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大分県厚生農業協同組合連合会は
持続可能な開発目標（SDGs）に取り組んでいます。

県内どこへでも伺います（巡回検診について）
施設の利用についてお答えします
　感染対策にご協力ください

健康のワンポイント 食中毒に気を付けよう
生活習慣病が気になる人への今月の一品
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大分県厚生連鶴見病院　小児科　　安　部　義　一
あ べ よし いち

　2021年４月から鶴見病院に赴任しました、安
　あ　

部
　べ　

義
よし

一
いち

と申します。この度、６年ぶりに鶴見病院へ勤

務することになりました。

　鶴見病院小児科は院長を含む小児科専門医３名体

制で診療にあたっています。私は一般診療の他に、

食物アレルギー、気管支喘息などのアレルギー疾患

の患者さんも担当しています。アレルギー診療修行

中の身ではありますが、少しでも皆様のお役に立て

ればと思います。

食物アレルギーについて

　食物アレルギーの有症率は乳児が約５～10%、

園児が約５％、学童が約４.６%と報告されていま

す。原因食物として頻度の高いものは、鶏卵、牛乳、

小麦ですが（図1）、年代毎に原因となる食物の頻度は

異なります。幼児期は魚卵、ピーナッツ、学童期に

なると甲殻類、果物、魚類などが新たな原因となり

得ます。食物アレルギーは近年増加傾向にあり、実

際に困っている方も多いかと思います。「アレル

ギーがあるかどうかを知りたいので、検査をしてく

ださい」と患者さんやご家族からからよく相談され

ます。

　食物アレルギーのスクリーニング検査として行わ

れているのが、原因と思われる食物に対するIgE抗

体（=抗原特異的IgE）ですが、これらの検査で陽

性（＝感作されている）であることと、アレルギー

症状が出現することは必ずしも一致しません。

　ですから、先ほどのような質問に対しては「無症状

である食物に対しての血液検査は解釈が難しいので、

お勧めできません」とお答えしています。

　血液検査では陰性なのに食べると症状が出る。逆に、

血液検査では陽性なのに、食べても症状は出ないとい

うケースに度々遭遇します。例えば、乳児で見られる消

化管アレルギーはIgEを介した反応ではないため、血

液検査でも陰性となるのが一般的です。このような例も

あるため、実際に食べてみて症状が出るかどうかを確

認することが最も確実な診断方法で、その方法が食物

経口負荷試験（Oral　Food Challenge, OFC）です。

　当院では、より安全な状況で食物経口負荷試験が

行えるよう、日帰り入院で行っています。（保険診

察上は年２回まで行うことができますので、外来な

どでご相談ください）これらの検査結果を踏まえて、

可能な範囲内で少量ずつでも食べてもらうような指

導を行うようにしています。

気管支喘息について

　気管支喘息は、食物アレルギーと並んで、小児で

よく遭遇する病気です。喘息の有症率は 全年齢で

約７.５％とされていますが、そのうち小児（15歳

まで）では約９.０～13.６％と高い割合を占めてい

ます。ですが、診断は必ずしも容易ではありません。

小さなお子さんほど、気道（空気の通り道）が細い

ために、かぜでもぜーぜー、ひゅーひゅーしやすい

傾向にあるため、喘息発作によるものか、あるいは

かぜや他の病気が原因によるものか、判断は難しい

のです。

　気管支喘息の患者さんでは慢性の気道炎症が起

こっている状態で、気道が正常と比べると、狭く

なっています。例えば、朝晩の冷え込みが強い時、

運動時、呼吸器感染症にかかっている時、花火やタ

バコ、蚊取り線香などの煙を吸った時など、気道粘

膜への刺激が加わることで、さらに気道が狭くなる

ことで、狭窄音（ぜーぜー、ひゅーひゅー）が出現

します。（図2）

　軽症時は、発作時に気管支を広げる薬（吸入や

テープ剤など）で対応可能ですが、喘息発作が月に

２回以上起こっている場合は、喘息発作の予防薬

（長期管理薬）を開始することが望ましいでしょう。

現在は多くの治療薬が登場し、これらの治療薬を組

