
菊池内科広報誌 令和３年（２０２１年）７月号（２７１号） (((( 1111 ))))

完完完完全全全全予予予予約約約約制制制制でででですすすす ((((000077772222)))) ９９９９９９９９００００－－－－５５５５８８８８２２２２００００
予予予予約約約約ななななししししのののの来来来来院院院院はははは、、、、ごごごご遠遠遠遠慮慮慮慮くくくくだだだだささささいいいい。。。。

夕夕夕夕診診診診はははは、、、、予予予予約約約約のののの方方方方がががが終終終終わわわわりりりり次次次次第第第第、、、、終終終終了了了了ししししまままますすすす。。。。

内内内内科科科科・・・・消消消消化化化化器器器器内内内内科科科科
総合内科専門医・消化器病専門医

消化器内視鏡専門医・ピロリ菌感染症認定医
毎毎毎毎月月月月初初初初回回回回のののの受受受受診診診診時時時時ににににはははは、、、、健健健健康康康康保保保保険険険険証証証証・・・・医医医医療療療療

証証証証ななななどどどどををををごごごご持持持持参参参参くくくくだだだだささささいいいい。。。。

おおおお薬薬薬薬手手手手帳帳帳帳・・・・健健健健診診診診結結結結果果果果・・・・紹紹紹紹介介介介状状状状ななななどどどどををををおおおお持持持持ちちちち

のののの方方方方はははは、、、、診診診診察察察察前前前前にににに受受受受付付付付へへへへおおおお出出出出ししししくくくくだだだだささささいいいい。。。。

五五五五輪輪輪輪強強強強行行行行、、、、ココココロロロロナナナナ第第第第５５５５波波波波へへへへ
新新新新型型型型ココココロロロロナナナナウウウウイイイイルルルルスススス感感感感染染染染症症症症（（（（ＣＣＣＣＯＯＯＯＶＶＶＶＩＩＩＩＤＤＤＤ－－－－１１１１９９９９））））はははは、、、、６６６６月月月月２２２２７７７７日日日日現現現現在在在在、、、、世世世世界界界界のののの感感感感染染染染者者者者数数数数約約約約１１１１億億億億

８８８８千千千千万万万万人人人人、、、、死死死死亡亡亡亡者者者者数数数数約約約約３３３３９９９９１１１１万万万万人人人人。。。。日日日日本本本本でででではははは、、、、感感感感染染染染者者者者数数数数約約約約７７７７９９９９万万万万５５５５千千千千人人人人、、、、死死死死亡亡亡亡者者者者数数数数１１１１万万万万４４４４６６６６００００００００

人人人人でででですすすす。。。。八八八八尾尾尾尾市市市市のののの感感感感染染染染者者者者数数数数はははは、、、、６６６６月月月月２２２２７７７７日日日日発発発発表表表表分分分分でででで２２２２９９９９５５５５８８８８人人人人でででですすすす。。。。

いいいいよよよよいいいいよよよよ東東東東京京京京五五五五輪輪輪輪がががが強強強強行行行行開開開開催催催催さささされれれれるるるるよよよよううううでででですすすす。。。。天天天天皇皇皇皇陛陛陛陛下下下下のののの「「「「ごごごご懸懸懸懸念念念念」」」」ににににもももも聞聞聞聞くくくく耳耳耳耳ををををももももたたたたずずずず突突突突入入入入

でででですすすす。。。。無無無無能能能能なななな首首首首相相相相とととと思思思思っっっってててていいいいままままししししたたたたがががが、、、、そそそそれれれれ以以以以下下下下とととと思思思思わわわわざざざざるるるるをををを得得得得まままませせせせんんんん。。。。

私私私私のののの予予予予想想想想はははは、、、、五五五五輪輪輪輪開開開開催催催催中中中中（（（（前前前前））））にににに第第第第５５５５波波波波ととととななななりりりり、、、、閉閉閉閉幕幕幕幕（（（（途途途途中中中中でででで中中中中止止止止すすすするるるる根根根根性性性性ははははなななないいいいででででししししょょょょうううう））））

直直直直後後後後にににに再再再再びびびび緊緊緊緊急急急急事事事事態態態態宣宣宣宣言言言言発発発発出出出出、、、、世世世世界界界界中中中中かかかからららら非非非非難難難難さささされれれれ、、、、ささささすすすすががががににににパパパパララララリリリリンンンンピピピピッッッッククククはははは中中中中止止止止ででででししししょょょょううううかかかか。。。。

「「「「五五五五輪輪輪輪にににに関関関関ししししててててはははは万万万万全全全全のののの対対対対策策策策ををををししししたたたたがががが、、、、残残残残念念念念ななななががががらららら国国国国民民民民のののの気気気気のののの緩緩緩緩みみみみののののたたたためめめめにににに再再再再流流流流行行行行ととととななななっっっったたたた」」」」とととと

言言言言ううううののののででででししししょょょょうううう。。。。「「「「五五五五輪輪輪輪はははは無無無無関関関関係係係係だだだだっっっったたたた」」」」とととと、、、、得得得得意意意意のののの閣閣閣閣議議議議決決決決定定定定ををををすすすするるるるかかかかももももししししれれれれまままませせせせんんんん。。。。

首首首首相相相相ににににととととっっっってててて、、、、ワワワワククククチチチチンンンン接接接接種種種種だだだだけけけけがががが感感感感染染染染対対対対策策策策でででですすすすがががが、、、、ワワワワククククチチチチンンンン接接接接種種種種でででで収収収収束束束束ししししたたたたかかかかにににに思思思思わわわわれれれれたたたたイイイイ

ギギギギリリリリススススでででではははは１１１１日日日日のののの新新新新規規規規感感感感染染染染者者者者がががが１１１１万万万万人人人人以以以以上上上上とととと再再再再増増増増加加加加ししししてててていいいいまままますすすす。。。。台台台台湾湾湾湾はははは、、、、１１１１年年年年前前前前ににににはははは感感感感染染染染者者者者数数数数わわわわ

