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蚊の季節です。

デング熱は、デンヴウイルスに感染することによって発症します。潜伏

期間は2～14日。ウイルスに感染してもデング熱を発症頂礼1人もいま

すが、発症した楊合には、38度以上の高熱や頭痛、筋肉痛、関節痛

などの症状が現れます。また、体に赤い小さな発疹が出ることもありま

す。発熱や痛みなど個々の症状を抑える適切な対症療法を受ければ、

ほとんどの場合、1週間程度で回復します。しかし、重症化すると命にか

かわることがあります。

シカ熱は、中南米を中心に、シカウイルスに感染することにより発症し

ます。潜伏期間は2日から12日で、感染しても症状が現れる人はおよ

そ2割にととまり、ほとんどの場合は軽症で済みます。しかし、シカウイル

スに感染すると、稀にギラン・バレー症候群となったり、妊婦が感染すると

生まれてくる子どもが障害を持ったりする可能性があることがおります。

デング熱は、人が蚊に刺されると、その蚊にウイルスが移り、その蚊がほか

の非感染者の血を吸う際に吸われた人の体内にウイルスが移ることによ

って感染が広がっていきます。人から人へ直接感染することはありませ

ん。シカ熱は性行為での感染例がみられました。

どちらも対策は、　蚊に刺されないことです。

中部地域包括センター長　淵野純子
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福祉事からの眺め　第　29　回　　　　山川　暁 

福祉事の緯運さんは、その多くが永山や諏訪の地域で暮らしている人たちです。また、厨房でボランティアとして奉 

仕に当たっている方々のほとんども永山、諏訪に住んでいます。 

常連さんは歩いて福祉車にやって来ます。中には自転車で来る人もいます。三輪自転車の葡台に愛妻を載せてや 

って来るのがミヤノさんです。また、95歳のシンちゃんのように、手押しウルマを押して来てくれるお客さんもいます。この 

ことは福祉事が地域の人たちのために存在していることをよく現していると言えます。 

そうした緯遵さんの中で、遠くから電車とパスを乗り継いでやって来るお客さんがいます。高齢者のお客さんが多い申 

で、福祉事にとっては飛び切り寄手のお客さんです。 

福祉章を取り仕切っているテラダさんがあるとき、おかしそうに話してくれました。「電話をかけて来て、お弁当を届けて 

くださいというのです。どちらまでですか？と聞くと、何と京王線の片倉までと言うのです」サービス諾神の旺盛痛手うずき 

んであっても、片倉までお弁当を届けることはできません。 

実はその電話の主こそが、電車とバスを乗り継いで、福祉事に足を運んでくれている常連客のカズキくんなのです。 

なぜカズキ君は遠くから福祉事にわざわざ足を運んで来るのでしょうか。それは福祉事でおいしい定食を食べることに 

加えて、趣味にしている囲碁を楽しめるからです。そして、大事なことは福祉串のお客さんの中に、カズキくんの囲碁の 

相手を喜んでしてくれるハヤシダさんやナイトウさんがいるということです。カズキくんにとって、文字通り福祉事はハヤシ 

ダさんやナイトウさんとの出会いの犠所になっているのです。 

カズキ君は福祉事に入って来ると、お客さんやスタッフに元気に、大きな声をかけてくれます。ただ声をかけるのではな 

く、その人をはめて（？！）くれるのです。「テラダさん！そのエプロンよく似合っていますよ！」といった具合に。素直な性 
二格をそのまま声に出すことができるのがカズキくんなのです。 