み合わることで、発作のコントロールは随分と良く

なり、患者さんの生活の質は大幅に向上しています。

　一方、少数ではありますが、大きな発作をおこし

て亡くなる方もいらっしゃいます。このお話をする

と「喘息で亡くなるのですか？」と質問をされるこ

とがあります。比較的ありふれた病気ではあります

が、亡くなる方がいるのもまた事実です。ですが、

しっかりと治療すれば寛解（＝病気の症状が落ち着

いている状態）を維持することが可能です。当院で

は呼気NO試験（息を一定の強さとスピードで測定

器に吹きかけて行う検査で、痛みを伴う検査ではあ

りません）なども併用し、気道炎症の程度をモニタ

リングしながら、治療を行っています。

　また、一部の患者さんではハウスダストやペット

等が症状増悪の原因になることもあるので、必要に

応じてアレルギー検査なども組み合わせています。

新型コロナウイルス感染症
(COVID-19)について

　現在、多くの方々の関心事である新型コロナウイ

ルス感染症（COVID-19）ですが、2021年３月上

旬頃から、日本国内では新規感染者数が急激に増加

し、それに伴い小児の感染者数も増加しています。

しかしながら、その割合はわずかな増加に留まって

います。厚生労働省ホームページに掲載されている

年齢別感染者数（2021年５月25日時点）では、累

計総感染者数は696,494人で、このうち10歳未満

は22,772人（3.3％）、10－19歳は51,773人（7.4％）

と報告されています。（図3）

　今までの死亡者数は全体で12,963人（2021年

５月30日現在）まで増加していますが、第４波以

降も10歳未満および10－19歳での死亡者数は０人

です。（図4）

　第４波といわれる現在の感染状況ですが、総感染

者数の急増とともに全体に占める小児感染者数の割

合もわずかではありますが、増加傾向にあるため今

後の動向に関しては注意深く見守っていく必要があ

ります。

　また、小児患者の先行感染者は約80％が家庭内

での感染とされ、このうち、両親や祖父母が先行感

染者であった割合が約93％と、小児患者の大部分

が成人からの感染であることが示されています。し

たがって、小児の感染予防には成人が家庭内に持ち

込まないことが重要と考えられます。

私たち小児科医はこどもの総合医です

　元気がない、熱がでた、けいれんした、咳が出る、

嘔吐、下痢などの症状で受診することが多いと思い

ますが、他にも予防接種をはじめ、心身に関わる

様々な悩みへの相談窓口となり得るのが小児科です。

　（身長が低い、体格が大きい（小さい）、二次性徴

が早い（遅い）、夜尿症（＝おねしょ）がなおらない、

落ち着きがない、学校に行きたがらない…など）

　どこを受診すればいいのだろう…そのように迷う

場合でも、気軽に相談していただければと思います。

小児科だけで解決が難しい場合は他科の先生に相談

させていただき、診断・治療を行うこともあります。

（一般的には小児科は中学生までとされることが多

いですが、厳密には決まりはありません）

　なお、鶴見病院小児科は毎週火曜日のみですが、

翌日朝まで小児科医が当直を行っています。紹介状

の持参がなくても一般夜間外来を受診できますので、

万が一の際は来院ください。

（検査に関しては夜間のため一部制限もありますの

で、その点はご了承ください）

　お子さんと家族の方々の笑顔のためにお力になれ

ればと思います。どうぞよろしくお願い致します。

http://www.ok-tsurumi.com/TEL 0977－23－7775（代表）　FAX 0977－23－7884

こどものアレルギー
～食物アレルギー・ぜんそくについて～

（食物アレルギー研究会HPより改変）

図１．食物アレルギーの原因

■ 鶏卵 39
■ 牛乳 21.8
■ 小麦 11.7
■ ピーナッツ 5.1
■ 果物 4.0
■ 魚卵 3.7
■ 甲殻類 3.4
■ ナッツ類 2.3
■ そば 2.2
■ 魚類 2.1
■ その他 4.6
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と申します。この度、６年ぶりに鶴見病院へ勤

