こ う じ ゅ し ん ぽ う

Home Page : http://www.katoiin.jp

〈平成 23 年 11 月 1 日発行 康寿診報 第 162 号〉

平成 23 年 11 月 1 日発行

第 162 号
編集／発行 医療法人社団 康寿会 加藤内科医院
〒421-0301 静岡県榛原郡吉田町住吉 303-1
Tel:(0548)32-0701 緊急用:090-1758-1712
ち

ゃ

ぶ

だ

Fax:(0548)32-1280

い

「『星一徹 卓袱台を引っくり返す』 と臨む 医師会連絡協議会の前に」
― 「 毒 を呑め」と強要され・迫られたら 「飲めません」と答える、 必至の 事 である ー
榛原医師会 高木平会長に、 具体的に２つの事 書面

「それは出来ません」と 己を抑え 口を閉じ “場”の応急

つ ぶ

で願いましたが 押し潰されました[康寿診報 本号(162 号)
送付文参照]。 更に 会長そして事務長に書面で伝達し、
榛原医師会員１０名への康寿診報１６１号の配付を願いま
したが、 連絡・返答無く 又も無視・隠蔽 突き返されまし
た。 この状況なので、 1 週間ほど遅れ １０名の方には
私から郵送、 会長には再三伝達の上 吉田・榛原の他の
医師会員の方々に 状況説明の文面を添付し送付願い
・

・

・

ました。 更に １０月４日 連絡協議会 どやしつけられた
と言うのでしょう、 記録に留めた事 これを当日思い起
こし記した Diary2011 を基に 書き熾しました。 本音で
申すと、 高木平氏の 「進歩無く 場 により 強がる状
い

か

況」、 如何 に憂慮・猶予しても 「非常識・不適切な言動
これを尽くし 突っ返した状態」と 映ります。 更に 知ら
ずに物申す 長老の方々には 下記文面を示し 願いまし
た。 ここ数年間、 榛原医師会での高木平会長の姿勢、
何度も訂正を促してますが 反応無しです。
昨年 ２０１０年６月２９日 歴代の会長３名 現会長・副会
長と共に６名で 心苑 で食事をした時の事 Diary2010
こ と

ほ か

あ

に当日記した事 「殊 の外 冷静に 敢 えて 無言 隠蔽
という言葉を用いて、 高木平会長に訂正を求めた、 …
《略》… これだけは申し上げた」、 これに対し 赤堀俊兵
元会長は「すべてを呑み込まなければ 丸呑みしなけれ
ば 先生(私)の未来は無い、 今の先生にはそれが絶対
必要だ… 【※話】」 私は何を申しても受け入れてもらえ
ぬ状況を察し「私にはそこまでの 器”は御座いません」

や す

じ

処置をした。 最後は、 元会長 親父 加藤康二が親子の身
勝手な不都合に対し 息子である私に注文を付け、 小田
ひ で ざ ね

原秀眞前会長の声で 散会となった。
非の無い事での己の大切な命 魂 を捨てろ 「 毒 を
呑め」と強要され・迫られたら 「飲めません」と答える。
必至の 事 当然である。 本音で申すと、 高木平会長
一人では何も成せ無いから、 「私がきかない[聞か無い・
(利かせれ無い)]から」と言い続けながら、 「非の無い
・

・

ものに申せ無い」から、 「 理 が無い」から、 何もこたえ
て[答えて・応えて・堪えて]無い こたえられない ので
はないか。 過去何度かに及び 社会的なステータスを持
つとされる第三者の下 【※話】と同様の話を聞かされ、
陰に回り 「そうだそうだ 私も過去絶対的な力を持つ教
授等に屈服した…」等の話をする 高木平氏は何者か、
ある時は 私の文面を 怪文書 的に医師会員に 口実 し、
話し合いの場を持た(せ)ぬ工作、 この繰り返し。 榛原医
師会の 組織力 交渉力・裁定力の低下を招いている。
本日の 榛原医師会 吉田・榛原 連絡協議会、 １０月４日
の当会で 小田原前会長が提言した「①公設民営で運営
される徳洲会榛原病院での 院長 茂庭将彦の榛原医師会
理事の立場」 「②吉田町の保健医療会議開催」について
① ② の懸案事項につき 最初の挨拶で 執行部から「話
が無ければ『星一徹[のように][榛原医師会という]卓袱
台を引っくり返す』と [この思いに忠実に] 臨む」 本日の
連絡協議会の前に 己の 意 を 記し留めた。 2011.11.1.