＿同じ地域に暮らしていても、挨拶ができない人が多いと言われています。笑顔で挨拶を交わすことで気分よく一日を 

噂こすことができます。親しみを込めて挨拶のことばをかけてくれる常連客のカ大手くんは福祝事にとっては貴重な存在 

崎のです。普段はどちらかと言えば口の重いのが私ですが、カズキくんから声をかけることの大切さを教えられている次 
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こんlおは。かんじ織灸院の柳原幹治です。 今月は「脊柱管狭窄癌」についてお話します。 腰が痛いとか足が痛いと言っていらっしゃる患者さんi の中で多いめが「腰部脊柱管狭窄症」。皆さんも聞 いたことがあるのではないでしょうか。 ⑤「腰龍脊柱管狭窄症」というのはどんな病気 背骨は椎骨という羽が積み重なってできています。そ‾ の背骨の中にある空洞のことを「脊柱管」といいま一 す。その軸こぼ神経や血管が通っています。脊柱管 の周りにある靭帯や骨の変性が原因になって神経 や血管を圧迫するため、痛みやしびれが出るので す。 ⑤原因は 先天的に狭いという人もいますが、多くは加齢に伴う 変性、いわゆる老化現象です。腰に負担がかかるス ポーツや動作を長期間続けていた人や前かがみや 座りっぱなしなど、同じ姿勢で長時間過ごしていた 人などがなりやすいです。 ⑤症状は 腰痛や足の痛み、しびれなど。また、普段はそんな、 に症状も強くはないが、歩き出してしばらくすると、足 腰の痛みやしびれが強く出て歩けなくなる人もいま竃 す。ただ、そんな方も梅子に座って前かがみになって 休むと、痛みやしびれが軽くなりまた歩けるようになり ます。これは「間欠披行」という代表的な症状です。 ⑤治療 治療には大きく分けて「保存療法」と「手術療法」の 二つがあります。「保存療法」というのは薬、けん引、 低周波などの電気治療や運動による筋力アップや 神経ブロックになります。もちろん鍼治療も保存療法 の一つでとても効果的です。鍼治療は患部の血行 を良くして痛みやしびれを軽減し、日常生活の質を 向上させていきます。ただし、歩行障害や麻痺、膀 脱直腸障害など日常生活に支障をきたす重度なも のは「手術療法」の対象になります。その場合は整 形外科の先生にご相談ください。 �〇〇〇〇〇〇〇　〇〇〇〇〇〇0　000－l””“一〇　　　　　　　　〇〇〇〇〇〇i“”〃ii－　00000－ �����◆1 歳 � 
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永山裾社章　20け年　7日∴持しシター毎週月～土曜日ミディの日

日 �月　l　火 ��水 �木 �金 �土 

喜　　　　　　冨　　　　　　重 ���� � �1 

「∴‾盲 　菖 � �義顔さんの pcも回り縄簾 江0鴫30分一 

2　i　　3　　吾　　4 ���5 �6 �7 �8 

棚　轄望　闇藩～ ���いきいき裏葉 意義10鴨30分一 �油義・機構 14鴫－ �手暮クラブ 10鷺－ �絡滴網繊 

創機関幡韓国義．網鱗　8番・縛糠 �����8番・精義 �14持し 
14鴫30分一i14鴫－ ��14時－ ��14鴫～ 

由接繍塵 ����介意轟鯖鴨場 
9 �10　！　11　　昌　　12 ���13 �14 �15 

傭葉　！ �若人後　置簾鷺義 雄基・持繊13鴫30分－ ��‘蘭書・抽練 14鴫～ �田暮・精練 �8番・糟糠 �サンド偶築繍 
意義大食i ����－14M－ �14鴫－ �16照一 i i i 

o鴫30分 �14照一　　　細筆．糟糠 ���韓まえ �山川さんの 
ペン細事　　14鴨－　　　いさいさ義絶 ���10鴫30分－ �複繊日15篇一 

15真一 �出連精度 �義手サロン �近事さん �介意青晴体操 

介重電艦体種 �雪17照一 �13晴30分一 �複雑田　　　富 �14鴫一 

14鷺30分封 　　冨∴∴∴∴言 �� �15照一、 � 

16　！　　　　　　　　　18 ���19　　　冨 �20 �21 �22 

傭義　　　　視日　　置裏鷺讐 ���若人蓋 �8番・持雛 �車重クラブ �日課寧 「申et 
葉の日 韓馬 ��躍総‾ 轄 �8番・糟糠 14鴫－ �14持－！ i 冒∴喜 ！∴∴∴∴冒 iき �10持－ 8番・持鱗 14鴫一 介叢珊繊 l舶書－ 

却　　冒　　24　！　25 ���，　　26 �27　　邑 �28 �29 ！ ●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　● ����簾まえ∴∴∴∴！ 10鴫30分一雪 �● �l 
昌 カラオケの田 �14購一　　　一13鴫30分一 ��14真一 ��14鴫－ 

13鴫30分－ �ベン冒手　　回暮．糟糠 ��　i 璃∴さ �8番・糟糠 �介細事購傭縄 � 
15鴫一 ��i14照一 ��14鴫・一 �14照一 �！ 

匪篇事前僻地出張指圧 ����精義・一意 �包縮卓二細長 
昌14鴫30分一室17鴫一 ���15鴫30分－ �15購－ � 

30 �31　i ���　曾 　富 i∴∴∴‾i �墨 ！ 

傭葉 山田地霊築 �謀馨糠星 介表書晴傭継室 ����重 

永山福祉車利用可能時間10－18時（但し、調理業務は17時でオーダーストップ）
ルンゲーの予定は多少変更があることがあります。ご了承下さい。

毎日の定食は日替わりのメニューで温かいご飯とおかずに味噌汁がついています。お召し上がり下さい。

永山福祉亭永山名店街内　　丁軋042－374－3201
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