務することになりました。

　鶴見病院小児科は院長を含む小児科専門医３名体

制で診療にあたっています。私は一般診療の他に、

食物アレルギー、気管支喘息などのアレルギー疾患

の患者さんも担当しています。アレルギー診療修行

中の身ではありますが、少しでも皆様のお役に立て

ればと思います。

食物アレルギーについて

　食物アレルギーの有症率は乳児が約５～10%、

園児が約５％、学童が約４.６%と報告されていま

す。原因食物として頻度の高いものは、鶏卵、牛乳、

小麦ですが（図1）、年代毎に原因となる食物の頻度は

異なります。幼児期は魚卵、ピーナッツ、学童期に

なると甲殻類、果物、魚類などが新たな原因となり

得ます。食物アレルギーは近年増加傾向にあり、実

際に困っている方も多いかと思います。「アレル

ギーがあるかどうかを知りたいので、検査をしてく

ださい」と患者さんやご家族からからよく相談され

ます。

　食物アレルギーのスクリーニング検査として行わ

れているのが、原因と思われる食物に対するIgE抗

体（=抗原特異的IgE）ですが、これらの検査で陽

性（＝感作されている）であることと、アレルギー

症状が出現することは必ずしも一致しません。

　ですから、先ほどのような質問に対しては「無症状

である食物に対しての血液検査は解釈が難しいので、

お勧めできません」とお答えしています。

　血液検査では陰性なのに食べると症状が出る。逆に、

血液検査では陽性なのに、食べても症状は出ないとい

うケースに度々遭遇します。例えば、乳児で見られる消

化管アレルギーはIgEを介した反応ではないため、血

液検査でも陰性となるのが一般的です。このような例も

あるため、実際に食べてみて症状が出るかどうかを確

認することが最も確実な診断方法で、その方法が食物

経口負荷試験（Oral　Food Challenge, OFC）です。

　当院では、より安全な状況で食物経口負荷試験が

行えるよう、日帰り入院で行っています。（保険診

察上は年２回まで行うことができますので、外来な

どでご相談ください）これらの検査結果を踏まえて、

可能な範囲内で少量ずつでも食べてもらうような指

導を行うようにしています。

気管支喘息について

　気管支喘息は、食物アレルギーと並んで、小児で

よく遭遇する病気です。喘息の有症率は 全年齢で

約７.５％とされていますが、そのうち小児（15歳

まで）では約９.０～13.６％と高い割合を占めてい

ます。ですが、診断は必ずしも容易ではありません。

小さなお子さんほど、気道（空気の通り道）が細い

ために、かぜでもぜーぜー、ひゅーひゅーしやすい

傾向にあるため、喘息発作によるものか、あるいは

かぜや他の病気が原因によるものか、判断は難しい

のです。

　気管支喘息の患者さんでは慢性の気道炎症が起

こっている状態で、気道が正常と比べると、狭く

なっています。例えば、朝晩の冷え込みが強い時、

運動時、呼吸器感染症にかかっている時、花火やタ

バコ、蚊取り線香などの煙を吸った時など、気道粘

膜への刺激が加わることで、さらに気道が狭くなる

ことで、狭窄音（ぜーぜー、ひゅーひゅー）が出現

します。（図2）

　軽症時は、発作時に気管支を広げる薬（吸入や

テープ剤など）で対応可能ですが、喘息発作が月に

２回以上起こっている場合は、喘息発作の予防薬

（長期管理薬）を開始することが望ましいでしょう。

現在は多くの治療薬が登場し、これらの治療薬を組

み合わることで、発作のコントロールは随分と良く

なり、患者さんの生活の質は大幅に向上しています。

　一方、少数ではありますが、大きな発作をおこし

て亡くなる方もいらっしゃいます。このお話をする

