診療機能の基本は

診療体制となりました。今年５月

熟知して、必要な時には専

師が地域のかか

訪問看護
ステーション

今回の移転に伴い小児科・整形

62−3101
津 軽 医 院 （0172）
通所リハビリすこやか
（0172）
38−3295
居宅介護支援事業
ふじしろ （0172）
36−5581
39−7339
かけはし （0172）
健生弘前ホームあじさい （0172）
31−1855

の後外来リハビリテーション部門の

から泌尿器科外来も開設しました。 かつ最大の資源であり資産です。

門医、専門医療機関を紹介

りつけ医として

新しい健生病院・クリニックで

でき、身近で頼りになる地

精神科・泌尿器科の３診療科とな

この制度は今後のさらな

かかりつけ医

外科は健生病院内に戻りますの

ります。それに加えて訪問診療を

も、これまで同様「無差別 平
･等
・公正」を基本的な立場とし「親

る少子高齢社会を見据え、

に対する地域住

つけ医を持つひとつのきっ

かけになるそうです。

これからも医療福祉生協

8

月定例理事会

の組合員さんのため研鑚、 【報告事項】
新 健 生 病 院・ ク リ ニ ッ ク 開 設 記 念 祝 賀 会・ 竣 工 記
⃝
皆さんの「かかりつけ医」
念祭について
の役割を果たしたいと思い
新健生病院・クリニックへの移転作業について
⃝
ます。
現健生病院建物解体工事契約書の締結について
⃝
支部代表者会議開催について
⃝
「
⃝感謝の集い」の開催及び町会長訪問行動について
【審議事項】
〔議決事項〕
全自動錠剤分包機取得に関する件
⃝
疾患別原価計算ソフト取得に関する件
⃝
社会福祉法人たんぽぽ福祉会への土地売却について
⃝
２０１７年春の生協強化月間のまとめと秋の生協
⃝
強化月間行動提起

月の主な行事予定

／１ 新健生病院・健生クリニック開院

連絡先0172－35－1918 地域連携室

／３ 新健生病院・健生クリニック外来診療開始

≪10月の家族教室≫
14日（土）10時～「アディクション」
（様々な依存症）
28日（土）10時～「発達障害」

日本高齢者大会

動の「理解しがたさ」によることが多いものです。
それぞれの障害の特性を学び知ることによって、
家族の困惑が多少なりとも軽減することを期待
しています。
家族が、苦境のなかにあっても余裕を持てるこ
と、障害に巻き込まれないこと、そして、当事者
のよき支援者であり続けること、そうしたことを
目指して、家族教室は、家族の交流と学びの場に
なりたいと願っています。

活動し、研鑽を

行う在宅療養科、外来リハビリテ

切で良い医療」の実践に尽くした

地域住民から信頼される

民からのより一

／ ・

宏美

域医療、保健、福祉を担う

ーション部門（医療保険・介護保

いと考えております。また、地域

「かかりつけ医機能」のあ

層の信頼にもつ

吉田

29

で、クリニックの標榜科は内科・

険対応）があります。また在宅サ

るべき姿を評価し、その能

地域連携室長

10

続けていること

ポート室（健生クリニック地域連

の組合員 住
･ 民の方々が、安心し
て健やかに住み続けられるような

ながり、かかり

家 族 教 室 リニューアル

28

第 664 号 （2）

総合的な能力を有する医

携室）を開設し、在宅医療への相

力を維持・向上するための

10 10 10

藤代健生病院

10月から、当院の４つの家族教室が再スター
トします。「統合失調症」
「気分障害」
「発達障害」
「アディクション（依存症）」の４つです。それぞ
れの障害を持つ当事者のご家族の参加をお願い
します。
障害者の家族であることは、自ら障害者である
ことに劣らず、苦境を生きる経験です。家族教室
は、障害者の家族として生きることの意味を、と
もに学ぶ場でありたいと考えています。
まずは、家族としての経験を語りあい、学びあ
いたい。そして、その経験から経験の意味の理解
へ。
次に、家族の経験から当事者の経験へ。家族の
苦悩は、当事者の言動に起因します。当事者が精
神障害者であるとき、家族の苦悩は、当事者の言

まちづくりに貢献する所存です。

つけ医をまだお

⃝地域の困りごとの解決に役立つ「つなが
りマップづくり」
⃝地 域の交流場やや介護予防につながる
「居場所づくり」
⃝ネットワークがひろがり安心してくらせ
る「支部づくり」

新たな研修制度です。

医療福祉生協の３つの「つくろうチャ
レンジ」に取り組みます。

（0172）
33−2021
（0172）
44−1301
（0172）
92−2220
（017２）
3１−１０５０
（0172）
3１−１２０３

今後とも生協組合員をはじめと

案内は
４面です

持ちでない地域

第一地域
援センター
31-1203

⃝仲間ふやし
目標の８割の達成をめざす（1,992名）
⃝出資・増資ふやし
目 標の８割の達成をめざす（1億6千
万円）
⃝班づくり
月 間中に各支部１班の結成をめざす
（37班）
⃝担い手ふやし
運営委員、機関紙「健康」の配布者を
ふやす（185名）

昨年の健康新聞でもお知

支援センター
あ
す
31-2731

津軽保健生協の事業と運動を支える
四課題の目標（到達目標値）

して、地域の方々のご支援・ご指

立訓練事業所
ラタウン
32-8004

住民の方々にと

前ホーム
さ い
31-1855

らせしましたが、伝え聞く

ーステーション
さ い
31-1050

10月１日は生協法の施行日として、全
国の医療福祉生協で「生協強化月間」がス
タートする日です。今年度の10月１日は
津軽保健生協にとって新健生病院・健生ク
リニックの開設日でもあり、特別な日です。
生協四課題（仲間ふやし、出資・増資ふ
やし、班づくり、担い手づくり）への取り
組みは、人と人とのつながりを活かし、安
心してくらせる地域をつくるための柱の活
動です。
月間中は、組合員と職員との訪問活動や
健康チェックをもり込んだ健康まつりや出
前講座を各地で計画しています。また、藤
代健生病院、津軽医院（浪岡）、黒石診療所、
五所川原診療所など各事業所の特徴を活か
し、組織強化とまちづくりに組合員と協同
で取り組んでいきます。
是非、津軽保健生協の活動を知る機会と
して、企画へのご参加、
組織強化の取り組みに
ご協力ください。

