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参考図書：
「ウイルスにもガンにも
野菜スープの力」
（前田浩：著）
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今年は新型コロナウィルス感染症に注意しながらの一年

気をしなければなりません︒窓を全開にして新しい冷たく

今まで同様︑新型コロナウィルス対策としてこまめな換

人数・長時間の会食︑飛沫が飛び散るようなマスクなしで

人が集まる場所を避けて﹃密﹄を避けましょう︒飲酒や大

これまでおこなってきた感染対策の継続も重要です︒

⍤ ྸऔ
⍤ ᴾဋ

でしたが︑これからは冬季流行性感染症にも注意が必要で

乾燥した外気をとり入れて室内温度が急激に変動すること

の会話やカラオケなどの場所は感染のリスクが高くなりま

ɰ ʧḋḈʮˡˡʐែʝ

す︒今回は冬の家庭での感染対策についてお話したいと思

を避けるためには︑窓を全開にするよりも常に窓を少し開
℃以上に保

ちつつ湿度を ％以上に保つ方法が望ましいです︒また︑
人が集まっている部屋の隣の部屋︵例えば家族がリビング

段階

高ければいいというわけでもありません︒

加湿することができます︒しかし︑湿度は

加湿された空気が循環し室内全体を効果的に

く時は︑室内の空気の流れに沿うようにすると

げれば感染力や増殖力を奪うことができます︒加湿器を置

化します︒反対に湿度の高い環境には弱いため︑湿度を上

やさしくおすすめです︒手洗いや手指消毒

ものが吸湿性・保湿性に優れていて︑手に

湿効果が高められます︒手袋の素材はシルク︵絹︶素材の

て行うと︑肌に直接お湯やゴムが当たらずに温められて保

ハンドクリームを塗って手袋をつけた上にゴム手袋をつけ

手荒れがあるとき︑家事などでお湯を使うときには︑保湿

ろんあらゆる感染対策の基本中の基本です︒

は感染性腸炎やインフルエンザ対策はもち

保湿ハンドクリームを塗り︑手の保湿も心掛けてください︒

すすぎます︒手洗い後は水分をしっかりと摂り︑こまめに

マスクをつけるときには鼻から顎までをしっかりと覆っ

て︑飛沫の流出・侵入を阻止しましょう︒

今までとは違う困難な状況下ではありますが︑今できる

ことをできる範囲で工夫してクリスマスやお正月を楽しみ

ましょう︒新しい年を楽しみに︑いいクリスマス︑いいお

正月をお過ごしくださいませ︒健康で笑顔あふれる新しい

なりがちです︒手洗いはぬるま湯を使い︑泡で汚れを落とし︑ 一年を迎えましょう！！

寒くなると換気同様︑冷たい水での手洗いはおっくうに

換気も室内温度の維持のために有効です︒

廊下越しに少しずつ温まった新しい空気を取り込む

度管理と湿度管理が大切です︒世界保健機構︵ WHO︶は

℃を下回らないように暖房器具を使いましょう︒

2

室内湿度が ％を超えるとダニやカビの発生︑

室内湿度は ％〜 ％を心がけてください︒

60

食中毒の可能性が高くなります︒

60

40

す︒

います︒

けて連続的に外気を取り入れて︑室内温度を

18

に集まっているとして︑その隣の和室など︶の窓を開けて︑

気温とともに湿度も低下する冬の生活環境では︑室内温

40

低い室内温度は︑冬季の死亡率や呼吸器系疾患などの罹患
℃は室温の下限値として一般

あると推奨しています︒適切に暖房器具を使用して室内温

住民の健康を守るために︑安全でバランスの取れたもので

率の増加に寄与するとし︑

18

︵おおむね ％以下︶を好むものが多く︑活動や増殖が活発

40

一般的な風邪やインフルエンザウィルスは低温低湿状態

度が

18
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江藤 晃

栄光会ケアプランサービス
課長代理

ひとり静かに焚き火を見つめ︑ゆっくり

通り︑ひとりで焚き火をすることです︒

込み︑自分だけの世界がつくれるのが最

るだけで雑念が消え去り自然の中に溶け

最近キャンプブームすごいですね︑自

高と言えます︒極上のひとり時間を過ご
す忙しい日常から一歩離れて︑暗闇の中︑
焚き火の炎をじっと見つめていると︑心が
シーンと静まり返って無になるような感

の魅力はというと︑誰かと一緒に行くと

特別なたのしさがあります︒ソロ焚き火

分もソロキャンプに行くのですが︑キャン と流れる時間に身を任せるひとときには
プがしたいというよりは︑ソロ焚火がし
たくてやる感じです︒今では焚火も認知
気を遣わないといけません︒日程調整︑