ずずずずかかかか約約約約４４４４００００００００人人人人、、、、死死死死者者者者７７７７人人人人だだだだっっっったたたたののののにににに、、、、１１１１人人人人のののの国国国国際際際際線線線線パパパパイイイイロロロロッッッットトトトがががが持持持持ちちちち込込込込んんんんだだだだウウウウイイイイルルルルススススにににによよよよっっっってててて

一一一一気気気気にににに拡拡拡拡大大大大しししし、、、、感感感感染染染染者者者者数数数数１１１１万万万万４４４４千千千千人人人人、、、、死死死死者者者者６６６６００００００００人人人人ととととななななりりりりままままししししたたたた。。。。変変変変異異異異株株株株のののの拡拡拡拡大大大大がががが大大大大ききききなななな要要要要因因因因でででで

すすすすがががが、、、、イイイイギギギギリリリリススススはははは接接接接種種種種人人人人数数数数をををを増増増増ややややすすすすたたたためめめめにににに２２２２回回回回目目目目のののの接接接接種種種種をををを遅遅遅遅ららららせせせせ、、、、台台台台湾湾湾湾ははははワワワワククククチチチチンンンン接接接接種種種種率率率率ががががかかかかなななな

りりりり低低低低かかかかっっっったたたたこここことととともももも問問問問題題題題だだだだっっっったたたたののののででででししししょょょょうううう。。。。日日日日本本本本ののののワワワワククククチチチチンンンン政政政政策策策策はははは功功功功をををを奏奏奏奏すすすするるるるののののででででししししょょょょううううかかかか。。。。

休診予定 ７７７７／／／／２２２２４４４４（（（（土土土土）））） ８８８８／／／／１１１１４４４４（（（（土土土土）））） １１１１００００／／／／９９９９（（（（土土土土））））

（（（（７７７７月月月月・・・・８８８８月月月月はははは祝祝祝祝日日日日のののの変変変変更更更更ににににごごごご注注注注意意意意くくくくだだだだささささいいいい））））

最最最最新新新新のののの情情情情報報報報はははは、、、、ホホホホーーーームムムムペペペペーーーージジジジととととききききくくくくメメメメーーーールルルルでででで、、、、ごごごご確確確確認認認認くくくくだだだだささささいいいい。。。。

ホームページ：：：：hhhhttttttttpppp::::////////wwwwwwwwwwww....kkkkiiiikkkkuuuucccchhhhiiii----cccclllliiiinnnniiiicccc....ccccoooommmm////
メールマガジン「きくメール」のののの登登登登録録録録ははははここここちちちちららららでででですすすす（（（（ココココロロロロナナナナワワワワククククチチチチンンンン優優優優先先先先予予予予約約約約））））
hhhhttttttttppppssss::::////////wwwwwwwwwwww....mmmmaaaagggg2222....ccccoooommmm////mmmm////0000000000000000222233339999666600003333//// （（（（右右右右ののののＱＱＱＱＲＲＲＲココココーーーードドドドでででで登登登登録録録録ででででききききまままますすすす））））

フェイスブック hhhhttttttttppppssss::::////////wwwwwwwwwwww....ffffaaaacccceeeebbbbooooooookkkk....ccccoooommmm////kkkkiiiikkkkuuuucccchhhhiiiinnnnaaaaiiiikkkkaaaa

ツイッター hhhhttttttttppppssss::::////////wwwwwwwwwwww....ttttwwwwiiiitttttttteeeerrrr....ccccoooommmm////KKKKiiiikkkkuuuucccchhhhiiii____CCCClllliiiinnnniiiicccc （（（（ココココロロロロナナナナ情情情情報報報報））））

救急安心センターおおさか
＃＃＃＃７７７７１１１１１１１１９９９９（（（（ままままたたたたはははは００００６６６６－－－－６６６６５５５５８８８８２２２２－－－－７７７７１１１１１１１１９９９９））））
年年年年中中中中無無無無休休休休２２２２４４４４時時時時間間間間対対対対応応応応のののの救救救救急急急急医医医医療療療療相相相相談談談談窓窓窓窓口口口口でででですすすす。。。。看看看看

護護護護師師師師・・・・医医医医師師師師ななななどどどどがががが相相相相談談談談にににに応応応応じじじじまままますすすす。。。。

診療時間 月 火 水 木 金 土 日祝
午前８時半～ 胃胃胃胃カカカカメメメメララララ・・・・エエエエココココーーーー

××××
午前９～１２ 診診診診察察察察 診診診診察察察察

１２時～

終了まで

胃胃胃胃カカカカメメメメララララ・・・・エエエエココココーーーー

大大大大腸腸腸腸フフフファァァァイイイイババババーーーー

午後５～７ 診診診診察察察察 ×××× 診診診診察察察察 ××××

ククククレレレレジジジジッッッットトトトカカカカーーーードドドド、、、、ＰＰＰＰａａａａｙｙｙｙＰＰＰＰａａａａｙｙｙｙ、、、、楽楽楽楽天天天天ＰＰＰＰａａａａｙｙｙｙ、、、、

ａａａａｕｕｕｕＰＰＰＰａａａａｙｙｙｙ、、、、楽楽楽楽天天天天ＥＥＥＥｄｄｄｄｙｙｙｙ、、、、ｎｎｎｎａａａａｎｎｎｎａａａａｃｃｃｃｏｏｏｏ、、、、ＷＷＷＷＡＡＡＡＯＯＯＯＮＮＮＮ、、、、

ＩＩＩＩＣＣＣＣＯＯＯＯＣＣＣＣＡＡＡＡ等等等等ももももごごごご利利利利用用用用頂頂頂頂けけけけまままますすすす。。。。



菊池内科広報誌 令和３年（２０２１年）７月号（２７１号）(((( 2222 ))))

新新新新型型型型ココココロロロロナナナナののののワワワワククククチチチチンンンン接接接接種種種種ににににつつつついいいいてててて
新新新新型型型型ココココロロロロナナナナワワワワククククチチチチンンンン接接接接種種種種のののの予予予予約約約約にににに関関関関ししししてててて、、、、皆皆皆皆ささささんんんんにににに大大大大変変変変ごごごご迷迷迷迷惑惑惑惑ををををおおおおかかかかけけけけししししたたたたここここととととをををを、、、、おおおお詫詫詫詫びびびび申申申申