導をよろしくお願いいたします。

パーセンター
は し
39-7339

生協強化月間

っては、かかり

護ステーション
ちとせ支所
53-6587

弘
前
第 一 地 域

には青森県では２番目の証

ステーション
じしろ支所
36-5581

精神障害者
福祉ホームＢ型

新健生病院・健生クリニックのオープンを追い風に
全支部・全事業所で四課題達成をめざそう！

護ステーション
ま
ち
36-8833

健生ヘルパー
ステーション



センター 虹
支援事業所
84-2787

健生訪問看護
ステーション

健生訪問看護
ステーション

談・他の医療機関との連携体制を

護センター
虹
35-7611

秋の

健生訪問看護
ステーション

201７ 年10月１日（日）

充実させました。

地域活動
支援センター

健生クリニック
健生平賀診療所
たまち石川支所
あじさい
包括支援センター

診療機能の基本は「人」

健生介護
センター

訪問看護
ステーション

藤 代 健 生 病 院 （0172）
（0172）
32−1171
36−5181
健生黒石診療所 （0172）
（0173）
35−2542
53−3015
た ま ち （0172）
（0172）
35−7611
36−8833
2017年10月１日～11月30日
（0172）
62−8811
ち と せ （0172）
53−6587
（0172）
31−2731
ガーベラタウン （0172）
32−8004

病院の建物が新しくなり、病棟

健 生 病 院
健生五所川原診療所
虹
なみおか
ぴあす

康

生協本部
（0172）33−7515

健

（9／4）

健

2 0 1 ７年 10月 １ 日（日 ）

康
クリニックホームページ
憲法・平和コラム❷
http://www.kensei-hp.jp
健生病院

まもなく1000号の「憲法通信」



社保平和委員会副委員長

受 動 喫 煙 の 害 と 対 策
理事長

らエントリーの申し込みが続々と届いています。今年
も各支部内の病院・施設に健康チャレンジ用紙を設置
させていただきました。特に今年は全校生徒へ配布し
てくれる小学校・中学校があり、さまざまな年代の方
がチャレンジしてくれるのでは…とひそかに期待して
います。
深浦・岩崎支部の取り組みを紹介します。深浦町で

を！』
を合言葉に健康チャレンジの宣伝をしています。
いまからでも健康チャレンジは間に合います。10
月～11月のうち、30日間以上、新しい健康習慣を始
めてみませんか？
（健康づくり委員会）

られる地域全体へも目を
向けて診療を行える医師
を目指して日々悪戦苦闘
しております。このよう
な医療の実現には医師だ
けでは実現することは絶
対 に 不 可 能 で す。 看 護
師、リハビリテーション
のセラピスト、栄養科、
地域連携室、事務員など
患者様と関わらせて頂く
全てのスタッフが、それ
ぞれの専門知識や経験を
生かし、対等な立場で協
力することによって成り
立っています。
月からは新病院へと
少し場所は移りますが、
健生病院はこれまでと変
わらず地域の患者様一人
ひとりの健康づくりと、
明るいまちづくりのパー
トナーとしてあり続けま
すし、私自身もその一員
として力を尽くしたいと
思っております。

は避難道を使い、津波がおきたときの避難訓練を行っ
ているそうです。避難道は幅が狭く急で、上まで行く
のが大変だそうです。避難道の途中であきらめてしま
うことがないように、今年は『避難道をのぼりきる体力

Vol.
83

は、窓からの爽やかな風
に運ばれてくる稲穂の何
とも言えない香りの中、
向かいの乗客の方が話さ
れる温かい津軽弁をぼん
やりと耳にしていると、
それまでの日常から遠く
離れたこの地をすっかり
気に入ってしまっている
自分がいました。それか
らちょうど１年が経っ
て、幸運なことにこちら
に移り住んで日々の業務
に勤しんでいますが、ふ
とした時にこの大きな変
化が信じられず、思わず
自分の頬をつねってしま
うこともあります。
そんな私ですが、現在
は指導して頂いている健
生病院、黒石診療所の諸
先生方のように、患者様
の病気だけではなくどの
ようになれば少しでも幸
せになって頂けるのかを
常に考え、患者様の大切
なご家族の方や住んでお

組合員、職員か

医師紹介コーナー

健康
チャレンジ！

健生病院
松井聡介 医師

新病院移転へ向けて、職
員全員が協力して着々と
準備を整えております。
９月といえば、京都の
初期研修病院から１カ月
の地域研修のため初めて
青森に来させて頂いたの
も去年の同じ９月のこと
でした。まだまだうだる
様な暑さの関西から、約
７時間かけて北上しやっ
との思いで弘前駅に着い
たとき、昼間でしたので
こちらでもまだ汗ばむ暑
さで非常に驚いたことを
覚えています。その後、
弘南鉄道で研修先の黒石
へ向かうべく、懐かしい
改札鋏で切符をパンチし
てもらい列車に乗り込み
ました。左右一面の田ん
ぼを横切って進む車中で

う

10

昭吉

故人となり、講演会などの大衆的
な場に出て来る呼びかけ人も少な
くなりました。しかしそのネット
ワークは予想をはるかに超えて広
がりました。地域と職場につくら
れた九条の会はその数約八千、文
字通りネットワークのつなぎ役と
しての役割も果たしてきました。
青森県においては、金澤茂弁護
士や神田健策弘前大学名誉教授な
どが世話人となって様々な分野で
青森県九条の会が運動の幅を広
げ、党派・思想信条を超えて統一
行動が展開されてきました。津軽
九条の会もこの地域で要の役割を
果たしています。
ネットで届く金澤茂弁護士の
「憲法通信」は、９月６日付で第
991号を数え、間もなく1000号
を迎えます。Ａ４で10頁にも及
ぶ「憲法通信」は金澤弁護士の憲
法九条への思いを体現したかのよ
うに重厚です。
『持続する志』は
大江健三郎が若き日に出した著書
のタイトルですが、私たちはマン
ネリではなく持続することがエネ
ルギーになるような平和運動を目
指さなければなりません。