【2011.１０.４. 連絡協議会の席で個別に高木平会長に問い合わせました会話の内容】 （
は高木平氏の弁）
「先生 何かお話在りますか お願いしたの駄目ですか」 「今度よければ 総会の時に ちょっとお時間 ５分１０分い
ただきたい」 「総会に関し議事・運営は議長の先生にお任せしますので森本先生に聞いてみてください」 「だけど
駄目ですか」 「僕 逃げてるって訳じゃないですよ」 「今まででも 話をした事は何回か在りますけども」 「過去何
回も書いたお手紙 しっかり読み直して下さい」 「読んでます 読みたくないけど 読んでます」 「その上で 返事は
しません」 「僕はおかしいと思いますけども 無言・隠蔽をこれからもしようとして…」 「納得する事は無理だよと
何回もお手紙していますけども」 「弁護士立てて下さい 僕の方からも云いました」 「云いましたじゃない 言いっ
ぱなしじゃないですか」 「言いっぱなしじゃないですよ」「貴方が 医師会や私達にいろんな迷惑を掛けてるんです
です」 「それは断言（し）ます」 「解らないから しっかり（指摘を）お願いしますと 言っています」
【2011.１０.４. 高木平会長との会話の際 「知らずに物申す 長老」への文面】
先日 １０月４日 榛原医師会 吉田・榛原連絡協議会の席では、 お騒がせさせまして、 申し訳ありませんでした。 この席での 高
木平会長の言動 この指示に従い、 静かに 事 を 返しております。 私の記憶 そして私の立場から申します。
直に会長と会話したのは 昨年６月２８日 榛原医師会総会 ６月２９日 選挙運動の後 歴代の会長３名・現副会長と共に 心苑 で
食事、 以来の状況です。 「高木平会長の無言・隠蔽を平然と肯定する状況に対し 静かにお話しした」つもりでしたが、 会長先生
がこの場に及び、 未だに 前回同様 進歩無く 話されるので、 呆れていた状況です。 先生には 過去の経緯 雅寿の文言 ①〜
(100)と共に 事務長にて全て保管されておりますので これに目を通した上で 貴方の目線から 適切な助言 間違いは 確 と指
摘・正していただければ幸いです。 宜しくお願いします。
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約 4 人に 1 人が動脈硬化性疾患で亡くなる時代

日本の死亡原因の第 1 位は悪性新生物(癌)、第
位は悪性新生物
2 位は心疾患、第 3 位は脳血管疾患です。このう
ち動脈硬化が原因と考えられている心疾患と脳血管疾患
動脈硬化が原因と考えられている心疾患と脳血管疾患を合わせると、その割合は
を合わせると、その割合は 26.5％となり、
30.1％の癌にほぼ匹敵します。心疾患や脳血管疾患は、怖い病気なのです。
％の癌にほぼ匹敵します。心疾患や脳血管疾患は、怖い病気なのです。
日本人の主な死因別死亡数の割合
動脈硬化とは、動脈の血管の内壁に余分なコレス
テロールがたまって「プラーク」と呼ばれるコブを
悪性新
作って狭くなったり、血管の弾力がなくなる状態を
くなったり、血管の弾力がなくなる状態を
その他
生物
自殺
24%
30%
示します。これが原因で、血栓
これが原因で、血栓(血の塊)ができて完
3%
全に血管が詰まり、心筋梗塞や脳梗塞といった命に
不慮の
関わる怖い病気が起こります。
事故
3%
困ったことに動脈硬化そのものには、自覚症状が
心疾患
ありません。突然、心筋梗塞や脳梗塞を起こして初
老衰
16%
脳血管
肺炎
3%
めて、動脈硬化に気づくこともまれではありません。
疾患
10%
11%
そのため静かな殺し屋「サイレントキラー」ともい
厚生労働省平成 21 年人口動態統計月報年計の概況より
われています。
自分の動脈硬化の程度を知るための最も簡便な方法は、血液検査の数値ですが、健康診断でコレ
自分の動脈硬化の程度を知るための最も簡便な方法は、血液検査の数値
ステロールの異常を指摘されたときには
されたときには、動脈硬化が忍び寄っているかもしれません
っているかもしれません。そうです、動脈硬化
は自分では気づけないのです
づけないのです。

 動脈硬化になるまで

悪玉＝LDL コレステロール
血管にコレステロールを
運ぶ働きをし、動脈硬化を
進行させる。

善玉＝HDL コレステロール
血管壁からコレステロールを
回収する働きをする。

コレステロールは、細胞膜や、ホルモンの材料になる大切な脂質ですが、その量が多すぎると血
管に悪さをします。LDL(悪玉
悪玉)コレステロールが血液中に増えすぎると、
コレステロールが血液中に増えすぎると、血管の壁に貯まり
血管の壁に貯まり塊＝「プ
ラーク」となります。大きくなるにつれて血管がどんどん狭くなり、血液が流れにくくなります。
となります。大きくなるにつれて血管がどんどん狭くなり、血液が流れにくくなります。
この状態が動脈硬化です。
です。プラークは刺激に弱く、破裂してしまうと、すぐに血液の成分が固まり、
血管を完全に詰まらせてしまいます。この状態が、
血管を完全に詰まらせてしまいます。この状態が、心筋梗塞や脳梗塞といった恐ろしい病気なので
といった恐ろしい病気なので
す。
資料：「動脈硬化は自分で気づけない。
」「あなたの血管は大丈夫ですか？」アストラセネカ株式会社・シオノギ製薬
アストラセネカ株式会社・シオノギ製薬
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 脂質異常症の診断基準
高ＬＤＬコレステロール血症