と「喘息で亡くなるのですか？」と質問をされるこ

とがあります。比較的ありふれた病気ではあります

が、亡くなる方がいるのもまた事実です。ですが、

しっかりと治療すれば寛解（＝病気の症状が落ち着

いている状態）を維持することが可能です。当院で

は呼気NO試験（息を一定の強さとスピードで測定

器に吹きかけて行う検査で、痛みを伴う検査ではあ

りません）なども併用し、気道炎症の程度をモニタ

リングしながら、治療を行っています。

　また、一部の患者さんではハウスダストやペット

等が症状増悪の原因になることもあるので、必要に

応じてアレルギー検査なども組み合わせています。

新型コロナウイルス感染症
(COVID-19)について

　現在、多くの方々の関心事である新型コロナウイ

ルス感染症（COVID-19）ですが、2021年３月上

旬頃から、日本国内では新規感染者数が急激に増加

し、それに伴い小児の感染者数も増加しています。

しかしながら、その割合はわずかな増加に留まって

います。厚生労働省ホームページに掲載されている

年齢別感染者数（2021年５月25日時点）では、累

計総感染者数は696,494人で、このうち10歳未満

は22,772人（3.3％）、10－19歳は51,773人（7.4％）

と報告されています。（図3）

　今までの死亡者数は全体で12,963人（2021年

５月30日現在）まで増加していますが、第４波以

降も10歳未満および10－19歳での死亡者数は０人

です。（図4）

　第４波といわれる現在の感染状況ですが、総感染

者数の急増とともに全体に占める小児感染者数の割

合もわずかではありますが、増加傾向にあるため今

後の動向に関しては注意深く見守っていく必要があ

ります。

　また、小児患者の先行感染者は約80％が家庭内

での感染とされ、このうち、両親や祖父母が先行感

染者であった割合が約93％と、小児患者の大部分

が成人からの感染であることが示されています。し

たがって、小児の感染予防には成人が家庭内に持ち

込まないことが重要と考えられます。

私たち小児科医はこどもの総合医です

　元気がない、熱がでた、けいれんした、咳が出る、

嘔吐、下痢などの症状で受診することが多いと思い

ますが、他にも予防接種をはじめ、心身に関わる

様々な悩みへの相談窓口となり得るのが小児科です。

　（身長が低い、体格が大きい（小さい）、二次性徴

が早い（遅い）、夜尿症（＝おねしょ）がなおらない、

落ち着きがない、学校に行きたがらない…など）

　どこを受診すればいいのだろう…そのように迷う

場合でも、気軽に相談していただければと思います。

小児科だけで解決が難しい場合は他科の先生に相談

させていただき、診断・治療を行うこともあります。

（一般的には小児科は中学生までとされることが多

いですが、厳密には決まりはありません）

　なお、鶴見病院小児科は毎週火曜日のみですが、

翌日朝まで小児科医が当直を行っています。紹介状

の持参がなくても一般夜間外来を受診できますので、

万が一の際は来院ください。

（検査に関しては夜間のため一部制限もありますの

で、その点はご了承ください）

　お子さんと家族の方々の笑顔のためにお力になれ

ればと思います。どうぞよろしくお願い致します。

図２

（独立行政法人　環境再生保全機構HPより転載）
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　2021年４月から鶴見病院に赴任しました、安
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と申します。この度、６年ぶりに鶴見病院へ勤