しししし上上上上げげげげまままますすすす。。。。

当当当当院院院院でででではははは、、、、７７７７５５５５歳歳歳歳以以以以上上上上のののの方方方方のののの予予予予約約約約をををを５５５５／／／／２２２２１１１１にににに開開開開始始始始、、、、６６６６５５５５歳歳歳歳以以以以上上上上のののの方方方方のののの予予予予約約約約をををを５５５５／／／／２２２２４４４４にににに開開開開始始始始

しししし、、、、５５５５／／／／２２２２８８８８かかかからららら接接接接種種種種をををを開開開開始始始始ししししままままししししたたたた。。。。八八八八尾尾尾尾市市市市内内内内でででではははは、、、、一一一一番番番番早早早早くくくく開開開開始始始始ししししてててていいいいまままますすすす。。。。

当当当当初初初初、、、、１１１１回回回回のののの診診診診察察察察枠枠枠枠でででで１１１１本本本本（（（（６６６６人人人人））））、、、、１１１１週週週週間間間間でででで１１１１００００本本本本（（（（６６６６００００人人人人））））をををを想想想想定定定定ししししままままししししたたたたがががが、、、、ああああっっっっとととといいいい

うううう間間間間にににに７７７７月月月月末末末末ままままででででのののの予予予予約約約約枠枠枠枠がががが一一一一杯杯杯杯ににににななななっっっっててててししししままままいいいい、、、、急急急急ききききょょょょ接接接接種種種種本本本本数数数数をををを２２２２倍倍倍倍ににににししししままままししししたたたた。。。。

かかかかかかかかりりりりつつつつけけけけのののの患患患患者者者者ささささんんんんのののの予予予予約約約約はははは、、、、可可可可能能能能なななな限限限限りりりり繰繰繰繰りりりり上上上上げげげげままままししししたたたたがががが、、、、後後後後でででで予予予予約約約約さささされれれれたたたた方方方方のののの方方方方がががが早早早早いいいい

日日日日時時時時ににににななななっっっったたたたりりりりししししてててて、、、、ごごごご迷迷迷迷惑惑惑惑ををををおおおおかかかかけけけけししししままままししししたたたた。。。。

ささささららららにににに想想想想定定定定外外外外だだだだっっっったたたたののののはははは、、、、ＨＨＨＨ医医医医院院院院ががががワワワワククククチチチチンンンンをををを打打打打たたたたなななないいいい、、、、ＨＨＨＨ診診診診療療療療所所所所でででで予予予予約約約約ををををししししたたたたののののにににに打打打打ててててななななくくくく

ななななっっっったたたた、、、、ＭＭＭＭククククリリリリニニニニッッッッククククででででははははかかかかかかかかりりりりつつつつけけけけででででもももも一一一一部部部部のののの人人人人ししししかかかか受受受受けけけけらららられれれれなななないいいい、、、、等等等等々々々々のののの「「「「ワワワワククククチチチチンンンン難難難難民民民民」」」」

のののの方方方方ががががたたたたくくくくささささんんんん来来来来らららられれれれたたたたここここととととでででですすすす。。。。予予予予約約約約ののののたたたためめめめのののの行行行行列列列列ががががででででききききたたたたここここととととをををを、、、、おおおお詫詫詫詫びびびび申申申申しししし上上上上げげげげまままますすすす。。。。

接接接接種種種種本本本本数数数数がががが当当当当初初初初よよよよりりりり増増増増ええええ、、、、６６６６月月月月下下下下旬旬旬旬かかかかららららししししばばばばららららくくくくはははは１１１１回回回回のののの診診診診察察察察枠枠枠枠でででで４４４４本本本本（（（（２２２２４４４４人人人人））））のののの接接接接種種種種をををを行行行行

ううううここここととととととととななななりりりりままままししししたたたた。。。。待待待待合合合合室室室室のののの混混混混雑雑雑雑やややや、、、、待待待待ちちちち時時時時間間間間等等等等ごごごご迷迷迷迷惑惑惑惑ををををおおおおかかかかけけけけししししてててて申申申申しししし訳訳訳訳あああありりりりまままませせせせんんんん。。。。

６６６６５５５５歳歳歳歳以以以以上上上上のののの方方方方のののの接接接接種種種種はははは、、、、国国国国のののの方方方方針針針針でででではははは７７７７月月月月末末末末ままままででででにににに終終終終わわわわららららせせせせるるるるとととといいいいううううここここととととでででで、、、、１１１１回回回回目目目目のののの接接接接種種種種

７７７７／／／／１１１１００００（（（（土土土土））））がががが、、、、３３３３週週週週後後後後のののの２２２２回回回回目目目目接接接接種種種種がががが７７７７／／／／３３３３１１１１（（（（土土土土））））ととととななななりりりり、、、、一一一一区区区区切切切切りりりりににににななななりりりりまままますすすす。。。。

ここここれれれれ以以以以降降降降ででででもももも高高高高齢齢齢齢者者者者のののの方方方方のののの接接接接種種種種はははは可可可可能能能能でででですすすすがががが、、、、ででででききききるるるるだだだだけけけけ早早早早くくくくおおおお受受受受けけけけくくくくだだだだささささいいいい。。。。

八八八八尾尾尾尾市市市市のののの集集集集団団団団接接接接種種種種がががが、、、、会会会会場場場場をををを増増増増ややややしししし、、、、接接接接種種種種日日日日もももも増増増増ややややししししてててていいいいまままますすすすののののでででで、、、、希希希希望望望望さささされれれれるるるる高高高高齢齢齢齢者者者者全全全全員員員員のののの

接接接接種種種種をををを７７７７月月月月末末末末ままままででででにににに終終終終ええええるるるるとととといいいいうううう国国国国のののの目目目目標標標標もももも可可可可能能能能かかかかももももししししれれれれまままませせせせんんんん。。。。