ご家族、地域全体へも目配り

等学校と医療機関は敷地内禁煙を原則
とすることになっています。ちなみ
に、官公庁と大学は建物内禁煙となっ
ています。そして、施設利用者には
「喫煙禁止場所で喫煙しない義務」
、管
理者には「喫煙防止場所の範囲や喫煙
室の位置を提示する義務」が科せら
れ、義務違反者で勧告や命令に従わな
い者は罰則を運用するとしています。
弘前市でも、たばこの健康被害防止
対策の指針が 2016 年８月 10 日に決
定されていて、受動喫煙防止のため
に、児童施設、学校、医療機関は施設
内禁煙を目指すとされています。
残念ながら厚労省の法案は、飲食店
での規制について自民党の中に衆参両
議員あわせて 280 名いる「たばこ議
員連盟」の反対があり日の目をみな
かったようです。なにかといえば東京
オリンピックに備えてと言う安倍首
相、自民党はなにをしているのでしょ
うか。
これまでの健生病院は、建物内禁煙
となっていて、建物の外、敷地内に喫
煙所が設置されていていました。昨年
秋に受審した医療機能評価では、喫煙
所の存在について厳しい意見をいただ
き、新しい病院では敷地内禁煙とさせ
ていただきました。患者様、職員の健
康を守るためにも大切なことです。ぜ
ひご協力をお願い申し上げます。

まだ間に合

健康チャレンジが始まりました！

肇

こんにちは、今年度か
ら家庭医療専門医の後期
研修医として健生病院の
総合診療科に所属してい
る松井聡介と申します。
この文章を書かせて頂い
ております現在は９月初
旬で、健生病院は 月の

前回、がん健診を受診することに
よって健康を守るというお話をしまし
た。健診を受診するかしないかという
問題は、どうしても個人責任になって
しまいます。一方で、個人まかせにし
ないで、国民がみんなで健康な社会を
作っていくという視点も重要です。
喫煙の害については今更言うまでも
ありませんが、最近では、特に受動喫
煙の害と対策が国レベルで重要視され
ています。厚労省が昨年、発表した
「喫煙の健康影響に関する検討会報告
書」によれば、受動喫煙による年間死
亡数の推計値は 15,000 人にのぼり、
内訳は、肺がん 2,484 人、心筋梗塞
などの虚血性心疾患 4,459 人、脳卒
中 8,014 人、乳幼児突然死症候群 73
人となっています。
2014 年の労働安全衛生法改正に
伴って、受動喫煙防止措置を行うこと
が事業者の努力義務となりました。し
かし、罰則を伴わないということで、
世界保健機構は受動喫煙に対する日本
の対策は世界最低レベルであると判定
しています。2019 年のラグビーワー
ルドカップ、2020 年の東京オリン
ピックに向けて、厚労省は罰則付きの
受動喫煙防止対策案を国会に提出する
ことを検討していました。その中で
は、健康被害を防ぐ必要性が高い未成
年や患者が主に利用する施設は「敷地
内禁煙」にするということで、小中高

安 田

「九条の会」は13年前に「平和
を求める市民と手をつなぐために
憲法九条を世界に輝かせたいと考
えます」というメッセージととも
に誕生しました。呼びかけ人に名
を連ねた九人の顔ぶれを見て私た
ちは驚きました。小田実や鶴見俊
輔は“べ平連”時代からの反戦活
動家として有名でしたが、日本ペ
ンクラブ会長の井上ひさし、ノー
ベル文学賞作家の大江健三郎、評
論家の澤地久枝、歴史学者の梅原
猛、元首相夫人の三木睦子の参加
も驚きでした。
九条の会発足の記者会見で日本
を代表する知識人の一人であった
加藤周一は、アピールの趣旨を３
点に要約しています。第１点は、
九条の会は憲法一般を議論するの
ではなく、九条の改定ということ
に関心を集中しているというこ
と。第２点は、九条改定というこ
とを黙って見ているわけにはいか
ないということ。第３点は、九条
を護ろうという運動のネットワー
クを作るために役立ちたいという
のが九条の会をつくった趣旨だと
いうことを説明しています。その
後現在までに呼びかけ人の半数は

西﨑

モバイル版
ホームページ
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健生介護
虹
0172-3

健生介護セ
住宅介護支
0172-8

健生訪問看護
た
ま
0172-3

訪問看護ス
たまち・ふじ
0172-3

健生訪問看護
たまち・ち
0172-5

健生ヘルパ
か け
0172-3

健生ヘルパー
あ じ
0172-3

健生弘前
あ じ
0172-3

宿泊型自立
ガーベラ
0172-3

地域生活支
ぴ
あ
0172-3

弘前市第
包括支援
0172-3

院所案
５−４

東 中 支 部

焼きそばの注文など準
生協として、地域の伝

き二回目の参加とな
した踊りで、沿道の拍

し、昨年以上に整然と
のご協力とご支援を頂

外にも、多くの皆さん

参加して下さった方以

すくすく
エンジェル

８月 日、健生黒
統行事である「黒石よ

る今年は、実行委員
手の中を楽しい気分で
きました。この紙面を

然と輪になり、楽しく踊
ることができました。黒
石よされ、黒石甚句、黒
石じょんから、ドダレバ
チの４曲を踊ると結構な
運動量となりました。
このたまり場を継続し
ていくには、まだまだた
くさんの課題があります
が、ひとつずつ解決して