務することになりました。

　鶴見病院小児科は院長を含む小児科専門医３名体

制で診療にあたっています。私は一般診療の他に、

食物アレルギー、気管支喘息などのアレルギー疾患

の患者さんも担当しています。アレルギー診療修行

中の身ではありますが、少しでも皆様のお役に立て

ればと思います。

食物アレルギーについて

　食物アレルギーの有症率は乳児が約５～10%、

園児が約５％、学童が約４.６%と報告されていま

す。原因食物として頻度の高いものは、鶏卵、牛乳、

小麦ですが（図1）、年代毎に原因となる食物の頻度は

異なります。幼児期は魚卵、ピーナッツ、学童期に

なると甲殻類、果物、魚類などが新たな原因となり

得ます。食物アレルギーは近年増加傾向にあり、実

際に困っている方も多いかと思います。「アレル

ギーがあるかどうかを知りたいので、検査をしてく

ださい」と患者さんやご家族からからよく相談され

ます。

　食物アレルギーのスクリーニング検査として行わ

れているのが、原因と思われる食物に対するIgE抗

体（=抗原特異的IgE）ですが、これらの検査で陽

性（＝感作されている）であることと、アレルギー

症状が出現することは必ずしも一致しません。

　ですから、先ほどのような質問に対しては「無症状

である食物に対しての血液検査は解釈が難しいので、

お勧めできません」とお答えしています。

　血液検査では陰性なのに食べると症状が出る。逆に、

血液検査では陽性なのに、食べても症状は出ないとい

うケースに度々遭遇します。例えば、乳児で見られる消

化管アレルギーはIgEを介した反応ではないため、血

液検査でも陰性となるのが一般的です。このような例も

あるため、実際に食べてみて症状が出るかどうかを確

認することが最も確実な診断方法で、その方法が食物

経口負荷試験（Oral　Food Challenge, OFC）です。

　当院では、より安全な状況で食物経口負荷試験が

行えるよう、日帰り入院で行っています。（保険診

察上は年２回まで行うことができますので、外来な

どでご相談ください）これらの検査結果を踏まえて、

可能な範囲内で少量ずつでも食べてもらうような指

導を行うようにしています。

気管支喘息について

　気管支喘息は、食物アレルギーと並んで、小児で

よく遭遇する病気です。喘息の有症率は 全年齢で

約７.５％とされていますが、そのうち小児（15歳

まで）では約９.０～13.６％と高い割合を占めてい

ます。ですが、診断は必ずしも容易ではありません。

小さなお子さんほど、気道（空気の通り道）が細い

ために、かぜでもぜーぜー、ひゅーひゅーしやすい

傾向にあるため、喘息発作によるものか、あるいは

かぜや他の病気が原因によるものか、判断は難しい

のです。

　気管支喘息の患者さんでは慢性の気道炎症が起

こっている状態で、気道が正常と比べると、狭く

なっています。例えば、朝晩の冷え込みが強い時、

運動時、呼吸器感染症にかかっている時、花火やタ

バコ、蚊取り線香などの煙を吸った時など、気道粘

膜への刺激が加わることで、さらに気道が狭くなる

ことで、狭窄音（ぜーぜー、ひゅーひゅー）が出現

します。（図2）

　軽症時は、発作時に気管支を広げる薬（吸入や

テープ剤など）で対応可能ですが、喘息発作が月に

２回以上起こっている場合は、喘息発作の予防薬

（長期管理薬）を開始することが望ましいでしょう。

現在は多くの治療薬が登場し、これらの治療薬を組

み合わることで、発作のコントロールは随分と良く

なり、患者さんの生活の質は大幅に向上しています。

　一方、少数ではありますが、大きな発作をおこし

て亡くなる方もいらっしゃいます。このお話をする

と「喘息で亡くなるのですか？」と質問をされるこ

とがあります。比較的ありふれた病気ではあります

が、亡くなる方がいるのもまた事実です。ですが、

しっかりと治療すれば寛解（＝病気の症状が落ち着

いている状態）を維持することが可能です。当院で

は呼気NO試験（息を一定の強さとスピードで測定

器に吹きかけて行う検査で、痛みを伴う検査ではあ

りません）なども併用し、気道炎症の程度をモニタ

リングしながら、治療を行っています。

　また、一部の患者さんではハウスダストやペット

等が症状増悪の原因になることもあるので、必要に

応じてアレルギー検査なども組み合わせています。

新型コロナウイルス感染症
