新型コロナウイルス感染拡大を防ぐための「緊急事態宣
言」が解除されました。
長期にわたり、当法人の新型コロナウイルス感染予防対
策にご協力いただきありがとうございました。
しかし、再度の流行も懸念されており、今後も感染予防
のための施策については継続してまいりますので、引き続
きのご協力をお願いいたします。
①飛沫感染防止のためのビニールクロス設置
②来院、来所時の手指の消毒と検温と血圧測定
③感染リスク軽減のため、院内の滞在時間短縮
④医
師、医療スタッフ、介護スタッフを確保し、業務継続
を図るための業務時間変更等を行うこと
野村医院の診療時間短縮、ハウスのむらではデイサービ
スの内容変更や利用自粛等を行いました。患者、利用者、
家族のみなさまには大変ご不便をおかけしました。

命を守る国であれ！

みさき漁

06-4869-3008

今後、再度の緊急事態宣言等に際しては今回と同じ対応

土・日及び祝日は９：00～17：00

電話

をすることがございます。その際にはご協力をお願いいた

新型コロナウイルス感染症一般相談ダイヤル

06-4869-3015

します。

◇高齢者
◇糖尿病・心不全・呼吸器疾患がある、
人工透析を受けている
◇免疫抑制剤や抗がん剤を使用

当院では発熱や風邪症状のある方は、

重症化するリスクが高い人

予約診療となっております

下記、
「相談センター」に電話で相談し、指示を受けてください。

左記症状にひとつでも該当する方は、

当院は、感染症指定医療機関等ではないため、新型コロナウイ
ルスのPCR検査を実施できません。

院内に入らずに、電話で発熱外来の予約

新型コロナウイルス対策に関するお願い

をいれてください。
◦熱
のある方（数日前に熱があった方含
む）
◦熱
がなくても風邪症状がひとつでもあ
る方（咳・鼻水・頭痛・喉の痛み・倦
怠感・下痢・嘔吐等）
◦呼
吸器症状等がある方（息苦しい・動
いたら息が切れる等）

帰国者・接触者相談センター

電話

平日は９：00～19：00

◦味覚・嗅覚障害がある方
※予
約がうまる場合もございますので
ご了承ください。
発熱外来は平日（月～土）
時～ 時

13
日曜・祝日は対応しておりません。
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野村医院
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３つの願い
平和を守りましょう
１ 医療と福祉を充実させましょう 2 公害をなくしましょう ３ 核兵器をなくし、

地 域 に 根ざし人々の「 生きる 」を支 えるために…

2020

６月

新型コロナウイルス感染予防のため、
引き続きのご協力をお願いいたします

◇息苦しさや強いだるさ、高熱などの強い症状がある
◇発熱やせきなど比較的軽いかぜの症状が続く
※症状が４日以上続く場合は「必ず相談」をして下さい

次のような症状は
「すぐに相談」
を

発熱やせきなど比較的軽いかぜの症状がある場合は、
同センターに電話で相談し、指示を受けてください。

2020年６月１日現在

ＰＣＲ検査
一日二万件目
標に対し、未
だ一万件にも
届かず。病床
も五万床確保
とするも一万
六千床の到達
（五月中旬）。
二枚のマスクが全国民に
届くのはいつ？新型コロ
ナのＰＣＲ検査はなぜ増
えない？♥検査センター
や感染者受入れ病院など
医療支援への予算が余り
にも少ない。行革の名の
もと保健所の大幅な人員
・予算削減、尼崎市は六
か所の保健所が二か所に
集約された。
コロナ禍、
過
剰な労働が強いられてい
る。
また、
医療費削減政策
で急性期ベッド削減、国
公立病院統廃合が進ん
だ。
今、
恐怖と緊張のなか
医師・看護師・医療従事者
は、命をかけ献身的に働
き最前線で医療現場を支
えている♥大震災・風水
害でもいつも問われる医
療・介護政策の貧困さが
また炙り出されている。
これまでの緊急事態宣言
等の総理会見を聞いて、
原稿の棒読みで心に響か
ず、本気度が伝わってこ
ない。
さらに
「目安であり
基準ではない。誤解して
い る 」と 厚 労 相、「 あ ち こ
ちで気の緩みがみられ、
心配している」と経再担
当相、国民に責任転嫁す
るような発言に聞こえて
ならないが…♥手洗いや
消毒にマスク、三密に始
まり、ステイホーム、軽
傷療養時の緊急リストや
新しい生活様式等、次々
と発出。緊急事態宣言解
除後も自粛 ・ 緊張は続
く。ならば新しい経済・
新しい政治にしてもらい
たいもの。命を守ること
を優先する国のあり方が
試されている。（ＧＫ）