ＬＤＬコレステロール

１４０mg/dl
mg/dl 以上

低ＨＤＬコレステロール血症

ＨＤＬコレステロール

４０mg/dl
mg/dl 未満

高トリグリセライド血症

トリグリセライド(中性脂肪)

１５０mg/dl
mg/dl 以上

 あなたの管理目標は？
動脈硬化を進行させる
を進行させる危険因子には、
脂質異常症、糖尿病、高血圧、喫煙
脂質異常症、糖尿病、高血圧、喫煙など
があります。中でも、一番の元凶は脂質
異常症です。
血液中の悪玉コレステロールや中性脂
肪(ﾄﾘｸﾞﾘｾﾗｲﾄﾞ)が多すぎる、善玉のコレ
が多すぎる、善玉のコレ
ステロールが少なすぎる状態を脂質異常
症といいます。
（診断基準は上記）
脂質異常症を治療して、動脈硬化を予
防するためには、まず悪玉コレステロー
ル値(LDL-C)をガイドラインの脂質管理
をガイドラインの脂質管理
目標まで下げます。さらに、血液中の悪
玉コレステロール値と善玉コレステロー
ル値のバランスを診ていきます。

 治療方法
まずは食習慣を見直し、
を見直し、適度な運動と
禁煙を心がけましょう。
を心がけましょう。
生活習慣を改善しても脂質コントロー
ルが不十分な場合は、お薬を使います。



運動療法

ウォーキング、ジョギングなどの有酸
素運動を中心に体を動かしましょう。
素運動を中心に体を動かしましょう。1
日 30 分以上、週 3 回以上の運動量が目安
です。(足や腰の悪い方はご相談下さい
足や腰の悪い方はご相談下さい)


食事療法

皆さん｢脂っこい物は食べないのに･･･｣と言いますが、脂っこい食べ物だけが原因ではありませ
ん。脂肪分でなくても余分に摂り過ぎたカロリーが原因になります。体重が増加傾向であれば、カ
ロリーの取り過ぎかもしれません。アルコールや間食の摂り方、食事のバランスを見直しましょう。
野菜、きのこ類、海藻等で食物繊維を毎食しっかり摂ることも大切です。
夕食の時間が遅かったり、夕食後、寝るまでの間にカロリーのある飲み物を飲んだり、食べたり
することもコレステロールを増やしたり、肥満の原因となります。



薬物療法

必要な場合は、お薬を使います。悪玉コレステロール(LDL-C)を減らす作用があるスタチン系と
必要な場合は、お薬を使います。悪玉コレステロール
を減らす作用があるスタチン系と
呼ばれる薬や、コレステロールの吸収を阻害する薬等があります。医師が処方します。
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ウォークラリー
ウォークラリー大会に参加しました
しました！
焼津市長の清水泰様より
ご挨拶がありました︒

去る 10 月 9 日秋晴れの中、加藤先生を始め、患者さん、職員でウォークラリー大会に参加しま
した。焼津の海沿いの道を往復４ｋｍ程、楽しく歩きました。

歩く前は、しっかり準備体操！
チェックポイントではクイズ問題･･･

車イスで参加した患者さんもいま
した。職員も一緒に歩きました
(*^^)v

みんな一緒にゴール！！！
お疲れ様でした。

最後に全員で記念写真。
ハイ！ち〜ず（
ハイ！ち〜ず（*^_^*）

上位 3 位までのグループは
表彰式。お見事！

参加された皆様、お疲れ様でした。
天気に恵まれ、青い空と海を見なが
らのウォーキングはとても気持ちよ
かったですね！

ご案内
❏インフルエンザワクチン
インフルエンザワクチン接種
◆今年度も 10 月の中旬からインフルエンザの予防接種を実施しています。
す。

1 回目 3000 円、2 回目 2000 円
・13 歳未満は、2 回接種となります。
・65 歳以上の方は、町、市の補助がありますので必要書類を持参して下さい。

接種料金

◆その他のワクチンも随時受け付けています。問い合わせして下さい。電話でも対応します。
その他のワクチンも随時受け付けています。
電話でも対応します。

❏臨時休診のお知らせ
11 月 21 日（月）、22
22 日（火）、12 月 24 日（土）は 臨時休診です。
。
12 月 28 日（水）午後〜
〜1 月 3 日（火）は年末年始のお休みです。
ご迷惑をおかけしますが、
、お薬等きらさないようにお気を付け下さい。
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