(COVID-19)について

　現在、多くの方々の関心事である新型コロナウイ

ルス感染症（COVID-19）ですが、2021年３月上

旬頃から、日本国内では新規感染者数が急激に増加

し、それに伴い小児の感染者数も増加しています。

しかしながら、その割合はわずかな増加に留まって

います。厚生労働省ホームページに掲載されている

年齢別感染者数（2021年５月25日時点）では、累

計総感染者数は696,494人で、このうち10歳未満

は22,772人（3.3％）、10－19歳は51,773人（7.4％）

と報告されています。（図3）

　今までの死亡者数は全体で12,963人（2021年

５月30日現在）まで増加していますが、第４波以

降も10歳未満および10－19歳での死亡者数は０人

です。（図4）

　第４波といわれる現在の感染状況ですが、総感染

者数の急増とともに全体に占める小児感染者数の割

合もわずかではありますが、増加傾向にあるため今

後の動向に関しては注意深く見守っていく必要があ

ります。

　また、小児患者の先行感染者は約80％が家庭内

での感染とされ、このうち、両親や祖父母が先行感

染者であった割合が約93％と、小児患者の大部分

が成人からの感染であることが示されています。し

たがって、小児の感染予防には成人が家庭内に持ち

込まないことが重要と考えられます。

私たち小児科医はこどもの総合医です

　元気がない、熱がでた、けいれんした、咳が出る、

嘔吐、下痢などの症状で受診することが多いと思い

ますが、他にも予防接種をはじめ、心身に関わる

様々な悩みへの相談窓口となり得るのが小児科です。

　（身長が低い、体格が大きい（小さい）、二次性徴

が早い（遅い）、夜尿症（＝おねしょ）がなおらない、

落ち着きがない、学校に行きたがらない…など）

　どこを受診すればいいのだろう…そのように迷う

場合でも、気軽に相談していただければと思います。

小児科だけで解決が難しい場合は他科の先生に相談

させていただき、診断・治療を行うこともあります。

（一般的には小児科は中学生までとされることが多

いですが、厳密には決まりはありません）

　なお、鶴見病院小児科は毎週火曜日のみですが、

翌日朝まで小児科医が当直を行っています。紹介状

の持参がなくても一般夜間外来を受診できますので、

万が一の際は来院ください。

（検査に関しては夜間のため一部制限もありますの

で、その点はご了承ください）

　お子さんと家族の方々の笑顔のためにお力になれ

ればと思います。どうぞよろしくお願い致します。

■ 女性　
■ 男性

図４.　年代別死亡者数
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厚生連だより 大分 ５

　大分県厚生連健康管理センターでは、
２台の巡回検診車を配備し、乳がん検診、
腹部超音波検診を実施しています。
　乳がん検診は、X線を用いたマンモグ
ラフィ検査と、超音波を用いた乳房超音
波検査を実施しています。マンモグラ
フィ検査では乳がんの初期症状である微
細な石灰化を見つけることができます。
乳房超音波検査では数ミリ単位で腫瘍
（しこり）を発見することができます。

　乳がんは、がんの中で日本人女性がかかる割合が最も高
く、増加の一途をたどっております。生涯のうち乳がんに
なる日本人女性の割合は現在９人に１人とも言われていま
す。乳がんの早期発見、早期治療には日頃からの自己触診
と定期的な乳がん検診が不可欠です。国の指針では40歳以
上の方に２年に１回のマンモグラフィ検査による乳がん検
診が推奨されていますが、乳がんになる割合は30歳台後半
から増加し始めるため、40歳未満の方は超音波検査による
乳がん検診をお勧めします。
　腹部超音波検診では、肝臓、すい臓、胆のう、腎臓、脾
臓、腹部大動脈などを調べることができます。身体への負

担が少なく安全な検査で、肝臓がん、
腎臓がん、肝硬変、脂肪肝、胆石症、
胆のうポリープ、腹部大動脈瘤などを
見つけることができます。年に1回の
腹部超音波検診をお勧めします。
　当センターでは新型コロナウイルス
対策を行い、年間150日以上、県内各
地で巡回検診車による乳がん検診、腹
部超音波検診を実施しており専門の職
員がお住まいの市町村に伺っています。
日時や場所等の詳細については、お気
軽に当センターまでお問い合わせくだ
さい。