②こまめな水分補給
空気が乾燥すると、喉の粘
膜が荒れ、ウイルスを排出す

③おすすめの成分、
食材を食卓に
「免疫力を高めるビタミン

酵食品を取り入れましょう。
みそ、納豆、キムチ、ヨーグ
ルトなどがおすすめです。
食生活の中でも感染を防ぐ

る働きが低下します。こまめ Ｃ」…抵抗力を上げる代表格 ために、工夫して過ごしてい

か？スナック菓子などを食べ

るにはビタミンＡが重要

る粘膜のバリアを強化す

「調理の途中でも手を洗う」

材」…免疫の六割を担う

「腸内環境を整える食

食べもの通信社発行

に水分を補給しましょう。紅 はビタミンＣです。カラーピ きましょう。
茶 や 緑 茶 な ど が お す す め で ーマン、ゴーヤなどもビタミ
ンＣが豊富です。

ながらスマホを操作したり、

です。人参や小松菜など

す。
「粘膜強化にビタミン

本を読んだりしていません

の緑黄色野菜を多く取り

Ａ」…ウイルスが侵入す

新型コロナウイルスの流行 か？パンを食べるときも手を

…冷蔵庫の開閉のときなど、

腸内環境を良くするた

入れましょう。

調理中でもこまめに手を洗い

を防ぐため食生活でできるこ きれいに洗いましょう。
とを考えてみましょう。
①ウイルスを入れない

め、善玉乳酸菌を含む発

参考文献

食べもの通信二〇二〇年五月号

コロナ禍に想う

対コロナ 最前線の みなさんに

熱いエールと 感謝を捧げん


オンライン原水爆禁止世界大会 ＮＹ

コロナ禍に ものともせずに 大会を

求甫―

オンラインにて 世界に発信

―西澤

健康情報



（兵庫県保険医協会）

―テレホンサービス―

月曜日 子ど
 もの発達障害

火曜日 大丈夫ですか？あなたの唾液
水曜日 変型
 性膝関節症

木曜日 多く
 の緑内障は隠れ緑内障
金土日 強迫性障害とは

９７９

４５１

※４～６日は金土日のテーマを放送します。

ＴＥＬ フリーダイヤル ０１２０

豚ヒレ肉のパプリカ炒め


新型コロナウイルスの影響により、教室関係は当面の間休止させて
いただいております。ご迷惑をおかけしますが、ご理解・ご協力をお
願いいたします。

お知らせ

〈作り方〉
①豚 肉は７㎜角の細切りにして、

裕美
管理栄養士 笠井

ながら食べをしていません ましょう。

以前「のむらだより」
で紹介した女子高生ヘア
ドネーション同好会よ
り、髪の寄付へのお礼状
が届きました。皆さんも
ぜひ、がんと闘う子ども
たちに髪（三一センチ以
上）の寄付へのご協力を
お願いいたします。

「クイズで考える日本の医療」への
ご協力ありがとうございました

当選された方は景品を楽し

皆さんにご協力いただいた りお知らせがありました。
「クイズで考える日本の医

療」の結果、当院で集まった みにお待ちください。ご協力
二三〇の中から五本の当選が ありがとうございました。
出たと、兵庫県保険医協会よ

－

6 月のテーマ

感染を防ぐ食生活

ヘアドネーション
のお礼状が
届きました

酒、片栗粉をまぶす。
②パプリカはへたと種を取り、細切
りにする。
③フライパンにごま油を中火で熱し
て①を炒め、色が変わってきたら
②を加えて炒め合わせ、Ａで味を
整え、最後に酢を加えて手早く炒
め合わせる。

ひとり242㎉

■材料（２人分）
・豚ヒレ肉������� 200ｇ
・酒���������大さじ１
・片栗粉�������小さじ１
・パプリカ（赤）������1/2個
・パプリカ（黄）������1/2個
・ごま油�������大さじ１
・酢�����������少々
しょうゆ�����大さじ１
みりん������大さじ１
Ａ
酒��������大さじ１
黒こしょう������少々

－

作ってみよう栄養教室での一品

in

－237－

栄養ニュース

（２）
２０２０年（令和二年）６月１日

り
よ
だ
ら
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