首首首首相相相相はははは、、、、ワワワワククククチチチチンンンン接接接接種種種種がががが進進進進んんんんででででいいいいるるるるかかかからららら、、、、五五五五輪輪輪輪開開開開催催催催はははは可可可可能能能能とととと言言言言っっっってててていいいいまままますすすすがががが、、、、ボボボボラララランンンンテテテティィィィアアアアへへへへ

のののの接接接接種種種種もももも間間間間にににに合合合合わわわわなななないいいいよよよよううううでででですすすす。。。。ワワワワククククチチチチンンンンにににによよよよるるるる免免免免疫疫疫疫獲獲獲獲得得得得はははは、、、、フフフファァァァイイイイザザザザーーーーののののワワワワククククチチチチンンンンでででではははは、、、、２２２２回回回回

目目目目のののの接接接接種種種種後後後後２２２２週週週週間間間間でででで十十十十分分分分ににににななななるるるるここここととととががががわわわわかかかかっっっってててていいいいまままますすすす。。。。現現現現在在在在、、、、高高高高齢齢齢齢者者者者のののの接接接接種種種種のののの真真真真っっっっ只只只只中中中中でででですすすすがががが、、、、

感感感感染染染染をををを拡拡拡拡げげげげてててていいいいるるるるとととと思思思思わわわわれれれれるるるる若若若若年年年年者者者者のののの接接接接種種種種がががが進進進進ままままなななないいいいとととと、、、、流流流流行行行行のののの沈沈沈沈静静静静化化化化ははははままままだだだだ先先先先のののの話話話話とととと考考考考ええええまままますすすす。。。。

ささささてててて、、、、私私私私はははは４４４４月月月月にににに１１１１回回回回目目目目、、、、５５５５月月月月にににに２２２２回回回回目目目目のののの接接接接種種種種をををを受受受受けけけけままままししししたたたた。。。。ささささてててて免免免免疫疫疫疫ははははででででききききたたたたののののででででししししょょょょううううかかかか。。。。

ここここちちちちららららはははは、、、、昨昨昨昨年年年年採採採採血血血血ししししたたたたココココロロロロナナナナ抗抗抗抗体体体体検検検検査査査査のののの結結結結果果果果でででで、、、、陰陰陰陰性性性性ででででししししたたたた。。。。

そそそそししししてててて、、、、ここここちちちちららららがががが２２２２回回回回目目目目のののの接接接接種種種種後後後後５５５５週週週週目目目目のののの採採採採血血血血結結結結果果果果でででですすすす。。。。見見見見事事事事にににに抗抗抗抗体体体体ががががででででききききてててていいいいまままますすすす！！！！

問問問問題題題題はははは、、、、ここここのののの免免免免疫疫疫疫ががががどどどどれれれれくくくくららららいいいい持持持持続続続続すすすするるるるかかかかでででですすすす。。。。海海海海外外外外のののの調調調調査査査査でででではははは、、、、６６６６かかかか月月月月はははは大大大大丈丈丈丈夫夫夫夫だだだだそそそそううううでででですすすす。。。。

とととといいいいううううここここととととはははは・・・・・・・・・・・・ 免免免免疫疫疫疫（（（（抗抗抗抗体体体体））））がががが残残残残っっっってててていいいいるるるる間間間間にににに、、、、追追追追加加加加のののの接接接接種種種種がががが必必必必要要要要かかかかももももとととといいいいううううここここととととでででですすすす。。。。

そそそそれれれれがががが、、、、９９９９かかかか月月月月後後後後かかかか、、、、１１１１年年年年後後後後ななななののののかかかか早早早早くくくく知知知知りりりりたたたたいいいいととととこここころろろろでででですすすす。。。。



菊池内科広報誌 令和３年（２０２１年）７月号（２７１号） (((( 3333 ))))

新新新新型型型型ココココロロロロナナナナののののワワワワククククチチチチンンンン接接接接種種種種ににににつつつついいいいてててて
今今今今月月月月号号号号のののの原原原原稿稿稿稿締締締締めめめめ切切切切りりりりはははは、、、、６６６６月月月月２２２２７７７７日日日日ででででししししたたたた。。。。そそそそれれれれ以以以以降降降降のののの最最最最新新新新のののの情情情情報報報報はははは、、、、八八八八尾尾尾尾市市市市ホホホホーーーームムムムペペペペーーーージジジジ、、、、

当当当当院院院院ホホホホーーーームムムムペペペペーーーージジジジ、、、、ツツツツイイイイッッッッタタタターーーー、、、、メメメメーーーールルルルママママガガガガジジジジンンンン「「「「ききききくくくくメメメメーーーールルルル」」」」等等等等ににににててててごごごご確確確確認認認認くくくくだだだだささささいいいい。。。。

他他他他院院院院でででで投投投投薬薬薬薬をををを受受受受けけけけてててておおおおらららられれれれるるるる方方方方はははは１１１１回回回回目目目目にににに「「「「おおおお薬薬薬薬手手手手帳帳帳帳」」」」をををを必必必必ずずずずごごごご持持持持参参参参くくくくだだだだささささいいいい。。。。

１１１１回回回回目目目目・・・・２２２２回回回回目目目目とととともももも接接接接種種種種日日日日にににに、、、、接接接接種種種種券券券券ををををくくくくれれれれぐぐぐぐれれれれももももおおおお忘忘忘忘れれれれににににななななららららなななないいいいよよよようううう、、、、おおおお願願願願いいいいいいいいたたたたししししまままますすすす。。。。

接接接接種種種種券券券券をををを予予予予診診診診票票票票にににに貼貼貼貼っっっってててて来来来来らららられれれれるるるる方方方方ががががおおおおらららられれれれまままますすすすがががが、、、、接接接接種種種種券券券券のののの台台台台紙紙紙紙にににに、、、、ワワワワククククチチチチンンンンののののシシシシーーーールルルルをををを貼貼貼貼るるるる