き

づ

備を進めました。

会を開催し練習を重
踊ることが出来まし
お借りして、皆さんに

代わりにと思っていた黒

軌道にのせて行きたいと

穏やかにすくすく
育ちますように！

石診療所と黒石支部
され」に、来年も積極
的に参加していきたい

祭り当日は、診療所
の職員、㈱ファルマ職
と思っています。

は日本三大流し踊り
の一つである「黒石
員、他支部の組合員を

ねてきました。職員
た。また、健生黒石の

感謝を申し上げます。

当日、黒石よされに

よされ」に参加しま
人以上が参加

や他支部にも呼び掛
ピンクのＴシャツは、
（黒石支部

運営委員会に図り、誰で
石よされも、運営委員が

思います。
（東中支部）

小林志寿子さん・羽都姫ちゃん

は

こ

る

お

り

元気に
出陣！
［９月度採用］17人の新入職員は、８月31日に辞令交付を
受け、９月から各事業所に配属されました。

悠さん・瑠杏ちゃん

いつもにこにこ元気に
育ってね。

對馬

美保さん・李桜ちゃん

含め

け、正装の〝雀の浴
夜の街でもひときわ目

も参加でき、お昼に一人

練習したのに記憶があい



本 部
33-7515

元気で可愛い子に
なりますように！

みんなのアイドル♡
大きくなってネ。

した。昨年に引き続

衣〟を集めたり、健

寂しく食事をするよりも

まい。誰も踊れず、黒石

 支部長・佐藤文猛）

立っていました。
弘前のねぷた祭り同

生黒石のＴシャツを
注文したり、当日の
様、地域に根差す医療

みなさんと体を動かし、

よされの音楽をかけて

人に増え、参加者は自

着付けや車の手配、

おしゃべりをしながら楽

も誰も踊ってくれませ

石診療所
53-3015

な

れ

か

う

おしゃべりハウス スタート
ある日、一人暮
らしの多い班会
で、
「おしゃべり
ができる場所があ
れば参加したい」
という声があがり

しく過ごしてもらえるた

んでした。

ました。この件を

まり場をつくろうという

そこで、８月 日の
第２回目には黒石よさ

習会に参加して準備万

川原診療所
35-2542

成田

佐々木沙織さん・玲菜ちゃん

元気に育ってね。
うまれてくれてありがとう！

佳子さん・羽花ちゃん

さ き の す け

職員、組合員が病院新築移転に向け頑張ってきました。健生ねぷ
たもその勢いに乗り、気持ちを１つにして元気に練り歩きました。

琴子
香織

事 務 員

伊藤

これからもエイミらしく
育ってね。

作業療法士

元気に育ってね

元気に育ってね

朋絵さん・咲之介ちゃん

すくすく元気に育ってね。

花岡

琴乃さん・エイミちゃん

さ く ら

ことになり、
「 東中おし
ゃべりハウス」を立ちあ

れの講師をお呼びしま
した。運営委員も８月

げました。
そして第１回目。７月
意してお待ちしました

端。支部の呼びかけの

（中央は三浦良成専務と加藤あけみ看護介護部長）

さくら

か の ん

さ

あ

中村

裕美さん・彩楽ちゃん

思いやりのある優しい
女の子になってね！

佐藤

８日に黒石よされの練

が、運営委員を入れても

甲斐もあって参加者は
医 院
62-3101

鈴木千亜紀さん・花ちゃん

４ヵ月健診のあかちゃんたちです

智加さん・奏音ちゃん

ひ

由香さん・亜沙陽ちゃん

ソーシャルワーカー

古川 洋子
相馬 史弥
東谷 聖子
鈴木 直人・田中
小田桐 恵・石田
准看護師

礼子
千幸
和佳
菜月
忍

亜衣・一戸
哲夫・滝澤
智樹・渡曾
玲奈・工藤
理恵・成田

泉谷
山中
工藤
木村
工藤
看 護 師

金城

はやくお姉ちゃんとお兄ちゃ
んといっぱい遊ぼうね。

西川

日にカレーライスを用

人の参加でした。体操

ホームページ

17人の新鮮力！

所案内は
２面です

沿道を
〝流し踊り〟
楽しく
健生病院
クリニック

事務局長（一戸）までご連絡を。

リニック
55-7707

関心のある方は、

健 生 病 院・クリニック
新築移転を
祝って！
センター
35-8933

60
０９０-８６１４-６７６５

健生病院
36-5181

楽しく輪になって黒石よされ

病 院
55-7717

30

イル版
ムページ
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黒石診療所・黒石支部
26
11

15

皆でたのしく会食

第 664 号 （4）
201７ 年10月１日（日）

康
健

階〉から案内されました。
「個室は

理事長が５階で説明

http://www.kensei-hp.jp

内覧会 ─ ─ 各 支 部 ・ 市 民 が

意報が出される中、天候が心配され
別料金ですか？」とさっそく質問が

弘前に初めての緩和ケア病棟〈 ５

ましたが、扇町の新病院には９時頃
ありました。
「健生病院は差額ベッ

９月 日早朝、津軽一帯に雷雨注

すでに開場を待つ組合員の姿があり
ド料金は取りません。無差別・平等
で す か ら 」と の 答 え も す が す が し

ました。その後 台のバスが新病院
に到着し、各支部の組合員が竣工記
た。無料健康チェックには大行列が

く、順次新しい施設を見て回りまし

新クリニックでは「津川武一コー

でき、午後から病院ロビーでふるま

念祭に参加しました。
ナー」があり、
「健康」新聞創刊号

特設テントで、祝奏のあと「開設

晴れ上がった空の下、午後から

速組合に加入しました。

れ、近隣の川先からの参加者が早

話す親も。病院への期待が感じら

してもらえるんだよ」と子どもに

れた診察室では「今度ここで吸入

い！」と嬉しそう。パンダが描か

います。小児科で「ウーンかわい

子連れの若い家族が見て回って

た。

涙をぬぐう参加者の姿もありまし

者が並んでテープカットすると、

成にいたった経過が話され、関係

の設計変更、それを乗り越えて完

それぞれ、建設費高騰、たびたび

長、清水建設・桑原泰秀支店長が

た。京都建設事務所・川下晃正社

き、来賓から祝辞が述べられまし

表し平山忠衛理事のあいさつに続

肇理事長のあいさつ、組合員を代

すね」と話してくれました。

きです。病院は愛されているんで

１０００人もの人が来るなんて驚

終わった業者の方が、
「内覧会に

竣工祭終了後、テントを片付け

が参加し、共に学びました。

会常務理事の記念講演に１７０人

弘道・日本福祉生活協同組合連合

ネットワーク』を」と題する松本

と資源を活かし、
『くらし安心の

式典後、別棟で「生協の仕組み

事業所
７−２

記念式典」が行われました。安田

AEDの使用法実演

健生五所川
0173-3

われたゼリーや引っ越しそばもあっ

新病院への大きな期待語りあう

津 軽
0172-6

が複写され、なつかしい写真を展

５階病床
車いすで利用できるトイレ

健生クリ
0172-5
クリニックでの展示

という間になくなりました。

各部屋番号の下にこぎんのアクセント
（組合員の手造りボランティア）

院評価認定を受け、365 日対応
のER(救急救命医療)は頼もしく
心強いと述べられました。藤哲国
立弘前病院統括院長は、
緩和ケア
14 床開設をうらやましい内容と
述べられ、また、ぜひこけら落と
しの手術をしたいものと話され、
笑いを誘いました。乾杯は、伊藤
院長の発声で行われ、この後、伊
藤院長から施設概要が説明されま
した。祝宴会場は、開設を祝う出
席者によって華やいだ空気に包ま
れました。