度が上がっておりますが ５〜６年前に

意味おかしな状態です︒またコロナ禍の

ɰहڀܢංᦼϜ ক Ṥ ࠡࣴ

お伝えすることの大切さを、改めて感じました。制限がある中でも「安心」「満足」を

TEL 092(935)0147

E-mail k-yasukawa@eikoh.or.jp

お届けできるように、スタッフ一同、心を込めて対応させて頂きます。（岡﨑）

かせる不思議な力があります︒

に行けます︒現地に着いてどこで焚き火

なか︑息が詰まるときもあるでしょう︒

私は、地域包括ケア病棟を担当させて頂いていますが、面会制限があることで様々な

ɰቅϜ֑ᅯຢαɰҫϜ

ご不便をお掛けしています。その中で、患者さんの入院中の様子をご家族の方へ細かく

覚になります︒火にはそんな心を落ち着

いろいろとやりとりが発生します︒現地

きで小学生の頃は今の季節︑友人と焚火

をしようが︑いつから始めようが︑火が

そんなときにソロ焚き火・・・皆様もどう

演出してくれます︒

最近は鬼滅の刃の映画を見てから︑
焚火の炎を見ると﹁炎柱 煉獄杏寿郎﹂
が重なります︒

しれません。その中で、患者さんやご家族の方々に、安心して来院頂くために、栄光会で

ǥह៌ܢἿᥘρἝͤᝯἻὀ
ͣឞἸἥᎿἠἱἦἕẪ

はこれからも「感染対策」を徹底していきます。

部署のスタッフ達に焚火を一人で嗜んでい 場所決め︑メニューなど準備段階から︑
る事を伝えると︑
﹁寂しい奴﹂
﹁何が楽し

現代社会は雑踏と人付き合いに追われ

こり︑正直︑煩わしくなります︑人付き合 る毎日です︒予定や時間に縛られていま

に着けば着いたで︑いろいろなことが起

今のこの状況！ ( どう

い？﹂
﹁暇人﹂などと︑まさに変人扱いで
した・・・がぁ

で焼き芋等︑火遊び大好き少年でした︒

着くとか着かないとかも自分次第︒全く

だぁ ) おもえば子供の頃から︑焚火が好 いは大変です︒一人なら思い立ったらすぐ す︒暇さえあればスマホを見ている︑ある

今も嗜好は変わりませんが︑本格的に焚

でしょうか？

淹れる︑焚火で肉を焼き食す︑焚火を眺

がれがあります︒一つひとつの作業は自然

ソロ焚き火は﹁極上のひとり時間﹂を

の自由です︒人目を気にする必要もあり
ません︒ご飯もお腹が減ったら食べれば

火をするようになったのはここ 年ぐら
いでしょうか？ 市販や自作焚火台を数

いい︒気楽さは何よりです︒自然と一体化

いい︒お酒を飲んで好きなときに寝れば

特にこだわりはありませんが︑あると

する誰にも邪魔されないひとりだけの時

台所有し︑楽しんでいます︒

したら﹁薪は買わない﹂
﹁キャンプ場には

うか︑主に山や河や庭等で迷惑をかけな

めウヰスキーを嗜む︒とっておきの非日

なるべく行かない﹂といったところでしょ 間︒焚火でパーコレターを使いコーヒーを

いように︑マナーを守り焚火をしていま

すが︑今年に入って区の集まりで﹁庭で焚 常空間︑至福の時間です︒焚き火をつくる

しだけ大目に見てください︑この記事を

相手でシンプル︒没頭集中できます︒じっ
と焚き火の揺らぎを見てボーっとしてい

どうか近所の方が見ませんように )

として最近は庭では控えてます・
・多分 ( 少 着火︑育てる︑熾にするといった一連のな

火をしている人が・・﹂と話がありドキッ には燃料集め︑焚き付けの仕分け︑薪組み︑

PS

10

で 私の好きなソロ焚き火ですが文字
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町中の様子を見ても例年に比べ、皆さんがウイルスの事を気にしながら生活されているの

12 月に入り、特にコロナとインフルエンザの話題が多くなってきました。

がよく分かります。もしかしたら、「ウイルスとうまく共存する時代」になってきたのかも

͂࿒͂

12

月

ᚮၲἋἃἊἷὊἽ
（2020 年 12 月 1 日現在）
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וພ֭Έυςͺ̮͈߄ܖմඤ
栄光会の医療・介護・福祉の事業展開のために皆さまお一人
お一人のお力添えを心よりお願い申し上げます。栄光会事業の
趣旨にご賛同賜り、ご支援頂けますならば、誠に幸甚に存じます。
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救急告示病院
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