必必必必要要要要ががががあああありりりりまままますすすす（（（（接接接接種種種種証証証証明明明明ににににななななりりりりまままますすすす））））ののののでででで、、、、必必必必ずずずず台台台台紙紙紙紙ごごごごととととおおおお持持持持ちちちちくくくくだだだだささささいいいい。。。。

八八八八尾尾尾尾市市市市のののの集集集集団団団団接接接接種種種種のののの会会会会場場場場はははは、、、、下下下下記記記記のののの４４４４かかかか所所所所にににに増増増増ええええ、、、、接接接接種種種種日日日日もももも追追追追加加加加さささされれれれままままししししたたたた。。。。

６６６６４４４４歳歳歳歳以以以以下下下下のののの方方方方のののの接接接接種種種種券券券券発発発発送送送送おおおおよよよよびびびび集集集集団団団団接接接接種種種種のののの予予予予約約約約開開開開始始始始はははは、、、、当当当当初初初初よよよよりりりりかかかかななななりりりり前前前前倒倒倒倒ししししににににななななりりりりままままししししたたたた。。。。

・・・・６６６６／／／／２２２２８８８８（（（（月月月月））））～～～～ 基基基基礎礎礎礎疾疾疾疾患患患患をををを有有有有すすすするるるる方方方方へへへへのののの接接接接種種種種券券券券発発発発送送送送 →→→→ 到到到到着着着着次次次次第第第第予予予予約約約約開開開開始始始始

（（（（申申申申請請請請ししししたたたた方方方方ののののみみみみでででですすすすがががが、、、、申申申申請請請請期期期期間間間間ははははすすすすででででにににに終終終終了了了了ししししてててていいいいまままますすすす））））

・・・・７７７７／／／／６６６６（（（（火火火火）））） ６６６６００００～～～～６６６６４４４４歳歳歳歳のののの接接接接種種種種券券券券発発発発送送送送 →→→→ ７７７７／／／／１１１１９９９９（（（（月月月月））））集集集集団団団団接接接接種種種種のののの予予予予約約約約開開開開始始始始

・・・・７７７７／／／／８８８８（（（（木木木木）））） ５５５５００００～～～～５５５５９９９９歳歳歳歳のののの接接接接種種種種券券券券発発発発送送送送 →→→→ ７７７７／／／／２２２２１１１１（（（（水水水水））））集集集集団団団団接接接接種種種種のののの予予予予約約約約開開開開始始始始

・・・・７７７７／／／／１１１１３３３３（（（（火火火火））））４４４４００００～～～～４４４４９９９９歳歳歳歳のののの接接接接種種種種券券券券発発発発送送送送 →→→→ ７７７７／／／／２２２２６６６６（（（（月月月月））））集集集集団団団団接接接接種種種種のののの予予予予約約約約開開開開始始始始

・・・・７７７７／／／／１１１１５５５５（（（（木木木木））））１１１１２２２２～～～～３３３３９９９９歳歳歳歳のののの接接接接種種種種券券券券発発発発送送送送 →→→→ ７７７７／／／／２２２２８８８８（（（（水水水水））））集集集集団団団団接接接接種種種種のののの予予予予約約約約開開開開始始始始

集集集集団団団団接接接接種種種種のののの予予予予約約約約はははは、、、、イイイインンンンタタタターーーーネネネネッッッットトトト ああああるるるるいいいいはははは ココココーーーールルルルセセセセンンンンタタタターーーー でででで受受受受けけけけ付付付付けけけけてててていいいいまままますすすす。。。。

ＴＴＴＴＥＥＥＥＬＬＬＬ ００００５５５５７７７７００００－－－－００００００００８８８８－－－－６６６６３３３３３３３３（（（（平平平平日日日日午午午午前前前前９９９９時時時時～～～～午午午午後後後後５５５５時時時時））））

当当当当院院院院ででででのののの予予予予約約約約状状状状況況況況でででですすすす。。。。

当当当当院院院院でででではははは、、、、６６６６／／／／１１１１４４４４かかかからららら６６６６４４４４歳歳歳歳以以以以下下下下のののの方方方方のののの予予予予約約約約をををを開開開開始始始始ししししてててていいいいまままますすすす。。。。

八八八八尾尾尾尾市市市市のののの集集集集団団団団接接接接種種種種とととと違違違違いいいい、、、、接接接接種種種種券券券券がががが届届届届くくくく前前前前かかかからららら予予予予約約約約はははは可可可可能能能能でででですすすす。。。。たたたただだだだしししし、、、、接接接接種種種種日日日日にににに接接接接種種種種券券券券ががががなななな

いいいいとととと接接接接種種種種ででででききききまままませせせせんんんんののののでででで、、、、ごごごご自自自自身身身身ででででよよよよくくくく確確確確認認認認のののの上上上上、、、、予予予予約約約約ををををおおおお願願願願いいいいいいいいたたたたししししまままますすすす。。。。

６６６６月月月月末末末末時時時時点点点点でででではははは、、、、かかかかかかかかりりりりつつつつけけけけのののの方方方方だだだだけけけけ、、、、受受受受付付付付窓窓窓窓口口口口ままままたたたたははははメメメメーーーールルルル（（（（当当当当院院院院メメメメーーーールルルルママママガガガガジジジジンンンン「「「「ききききくくくくメメメメーーーー

ルルルル」」」」経経経経由由由由））））でででで予予予予約約約約をををを受受受受けけけけ付付付付けけけけてててていいいいまままますすすす。。。。

かかかかかかかかりりりりつつつつけけけけででででなななないいいい方方方方のののの予予予予約約約約はははは、、、、メメメメーーーールルルルののののみみみみでででで、、、、開開開開始始始始日日日日ははははメメメメーーーールルルルママママガガガガジジジジンンンンででででおおおお知知知知ららららせせせせししししまままますすすす。。。。

メールマガジン「きくメール」のののの登登登登録録録録ははははここここちちちちららららでででですすすす
hhhhttttttttppppssss::::////////wwwwwwwwwwww....mmmmaaaagggg2222....ccccoooommmm////mmmm////0000000000000000222233339999666600003333//// （（（（右右右右ののののＱＱＱＱＲＲＲＲココココーーーードドドドでででで登登登登録録録録ででででききききまままますすすす））））