県内どこへでも伺います
（巡回検診について）

TEL:0977－23－7112（代表）　FAX 0977－23－7976 http://www.ok-kenkou.com/



　超少子高齢化社会の進む現在、在宅介護が困難と
なっている日本では、様々な施設を設置して住民が
住み慣れた地域で居住することが出来るよう対応し
ています。そのため多くの種類の施設が急速に出来
たことから、それぞれの施設で何が出来て何が出来
ないかがわかりづらくなってきています。そこで各
施設には窓口になるスタッフが在籍しており、利用
についての相談やお手伝いを行っています。
　介護老人保健施設では支援相談員が担当となって
利用について、または利用してから発生する次のよ
うな相談の対応を行っています。

TEL:0977－23－7113　FAX:0977－23－7996

施設の利用について
お答えします

厚生連だより 大分２ 厚生連だより 大分６

・誰が利用できるのか
・何が出来るのか
・いつまで利用できるのか
・どのようなことが制限されるのか
・料金はどれくらいなのか
・他に適切な方法はないのか
・これからどうしたらよいのか

　これらの相談に対し、支援相談員が個人情報保護に留意し
つつ個別に対応しております。シェモア鶴見でも、今は必要
ないけど将来に備えて知っておきたいといった内容や、早急
に居場所を確保しないといけないといった様々な段階となっ
ている方の相談を受けております。
　相談内容は個々人によって異なり、何を聞いたら良いかわ
からないといった声も寄せられています。相談は無料ですの
でお気軽に相談してください。

入所相談
59.2％

通所相談
29.6％

短期入所相談
11.2％

令和２年度 利用相談割合

http://www.ok-chezmoi.com/

岩戸の景観　豊後大野市
1億年前の地層の上に9万
年前に起きた阿蘇山の大
噴火による巨大火砕流の堆
積物が溶けて固まってでき
た岩壁。岩壁をくりぬいた
トンネルから列車が飛び出
す光景が鉄道ファンの人気
スポットとなっている。　

神楽女湖（かぐらめこ）別府市　
標高550ｍにある湖。大
昔、山々の神が流した涙の
雫が湖になった、平安時代
に湖畔に見目麗しい巫女
が住んでいた、と様々な言
い伝えのある湖。6月には
湖畔で菖蒲の花が咲き、毎
年鑑賞会が催されている。



　昨年より世界中で猛威を振るっている新型コロナウイルスで
すが、国内でも変異株の拡大、第４波の到来など、依然予断を
許さない状況が続いています。各地の医療機関でも感染対策に
追われていますが、大分県厚生連でも各施設で入館前の手指消
毒・検温や発熱外来のリニューアルといった導線の見直しなど
を行い、常に新型コロナウイルス対策バージョンアップに取り
組んでいます。
　利用者が安心して診療を受けることが出来るよう、以下の点
について皆様のご協力をお願いします。

感染対策にご協力ください

厚生連だより 大分 ７

個室化した待合室

発熱外来

手指消毒器

センターサーモグラフィーカメラ

施設でのオンライン面会

診察室

・発熱時は事前に電話でお知らせください。
・マスク着用でご来館ください。マスクを忘れた場合
はマスク販売機をご利用ください。
・館内各所に手指消毒器を設置しています。積極的に
ご使用ください。
・入院患者・入所者への面会は制限させていただいて
おります。ご了承ください。

食中毒に気を付けよう 分類表

食
中
毒

細菌性食中毒

ウイルス性食中毒

自然毒食中毒

化学性食中毒

感染型

毒素型

植物性

動物性

農薬・油脂の変敗　など

サルモネラ
腸炎ビブリオ
病原性大腸菌　など

黄色ブドウ球菌
ボツリヌス菌　など

ノロウイルス　など

毒キノコ
ばれいしょの芽　など

フグ毒
貝　毒　など

健康の
ワンポイント
　食中毒は気温や湿度が上昇してからというイメージがありますが、
食中毒は右のグラフ（分類表）にある通り、細菌やウイルスなど様々な
ものを経由しているので１年を通じて発生しています。下痢や腹痛、
発熱といった症状が出現しますが、重篤な症状になると生命に危険を
及ぼす可能性もあります。
　原因菌を食べ物に「つけない」=よく洗う
　原因菌を「増やさない」=低温保存
　原因菌を「やっつける」=加熱処理
　原因ウイルスを「持ち込まない」=調理時の体調管理
　原因ウイルスを「ひろげない」=調理前の手洗い、消毒
という点を守るほか、食べ物を購入してからの流れについても注意を
払い、食中毒予防に努めましょう。