新病院の記念祝賀会が弘前市フ
ォルトーナで開かれ、市内外の医
療関係者、建築関係者、民医連・
医福連関係者、組合員や職員、職
員OBなど、204人が参加しました。
弘前市長（代理）は、二次救急
の参加病院として柱となり、地域
に密着し包括的な医療活動を行っ
ているなか、先進的な医療を加味
した新病院の開設は頼もしい限り
と祝辞を述べられました。また今
村憲市弘前医師会会長は、健生病
院はさまざまな専門医がおり、病

9/10

記念祝賀会

藤代健
0172-3

示。内覧会では 人一組になって、

こちらが小児科です

平山理事
あいさつ

健生黒石
0172-5
健康チェックに人溢れる

京都建築事務所
川下社長

記念式典の祝奏
記念講演会に 170人

12

15

組合員セ
0172-3
安田理事長
あいさつ

10

生 協
0172-3
東奥日報の紹介

モバイ
ホーム

待ちかねた見学

期待集めて内覧会に1300人
晴れやかに竣工記念祭！

健 生
0172-5
エントランスホールに行列
健生病院

康
健
2 0 1 ７年 10月 １ 日（日 ）
（5） 第 664 号

から
周年

プロフィール
24 66

中村 史子：１９５９年青森高校卒業。電波工業㈱入
社。 年ＮＨＫ青森放送局入局（編成）。 年結婚し
弘前へ。 年桜ヶ丘団地へ転居。 年から 年間、津
軽保健生協理事を務める。現在四中りんご支部事務局
長を務め、活動している。
92

主催
津軽農民組合
弘前市青山１丁目13-7
TEL 34−9398

組合員センター
（0172）35−8933
生協本部
（0172）33−7515

があったんです。桜ヶ丘団地にはまだお

中村 むかし健生病院に売店、購買生協

いうことからでしたか？

五十嵐 津軽保健生協との関わりはどう

な。その後津軽保健全体で社会福祉センターで開催

に歩きました。中央支部で 人くらい参加したか

も受けませんか」と、最勝院の下までずーっと誘い

した。地域で保健大学をやるというので、
「あなた

半分までが中央支部、四中支部はまだありませんで

土手町近くから三中の区域

人数も多すぎました。目の届く範囲の地域と組合員

ました。さて、四中支部は地域が広すぎ、組合員の

し、看護師さんも親切！」と話すと、加入してくれ

ら、洗濯物は組合員価格よ」とか「先生が優しい

ら、子どもの予防接種が安くなるよ 」
「 入院した

の を や っ て い る け ど、ど う？」
「 組合員になった

大震災の時は、うちの団地でも３階には水が揚がら

プ作り」が必要なんだとつくづく思います。東日本

住所と地図をもって歩いて、だから「つながりマッ

中村 １週間行ってきました。組合員さんの名前・

五十嵐 生協組織のつながりですね。

がれきの中を血圧計を持って歩きまわりました。

ら、ちょうど組織部の方が来て手伝ってくれました。

店がなく、
「バス出すから買い物に来て

時の休憩時間に「やらせてください！」と

本当に災害時に助け合えるのが「医療生協」です。

新しい病院が完成して、ホッと！

りました。五百円いただきます」と冗談を言った

た。病室でシャンプーを終えて私が「はい、でき上

りました。理事会で募金活動が提起され、私も３日

阪神・淡路大震災。病院職員は即、現地に救援に入

ね」
。一口でもと声を掛けました。ご主人が亡くな

は五十年経っているから「もう建て替えなければ

中村 建設債のお願いで歩くのが大変でした。病院

五十嵐 理事の 年間、新病院建設が課題でしたね。

次女が小学校１年生の時に小児ぜんそ

ら、病室の奥にいたほとんど口を開かなかった人

間ヨーカドー前で雪の中募金活動。２、３日後、神

られ体調をくずした奥さんに、新聞を配る際に必ず

歳から理事になりました。なって間もなく

くになって、新しい医療を施している健

が、
「我さもやってけぇ～」と言ったんで看護師さ

戸に支援に行かないかと事務局長に言われ、夫に相

中村 私は活動に必ず家族を巻き込むようにしまし

んの宿泊所に全国から職員の支援者が寝泊まりしま

姫路医療生協の共立病院がセンターで、看護師さ

が一生懸命やっているから」と百万円も出資してく
た。外で活動してきたことを夕食時などに話し、家

した。救援で送られてきた救急車に食べ物をいっぱ

しかったですけれど、今、立派に完成して、ちょっ

ますね。

病院は、最初の夢の設計がたびたび変更になり悲

手配りもしてくれています。

れ、それはそれは、うれしかった！ その方、今は
族の話も聴く。そうすれば、疲れたら休めとはいう

い積んで、組合員宅を訪ね歩く。神戸の長田区では

家族をかならず巻き込んで活動

ます。病棟のボランティアでした。

んもビックリ。その人とは今でもお付き合いしてい

護ステーション
ま
ち
36-8833

24
けれど、辞めろとは言われません。夫はＳＰ（模擬

案内は
４面です

とホッとしています。これから経営面ではきびしい

第一地域
援センター
31-1203

町内の人が「どちらから？」というので「青森県の

支援センター
あ
す
31-2731

患者）を務めたり、支部ニュースを担当。文章やレ

立訓練事業所
ラタウン
32-8004

弘前です」と言うと、
「へぇ～、そんなに遠くから」 面もあるでしょう。組合員も一層のがんばりが要り

前ホーム
さ い
31-1855

イアウトでよく揉めましたよ。健康まつりには子ど

ーステーション
さ い
31-1050

と涙ながらに喜んでくれてね。香川県の方と二人で
パーセンター
は し
39-7339

もたちを連れて行きました。４年前にその夫が亡く
護ステーション
ちとせ支所
53-6587

話題が溢れます
長年の豊富な活動の経験を語る

ステーション
じしろ支所
36-5581

精神障害者
福祉ホームＢ型

地域活動
支援センター

から…」と会話して…。

声をかけ、レクリエーションにも誘って喜ばれるよ

中村

阪神・淡路大震災で救援活動に一週間

言って…。

んの

なくなって、
「水どうしてる～？」と聞くと「出な

訂正 ９月号４面の「高校生の一日看護体験」の筆
者 津川智子さんは、看護介護部総看護長でした。
また、組合員バス「碇ヶ関コース」の八幡崎は
「八幡館」が正しい地名です。訂正してお詫びいた
します。