※※※※携携携携帯帯帯帯電電電電話話話話のののの場場場場合合合合、、、、@@@@mmmmaaaagggg2222tttteeeeggggaaaammmmiiii....ccccoooommmm のののの受受受受信信信信許許許許可可可可がががが必必必必要要要要でででですすすす。。。。

※※※※当当当当院院院院かかかかららららのののの予予予予約約約約確確確確認認認認メメメメーーーールルルルのののの受受受受信信信信ににににはははは、、、、@@@@kkkkiiiikkkkuuuucccchhhhiiii----cccclllliiiinnnniiiicccc....ccccoooommmm のののの受受受受信信信信許許許許可可可可がががが

必必必必要要要要でででですすすす。。。。（（（（どどどどちちちちららららもももも、、、、着着着着信信信信拒拒拒拒否否否否ををををししししてててていいいいなななないいいい場場場場合合合合はははは不不不不要要要要でででですすすす））））

集集集集団団団団接接接接種種種種のののの会会会会場場場場 接接接接種種種種曜曜曜曜日日日日

八八八八尾尾尾尾市市市市生生生生涯涯涯涯学学学学習習習習セセセセンンンンタタタターーーー（（（（旭旭旭旭ヶヶヶヶ丘丘丘丘５５５５－－－－８８８８５５５５－－－－１１１１６６６６）））） 火火火火～～～～日日日日

大大大大阪阪阪阪府府府府中中中中部部部部広広広広域域域域防防防防災災災災拠拠拠拠点点点点（（（（空空空空港港港港１１１１－－－－２２２２００００９９９９－－－－７７７７）））） 土土土土・・・・日日日日・・・・祝祝祝祝

八八八八尾尾尾尾市市市市立立立立病病病病院院院院（（（（龍龍龍龍華華華華町町町町１１１１－－－－３３３３－－－－１１１１）））） 土土土土・・・・日日日日（（（（特特特特定定定定日日日日））））

八八八八尾尾尾尾市市市市立立立立総総総総合合合合体体体体育育育育館館館館「「「「ウウウウイイイインンンンググググ」」」」（（（（青青青青山山山山町町町町３３３３－－－－５５５５－－－－２２２２４４４４）））） 毎毎毎毎日日日日（（（（7777////11112222～～～～））））
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当当当当院院院院でででではははは、、、、フフフファァァァイイイイザザザザーーーーののののワワワワククククチチチチンンンンをををを使使使使用用用用ししししてててておおおおりりりり、、、、３３３３週週週週間間間間のののの間間間間隔隔隔隔でででで２２２２回回回回のののの接接接接種種種種がががが必必必必要要要要でででですすすす。。。。

主主主主なななな副副副副反反反反応応応応はははは、、、、接接接接種種種種部部部部位位位位のののの腫腫腫腫れれれれ・・・・痛痛痛痛みみみみ、、、、発発発発熱熱熱熱、、、、頭頭頭頭痛痛痛痛、、、、全全全全身身身身倦倦倦倦怠怠怠怠感感感感ななななどどどどでででですすすす。。。。ここここれれれれららららのののの副副副副反反反反応応応応はははは、、、、

数数数数日日日日でででで自自自自然然然然にににに回回回回復復復復すすすするるるるここここととととががががほほほほととととんんんんどどどどでででですすすす。。。。

副副副副反反反反応応応応はははは「「「「１１１１回回回回目目目目よよよよりりりり２２２２回回回回目目目目」「「「「高高高高齢齢齢齢者者者者よよよよりりりり若若若若いいいい方方方方」」」」「「「「男男男男性性性性よよよよりりりり女女女女性性性性」」」」にににに多多多多いいいいでででですすすす。。。。
接接接接種種種種日日日日はははは、、、、２２２２回回回回目目目目のののの副副副副反反反反応応応応をををを見見見見込込込込んんんんでででで、、、、２２２２回回回回目目目目のののの接接接接種種種種日日日日（（（（接接接接種種種種後後後後２２２２，，，，３３３３日日日日はははは大大大大事事事事なななな用用用用事事事事をををを入入入入れれれれなななな

いいいい））））をををを決決決決めめめめ、、、、そそそそのののの３３３３週週週週間間間間前前前前のののの同同同同じじじじ曜曜曜曜日日日日にににに１１１１回回回回目目目目のののの予予予予約約約約ををををししししてててていいいいたたたただだだだくくくくここここととととををををおおおお勧勧勧勧めめめめししししまままますすすす。。。。

副副副副反反反反応応応応ににににはははは、、、、解解解解熱熱熱熱鎮鎮鎮鎮痛痛痛痛剤剤剤剤（（（（アアアアセセセセトトトトアアアアミミミミノノノノフフフフェェェェンンンン等等等等））））をををを使使使使用用用用可可可可能能能能でででですすすす。。。。副副副副反反反反応応応応がががが出出出出ててててかかかからららら処処処処方方方方すすすす

るるるる場場場場合合合合はははは保保保保険険険険診診診診療療療療でででですすすすがががが、、、、予予予予防防防防的的的的なななな処処処処方方方方はははは保保保保険険険険診診診診療療療療のののの適適適適用用用用外外外外でででですすすすののののでででで、、、、当当当当院院院院でででではははは自自自自費費費費診診診診療療療療ととととししししてててて、、、、

アアアアセセセセトトトトアアアアミミミミノノノノフフフフェェェェンンンン（（（（商商商商品品品品名名名名カカカカロロロロナナナナーーーールルルル））））５５５５回回回回分分分分をををを３３３３００００００００円円円円（（（（税税税税込込込込））））でででで処処処処方方方方ししししまままますすすす。。。。

ななななおおおお、、、、かかかかかかかかりりりりつつつつけけけけのののの方方方方でででで、、、、おおおお持持持持ちちちちのののの病病病病気気気気にににによよよよっっっっててててはははは保保保保険険険険診診診診療療療療でででで処処処処方方方方可可可可能能能能なななな場場場場合合合合ももももあああありりりりまままますすすす。。。。