10

ビーコンプラザ

市役所

別府公園 鶴見丘高校

緑丘小学校

中部中学校

実相寺サッカー
競技場

鶴見台中学校

別府駅

流
川
通
り

富
士
見
　
通
り

JR日豊本線

九
州
横
断
　
道
路

至 日出町

至 大分市 的ヶ浜公園

マルショク

別府国際観光港

別　府　湾

実相寺サッカー
     競技場

実相寺野球場

鶴見台
中学校

発行／大分県厚生農業協同組合連合会　〒874-8585 大分県別府市大字鶴見4333番地　TEL 0977-23-7465　FAX 0977-23-7493　http://www.oita-koseiren.com

　夏至が近づき、見える景色

も緑濃くなってきています。

水田や若紅葉の色が目に優し

い季節となりました。自粛な

毎日が続いてインドア率が高

くなっていると思いますが、

身近の自然を見て少し目を休

ませてみませんか。  （M.M）

４月の健診/受診結果
国 東
姫 島
杵 築
山 香
大 分
由 布
臼 杵
野 津
佐 伯
豊後大野
竹 田
豊後高田
中 津
宇 佐
安心院
日 田
玖 珠
九 重

Ｊ
　
Ａ
　
お
　
お
　
い
　
た

受診者数総合計
3,077名
（うちJA 4名）

Ｊ Ａ べ っ ぷ 日 出
大 分 大 山 町 農 協
J A 下 郷

《４月健診》

東部事業部

中部事業部

南部事業部

豊肥事業部

北部事業部

西部事業部

0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2
0 
0

名
名
名
名
名
名
名
名
名
名
名
名
名
名
名
名
名
名
名
名
名

編集後記

生活習慣病が
気になる人への 今月の一品

高血圧 放っておくと、心臓に負担をかけ、血管は老化が
早まり徐々に硬く脆くなります。結果、動脈硬化

が進み脳卒中、心筋梗塞、慢性腎臓病（ＣＫＤ）などに繋がります。
高血圧治療のガイドラインでは１日当たりの食塩摂取は6ｇ未
満を推奨しています。

1日 当たり食塩摂取量（18歳以上）
生活習慣病
予防のための
目標量※1

現状平均※２

7.5ｇ未満 6.5ｇ未満 10.9ｇ 9.3ｇ

■男性 ■女性
※1 日本人の食事摂取基準（2020年版）
※2 令和元年国民健康・栄養調査（概要）

目標量より2.8～3.4ｇ
オーバーしていますね。
１食当たり約1ｇ前後
減らすことで目標量に
なります。

高齢者の方は⇒味覚が低下している状態で薄い味付けにし過ぎると
食が進まず、低栄養になりやすくなります。過度な減塩にならない
ように栄養士と相談しましょう。　

汁物(お椀1杯)は塩分が約1.5～2ｇ含まれています。
塩分少なめで野菜たっぷり摂れるスープをご紹介します。

ミネストローネ
材料（2人分）1人分 130kcal・塩分 0.4ｇ
ベーコン・・・・20ｇ
じゃが芋・・・・50ｇ
玉ねぎ・・・・・・50ｇ
人　参・・・・・・50ｇ
トマト・・・・・・50ｇ
キャベツ・・・・50ｇ

にんにく ・・・・・5ｇ
油 ・・・・・・・・・・・5ｇ
トマトジュース
（食塩添加）・・・200㏄
水・・・・・・・・・・100㏄　

トマトジュース
と

ベーコンの塩分
と

野菜の旨みで塩分
控えめでも

美味しいですよ
。