なった時には、こ
れからも活動に出
た方がいい、と娘
たちから背中を押
されました。
五十嵐 どうやっ
て組合員を増やし
て、中央支部から
四中支部、その後
の四中りんご、四
中さくら支部にし
ていったのでしょ
うか？
中村 いろんな機

模擬店

ということで分割しました。健康チェックは地域の

会 に、
「こういう

もちつき体験ができます

して、私は２回とも受けました。でも今とちがって

生産者が自分で作ったものを
持ちよって自分で販売します。

くれますか？」というので組合員に。そ

農産物即売会

い」
。我が家から容器に水をいれて届けようとした

津軽農民組合

談したらいとも簡単に「行ってもいいよ」
。
「余震で

手伝いや、ドライシャンプーの洗髪もしたりしまし

棟に入って短パンとＴシャツで患者さんの体を洗う

すると「病院に手伝いに来て」と声がかかり、病

イキングもやって資格をもらいました。

10

うになりました。元気になったその方が「中村さん

す。

10

特性からりんご畑でもしていました。りんご農家さ

中村 そうですね。当時、

ですね？

の組合員活動に目覚めたん

五十嵐 それから「健生」

かった子だったのに…。

する時にも外に出られな

た。咳がひどくて夜花火を

い、 ぜ ん そ く が 治 り ま し

生病院で治療をしてもら

74

週１回で１カ月かかりました。調理実習やベッドメ

’95 保健委員会メンバー
前 右端に中村さん 前 左端に娘さん
（お孫さんもダッコされて）

過去

未来へ

今回は、 年間理事を務め、昨年退いた四中
りんご支部の中村史子さんです。病院の生け花
も 年 ほ ど 続 け て 来 ま し た。
「頭のなかにはい
つも津軽保健生協」という中村さんの話には、
これからの組合員活動につなげていきたいこと
がいっぱい詰まっていました。インタビューと
まとめ役は、下町支部の五十嵐吉美理事（昨年
選出）です。

弘前市桜大通り・市民中央広場
駐車場あり
雨天決行

会場

バザー
花
もちつき実演販売
10時・11時・12時

野菜
〈新鮮地元野菜〉
漬物用野菜もあります
りんご
〈贈答用・自家用〉
会場から全国に発送
お米
〈新米〉〈もち米〉
海産物
手づくりのマスのとば・
紅鮭・シジミ・甘酒

９〜 15 時

11 月 19 日（日）

63

のあと弘前市民生協ができても、何の知

識もないままの組合員でした。私が

歳、１９７９（昭和 ）年のころです。

39

「第１回の健康まつり」に参加していま

54

健生ヘルパー
センター

健生ヘルパー
ステーション

健生訪問看護
ステーション

53

弘
前
第 一 地 域

何かあったら…」
。
「死ぬときはどこででも死ぬんだ

センター 虹
支援事業所
84-2787

健生訪問看護
ステーション

健生訪問看護
ステーション

健生介護
センター

24

護センター
虹
35-7611

訪問看護
ステーション

家族も一緒に、津軽保健の良さを広めて
訪問看護
ステーション

とき

リレー・インタビュー ❼

62−3101
津 軽 医 院 （0172）
通所リハビリすこやか
（0172）
38−3295
居宅介護支援事業
ふじしろ （0172）
36−5581
20
39−7339
かけはし （0172）
健生弘前ホームあじさい （0172）
31−1855
（0172）
33−2021
（0172）
44−1301
（0172）
92−2220
（017２）
3１−１０５０
（0172）
3１−１２０３
健生クリニック
健生平賀診療所
たまち石川支所
あじさい
包括支援センター
（0172）
36−5181
（0172）
53−3015
（0172）
36−8833
（0172）
53−6587
（0172）
32−8004
藤代健生病院
健生黒石診療所
たまち
ちとせ
ガーベラタウン
（0172）
32−1171
（0173）
35−2542
（0172）
35−7611
（0172）
62−8811
（0172）
31−2731
健 生 病 院
健生五所川原診療所
虹
なみおか
ぴあす