副副副副反反反反応応応応のののの相相相相談談談談はははは、、、、大大大大阪阪阪阪府府府府専専専専門門門門相相相相談談談談窓窓窓窓口口口口 ＴＴＴＴＥＥＥＥＬＬＬＬ ００００５５５５７７７７００００－－－－００００１１１１２２２２－－－－３３３３３３３３６６６６（（（（２２２２４４４４時時時時間間間間））））

八八八八尾尾尾尾市市市市以以以以外外外外のののの集集集集団団団団接接接接種種種種会会会会場場場場（（（（ワワワワククククチチチチンンンンははははモモモモデデデデルルルルナナナナでででで４４４４週週週週間間間間隔隔隔隔））））

自自自自衛衛衛衛隊隊隊隊大大大大規規規規模模模模接接接接種種種種セセセセンンンンタタタターーーー 場場場場所所所所：：：：大大大大阪阪阪阪府府府府立立立立国国国国際際際際会会会会議議議議場場場場（（（（ググググラララランンンンキキキキュュュューーーーブブブブ大大大大阪阪阪阪））））（（（（北北北北区区区区中中中中之之之之島島島島））））

最最最最寄寄寄寄駅駅駅駅はははは、、、、京京京京阪阪阪阪電電電電車車車車中中中中之之之之島島島島線線線線「「「「中中中中之之之之島島島島」」」」

接接接接種種種種時時時時間間間間：：：：毎毎毎毎日日日日午午午午前前前前８８８８時時時時かかかからららら午午午午後後後後８８８８時時時時

予予予予約約約約はははは、、、、防防防防衛衛衛衛省省省省ののののウウウウェェェェブブブブササササイイイイトトトト、、、、ＬＬＬＬＩＩＩＩＮＮＮＮＥＥＥＥ、、、、電電電電話話話話でででですすすす。。。。

問問問問いいいい合合合合わわわわせせせせ・・・・予予予予約約約約先先先先：：：：００００５５５５７７７７００００－－－－００００８８８８００００－－－－７７７７７７７７００００（（（（毎毎毎毎日日日日 午午午午前前前前７７７７時時時時～～～～午午午午後後後後９９９９時時時時））））

新新新新大大大大阪阪阪阪駅駅駅駅、、、、大大大大阪阪阪阪駅駅駅駅、、、、ななななんんんんばばばば駅駅駅駅、、、、天天天天王王王王寺寺寺寺駅駅駅駅かかかからららら無無無無料料料料ババババススススががががあああありりりりまままますすすす。。。。

大大大大阪阪阪阪府府府府ココココロロロロナナナナワワワワククククチチチチンンンン接接接接種種種種セセセセンンンンタタタターーーー 場場場場所所所所：：：：ママママイイイイドドドドーーーームムムムおおおおおおおおささささかかかか（（（（大大大大阪阪阪阪市市市市中中中中央央央央区区区区本本本本町町町町橋橋橋橋２２２２－－－－５５５５））））

最最最最寄寄寄寄駅駅駅駅はははは、、、、地地地地下下下下鉄鉄鉄鉄谷谷谷谷町町町町線線線線「「「「谷谷谷谷町町町町４４４４丁丁丁丁目目目目」」」」ままままたたたたはははは、、、、堺堺堺堺筋筋筋筋線線線線「「「「堺堺堺堺筋筋筋筋本本本本町町町町」」」」

接接接接種種種種時時時時間間間間：：：：毎毎毎毎日日日日午午午午前前前前９９９９時時時時かかかからららら午午午午後後後後９９９９時時時時

予予予予約約約約はははは、、、、ウウウウェェェェブブブブササササイイイイトトトトままままたたたたははははＬＬＬＬＩＩＩＩＮＮＮＮＥＥＥＥののののみみみみでででで、、、、毎毎毎毎週週週週火火火火曜曜曜曜日日日日正正正正午午午午かかかからららら翌翌翌翌週週週週火火火火～～～～月月月月のののの７７７７日日日日間間間間をををを予予予予約約約約。。。。

上上上上記記記記２２２２会会会会場場場場でででで接接接接種種種種をををを受受受受けけけけるるるるににににはははは、、、、専専専専用用用用のののの接接接接種種種種券券券券がががが必必必必要要要要でででですすすす。。。。ごごごご希希希希望望望望のののの方方方方はははは、、、、ここここちちちちららららへへへへおおおお問問問問いいいい合合合合

わわわわせせせせくくくくだだだだささささいいいい。。。。八八八八尾尾尾尾市市市市新新新新型型型型ココココロロロロナナナナワワワワククククチチチチンンンンココココーーーールルルルセセセセンンンンタタタターーーー ＴＴＴＴＥＥＥＥＬＬＬＬ００００５５５５７７７７００００－－－－００００００００８８８８－－－－６６６６３３３３３３３３

今今今今年年年年７７７７月月月月・・・・８８８８月月月月はははは、、、、祝祝祝祝日日日日のののの変変変変更更更更ににににごごごご注注注注意意意意くくくくだだだだささささいいいい

「「「「海海海海のののの日日日日」」」」７７７７月月月月１１１１９９９９日日日日（（（（月月月月）））） →→→→ ７７７７月月月月２２２２２２２２日日日日（（（（木木木木））））

「「「「ススススポポポポーーーーツツツツのののの日日日日」」」」１１１１００００月月月月１１１１１１１１日日日日（（（（月月月月）））） →→→→ ７７７７月月月月２２２２３３３３日日日日（（（（金金金金曜曜曜曜日日日日））））

「「「「山山山山のののの日日日日」」」」８８８８月月月月１１１１１１１１日日日日（（（（水水水水）））） →→→→ ８８８８月月月月８８８８日日日日（（（（日日日日））））