第 664 号 （6）
201７ 年10月１日（日）

康
健

モバイル版
ホームページ

クイズのトウモロコシ

冷夏でしたネ
大福

明広

今年の夏は冷夏？ スイカもいつもの

鰺ヶ沢町
夏より食べていなかったし、海にも数回

千秋

秋の味覚、トウモロコシ。青く高く美

一戸

しい秋の空とトウモロコシの美味しさ

病院の理念を知る
弘前市

滝本

和子

手配りの方に感謝です。病院の理念に
共感です。

「医心伝心」を読んで

初のパズル応募
黒石市

佐藤美奈子

初めて応募しますが、楽しいですね♪

睦実

５歳児が隣で応援してくれました！

夏の思い出
松尾

夏の高校生１日看護体験が興味を感じ

青森市

た記事でした。自分も弘前の大学に行っ

順史

家庭医の役割について、重要性がよく

阿部

伝わってきました。家庭医は総合的に診

ていたので…。今では４歳の娘の母とな

ようと思っています。

楽しみな新病院
五所川原市

新病院が楽しみです。

弘前市

尾崎

キョウイクところがある！

りに行きますか

開院に一言
田舎館村

修一

文夫

ちも新たに一層の地域医療への貢献を期

開院ですね。お祝い申し上げます。気持

いよいよ待望の新病院・クリニックの

佐藤

ウヨウ」うまいですね！ 頑張って草取

斎藤 紀様の「キョウイク」と「キョ

富雄

が、お蔭様で元気です。今度行くときは

健生病院に通院して十年以上になる

工藤

月号の「芋ようかん」チャレンジしてみ

す。今からワクワク、ドキドキです。今

ています。内覧会も友人と一緒に行きま

毎月「健康」新聞来るのを楽しみにし

弘前市

内覧会、行きます！

「健康」新聞の手配りさんを始めまし

絵美

ももの母

りました。また弘前がなつかしいと思い

4

てる目と周囲との連携が要求されている

いと思います。
4

知恵」で頑張っています。

新しい病院に
深浦町

スがあっていいですね。

簡単で素朴で…
弘前市

いつも見てます
高子

待するとともに、益々の発展をお祈り致

弘前市

「 楽 し い お 料 理 」 コ ー ナ ー、 い つ も 見

青森市

砂田

同封の組合員バス時刻表

します。
う。作ってみたいです。

健康的なメニューを

貴彦

て ま す。 芋 よ う か ん、 簡 単 で お い し そ

安田

たです。作り立てはやっぱりおいしい！

よ。簡単で素朴で、しみじみおいしかっ

いました！ さっそくつくってみました

芋ようかんのレシピ、ありがとうござ

竹森

（ 市 内 か ら ） 遠 い と 思 っ た け ど、 送 迎 バ

よかったですね。弘前運動公園の近くで

健生病院・クリニックが新しくなって

西巻恵美子

様 で 太 も も に 筋 肉 が 付 き、
「転ばぬ先の

す。散歩しないと落ち着きません。お蔭

この春から毎日５㎞散歩しておリま

弘前市

転ばぬ先の知恵

4

重要なポジションです。それに応えるた

鎌田

覚蓮坊
もお世話になりました。病院の移転を楽
しみにしています。

キッズパークの体験
高木悠太郎

ビックリ。曜日ごとですが、津軽地方を

新聞に同封の組合員バス時刻表を見て
秋ですね。おいしい秋の実りが楽しみ

誠
黒石診療所のキッズパークに参加。い

阿部
ろんな体験をさせてもらい、夏休みの良

黒石市

配布され、我が家の近くでも乗れること

黒石市

佐藤ミツヨ

た。同じ町会でも、歩いたことが無い小

館山

健生

路でお花がキレイに咲いていた

弘前市

院所案
５−４

ました。

盛

地域生活支
ぴ
あ
0172-3

めにも、広い知見を吸収し続けて頂きた

られました。

弘前市

患者さんの立場に立つ

花一輪
鰺ヶ沢町

実感します。

母の終活
平川市

明るくなり、季節の移り変わりを

います。その花を見るたびに心が

玄関にはいつも庭の花を飾って

ピンクのオダマキ

タビューの記事良かったです～。

６面の、大塚由紀子さんのイン

孝人

一先生の医療に対する精神が感じ

さん篇）の記事を読んで、津川武

「過去から未来へ」
（大塚由紀子

弘前市

創立者の精神感じて

い発見で元気モリモリ！

弘前市

宿泊型自立
ガーベラ
0172-3

り、大家族のお宅だったり、新し

町の新発見ある手配り

しか行っておりませんでした。

ろ、母の畑から採れたてのトウモロコシ

衆弓

をゆでてもらって食べた時の幸福感を思
い出します。

工藤

「嶽きみ」が好き！
弘前市

そういえば「嶽きみ」のおいし

海老名麻子

読者サロン

い季節になりました。

楽しみ！
藤崎町
「読者サロン」を読むのが楽し
み で す。 ま た、
「楽しいお料理」
の牛乳パックで芋羊羹は、さつま

洋子

いも大好きなので、作ってみたい
と思いました。

成田

オープンですね！
弘前市
いよいよですね、オープン。わ
くわくしてます。私としては通院
距離が近くなったことが助かりま
す。これからもお世話になります。

岩崎笑美子

移転の記事、参考に
弘前市
今回は、病院移転に伴う記事が
多く、参考になりました。また毎
回「楽しいお料理」は切り取って参考に
さ せ て い た だ い て お り ま す。
「読者サロ
ン」も毎回楽しみのひとつです。

トカトントン

組合員バス、利用できるね
弘前市

健生弘前
あ じ
0172-3

が分かりました。今は運転して行ってい

今回、新しい病院へのバスの時刻表が

明美

は、ぴったりの組み合わせ。子どものこ

弘前市

健生ヘルパ
か け
0172-3

完全にカバーしているコースで、さすが

応 募 方 法

▼とき方＝カギに従ってマス目をうめ
て下さい。二重の枠の中に入った文
字をうまくつなげるとひとつの言葉
になります。
▼ハガキやメールでパズルの答えと、
「興味を感じた記事」や、日頃の想
い、身のまわりのことをご記入下さ
い。おたよりは一部紙面に掲載させ
ていただく場合があります。
（紙上ペンネーム可）
▼締切日 月 日必着。正解者の中か
ら 人に図書カードをお送りします。
▼送り先 〒０３６ ８０５４
弘前市田町５丁目２の２
津軽保健生協・健康パズル係
Ｅメール
kenkou @ r66.7-d j.com

《タテのカギ》

２テレビを略さずに言う
と、テレ
ですね
３人の感覚をまとめて。
他に第六感もあり？
４お腹にアンコが詰まっ
た
〝魚〟
といえば
５うまいお酒をこう呼ぶ
ことも

第 号（ ／１付）パズルの
正解「トウモロコシ」

《ヨコのカギ》

１
〝松茸の
蒸し〟
はお
いしいらしい
４
〝能ある
は爪を隠
す〟
んだとか
５健生
がとうとう新
築移転！
６通 手段。 頼関係
７赤い羽根共同

正解者多数のため、抽選で
次の 名の方に図書カードを
差し上げます。 （敬称略）
（弘 前 市） 阿部 順史
尾崎 富雄
齋藤 祐子
和嶋 潤子
松尾 睦実
庄司 惠雄
渋谷久美子
海老名麻子
田中きよ子
藤田恵理子

《ヒント》
ウサギ ウサギ…

健生訪問看護
たまち・ち
0172-5

母の終活ではいろいろと病院の方々に

読者サロン

です。健康的なメニュー紹介を心待ちに

−

健生介護セ
住宅介護支
0172-8

い思い出になりました。将来は薬剤師に
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健生病院だと思いました。
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健生訪問看護
た
ま
0172-3
なって、健生病院で働きたいです。
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訪問看護ス
たまち・ふじ
0172-3
〈投稿のお誘い〉身のまわりのこと、健康のこと、何でも「おたより」歓迎します。

http://www.kensei-hp.jp
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健生クリニック開設から15年

健生クリニックの

ガンバッ
テ
ま～す

が経過した今、外来診療も高度
になり、潰瘍性大腸炎やC型肝
炎は外来治療が可能となりまし
た。 現 在 で は 泌 尿 器 科 も 開 設

たち
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内科外来

し、入院中の患者さんの診察も
可能となりました。採血は日々
100件以上と多く、看護師は患
者さんと向き合う時間が少なく
なったように思います。看護や

外来治療の幅

ひろがる

診療事務には、医師のオーダー
がきちんと行われているかの確
認作業もあり、これらが全て待

内科外来は、現在1日250人から300人の方

ち時間の長さに繋がっている点

が受診されます。場合によっては座る場所もな

については課題になっています。

く、椅子を増やすと車椅子が通れないこともあ
り、ご迷惑をおかけしております。

泌尿器科のご案内

第33回

「健生クリニック健康手帳」を利用

青森県生協大会

安心してくらせる地域づくりを協同の力で
～平和・いのち・健康・くらしをみんなで守ろう！～

会

時

11月２日（木）

ます。慢性疾患とは糖尿病、高血圧症、脂質異常

流したり、健診の勧めを行っていきます。さらに

症、心臓病など生活習慣病とも呼ばれております

禁煙外来も検討しておりますので、患者さんには

が、中断しがちになり、加齢とともに重症化する

慢性疾患と上手に付き合いながら、健康に気づか

ケースも生じております。青森県民は、健康診断

い生き生き暮らしてほしいと願っております。

やがん検診を受けていない方が多く、がんにかか

健生クリニックでは、指導医の指導のもと、研

る率が高いという結果が報道されています。当ク

修医の外来診療研修を実施しております。暖かく

リニックに通院している方でも、健康診断を受け

見守っていただきたいと願っております。

ていない方も多くいらっしゃるため、クリニック

今後ともよろしくお願いいたします。

レンジで簡単

など

10時30分～14時30分

料（エコバッグを持参してください）

《主催》青森県生活協同組合連合会 ℡ 017-766-1521

《ともにバスの準備あり》組織部 0172-35-8933

第19回

青森県高齢者大会

まちから村からの連帯で一人ぼっちの高齢者をなくそう
～憲法が輝く平和な未来と青森県を～
記念講演

「あなたの老後は大丈夫ですか？
～一億老後総崩壊～」


 講師：藤田孝典氏（NPO ほうじんほっとプラス代表理事）
学習講座

「“我が事・丸ごと地域共生社会”

構想と私たちのくらし」


講師：大竹進氏（青森県社会保障推進協議会会長）

分科会１「今風井戸端会議」 分科会２「葬儀、お墓について」
日
会

時

11月４日（土）

10時30分～15時20分

場 リンクステーションホール青森（青森市民会館）

参加費 500円＊昼食のお弁当をご希望の方は事前にご注文下さい（500円）

《主催》青森県高齢期運動連絡会

（内科・外来看護長・葛西賢子）

楽しい お料理

場 リンクステーションホール青森（青森市民会館）

参加費 無

う、健康管理を共にしていきたいと思っておりま
す。また待ち時間に健康管理の情報をモニターで

成田正義氏（上北農産加工／上北農産商事社長）

日

患の悪化を防ぎ、がんや他の病気にかからないよ

外来には多くの慢性疾患の方が通院されており

パプリカといんげんのチキンロール

記念講演

「元気な地域づくりをめざして…」
●60周年記念ＤＶＤ上映・お楽しみ抽選会

場面で医師・看護師・診療事務と共有し、慢性疾

では「健生クリニック健康手帳」を使い、外来の

年記念

創立60周

少量の採血からいろいろな体の状態がわかります

℡ 017-762-5888

＜材料＞２人分
鶏胸肉(大) １枚(350ｇ) 黄パプリカ(小) １個
さやいんげん５本 塩・こしょう 少々
飾り野菜 ベビーリーフなど
A（粒マスタードマヨソース：マヨネーズ 大さじ２
粒マスタード 大さじ１ 砂糖 小さじ１/２
レモン汁 １/２個分）
＜作り方＞
❶鶏胸肉は皮を除き、厚さが均等になるように開く。
パプリカは縦半分に切って、へた、種を取り、縦に細
切りにする。いんげんはへたをとる。
❷鶏肉をまな板に縦長に置き、塩こしょうを少々ふる。
真ん中より少し手前にパプリカ１/２、いんげん、残
りのパプリカをのせて手前からきつく巻く。ラップで
包み、両端をねじる。
❸耐熱皿にのせて電子レンジ（600Ｗ）で５分ほど加熱
し食べやすい大きさに切って、混ぜたAをかける。

１人分当たり エネルギー４８１kcal 塩分０．８g

☆献立紹介…
藤代健生病院

栄 養 科

きのこのおかずスープ
＜材料＞４人分
しいたけ２個 まいたけ １袋（100ｇ）
えのきだけ１袋（100ｇ） 豚肉 50ｇ
じゃがいも１個 絹ごし豆腐150ｇ 塩こしょう少々
B（水800mg ペースト状中華スープの素 小さじ１
酒 大さじ２ しょうゆ 大さじ２
オイスターソース 大さじ１ ごま油 大さじ１/２）
＜作り方＞
❶しいたけ、まいたけはせん切りにする。えのきだけ
は根元を切り落とし、２等分に切る。
❷じゃがいもはきのこの長さに合わせてせん切りにす
る。豆腐もきのこの長さに合わせて棒状に切る。豚肉
は１cm幅に切る。
❸鍋にBを全て入れ火にかけ、煮立ったら豚肉をほぐ
しながら加える。あくが出たら除く。
❹他の具材を全て加えて煮る。塩こしょうで味を調え
る。
☆食べる時に、酢やラー油、七味唐辛子、花椒などを
お好みで少し加えると味の変化を楽しめます。☆

１人分当たり エネルギー１１６kcal 塩分２.３g