７７７７／／／／２２２２４４４４（（（（土土土土））））

８８８８／／／／１１１１４４４４（（（（土土土土））））

はははは当当当当院院院院都都都都合合合合ににににてててて

休休休休診診診診ととととささささせせせせてててていいいい

たたたただだだだききききまままますすすす。。。。ごごごご

了了了了承承承承くくくくだだだだささささいいいい。。。。

令令令令和和和和３３３３年年年年７７７７月月月月 １１１１ ２２２２ ３３３３
４４４４ ５５５５ ６６６６ ７７７７ ８８８８ ９９９９ １１１１００００
１１１１１１１１ １１１１２２２２ １１１１３３３３ １１１１４４４４ １１１１５５５５ １１１１６６６６ １１１１７７７７
１１１１８８８８ １１１１９９９９ ２２２２００００ ２２２２１１１１ ２２２２２２２２ ２２２２３３３３ ２２２２４４４４
２２２２５５５５ ２２２２６６６６ ２２２２７７７７ ２２２２８８８８ ２２２２９９９９ ３３３３００００ ３３３３１１１１

１１１１ ２２２２ ３３３３ ４４４４ ５５５５ ６６６６ ７７７７
８８８８ ９９９９ １１１１００００ １１１１１１１１ １１１１２２２２ １１１１３３３３ １１１１４４４４
１１１１５５５５ １１１１６６６６ １１１１７７７７ １１１１８８８８ １１１１９９９９ ２２２２００００ ２２２２１１１１
２２２２２２２２ ２２２２３３３３ ２２２２４４４４ ２２２２５５５５ ２２２２６６６６ ２２２２７７７７ ２２２２８８８８
２２２２９９９９ ３３３３００００ ３３３３１１１１ 令令令令和和和和３３３３年年年年８８８８月月月月
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６６６６５５５５歳歳歳歳未未未未満満満満のののの方方方方はははは、、、、基基基基礎礎礎礎疾疾疾疾患患患患（（（（下下下下表表表表））））ののののああああるるるる方方方方がががが、、、、優優優優先先先先ととととななななりりりりまままますすすす。。。。

八八八八尾尾尾尾市市市市かかかかららららのののの優優優優先先先先送送送送付付付付のののの申申申申請請請請期期期期間間間間ははははすすすすででででにににに終終終終了了了了ししししてててていいいいまままますすすすののののでででで、、、、申申申申請請請請さささされれれれてててていいいいなななないいいい方方方方はははは年年年年齢齢齢齢別別別別のののの

発発発発送送送送日日日日ととととななななりりりりまままますすすす。。。。基基基基礎礎礎礎疾疾疾疾患患患患のののの有有有有無無無無はははは、、、、自自自自己己己己申申申申告告告告でででですすすすがががが、、、、おおおお薬薬薬薬手手手手帳帳帳帳ななななどどどどををををごごごご持持持持参参参参くくくくだだだだささささいいいい。。。。

「「「「血血血血ををををササササララララササササララララににににすすすするるるる薬薬薬薬」」」」をををを服服服服用用用用中中中中のののの場場場場合合合合はははは、、、、出出出出血血血血予予予予防防防防ののののたたたためめめめにににに接接接接種種種種部部部部位位位位をををを２２２２分分分分以以以以上上上上つつつつよよよよくくくく圧圧圧圧迫迫迫迫

ししししてててていいいいたたたただだだだききききまままますすすす。。。。

※※※※問問問問いいいい合合合合わわわわせせせせ先先先先：：：：新新新新型型型型ココココロロロロナナナナウウウウイイイイルルルルススススワワワワククククチチチチンンンン接接接接種種種種ココココーーーールルルルセセセセンンンンタタタターーーー

ＴＴＴＴＥＥＥＥＬＬＬＬ ００００５５５５７７７７００００－－－－００００００００８８８８－－－－６６６６６６６６３３３３（（（（平平平平日日日日午午午午前前前前９９９９時時時時～～～～午午午午後後後後５５５５時時時時））））

基基基基礎礎礎礎疾疾疾疾患患患患のののの範範範範囲囲囲囲（（（（３３３３／／／／１１１１８８８８時時時時点点点点）））） 当当当当院院院院にににに通通通通院院院院中中中中のののの方方方方のののの例例例例

（（（（１１１１）））） 以以以以下下下下のののの病病病病気気気気やややや状状状状態態態態のののの方方方方でででで、、、、通通通通院院院院／／／／入入入入院院院院ししししてててていいいいるるるる方方方方

１１１１ 慢慢慢慢性性性性のののの呼呼呼呼吸吸吸吸器器器器のののの病病病病気気気気
気気気気管管管管支支支支喘喘喘喘息息息息、、、、ＣＣＣＣＯＯＯＯＰＰＰＰＤＤＤＤ（（（（慢慢慢慢

性性性性閉閉閉閉塞塞塞塞性性性性肺肺肺肺疾疾疾疾患患患患））））等等等等

２２２２ 慢慢慢慢性性性性のののの心心心心臓臓臓臓病病病病（（（（高高高高血血血血圧圧圧圧をををを含含含含むむむむ））））
高高高高血血血血圧圧圧圧、、、、心心心心不不不不全全全全、、、、狭狭狭狭心心心心症症症症、、、、

心心心心筋筋筋筋梗梗梗梗塞塞塞塞、、、、心心心心臓臓臓臓弁弁弁弁膜膜膜膜症症症症等等等等

３３３３ 慢慢慢慢性性性性のののの腎腎腎腎臓臓臓臓病病病病
ＩＩＩＩｇｇｇｇＡＡＡＡ腎腎腎腎症症症症、、、、慢慢慢慢性性性性腎腎腎腎不不不不全全全全、、、、

ネネネネフフフフロロロローーーーゼゼゼゼ等等等等

４４４４ 慢慢慢慢性性性性のののの肝肝肝肝臓臓臓臓病病病病（（（（肝肝肝肝硬硬硬硬変変変変等等等等））））
肝肝肝肝硬硬硬硬変変変変、、、、自自自自己己己己免免免免疫疫疫疫性性性性肝肝肝肝炎炎炎炎、、、、

原原原原発発発発性性性性胆胆胆胆汁汁汁汁性性性性胆胆胆胆管管管管炎炎炎炎等等等等

５５５５
イイイインンンンススススリリリリンンンンやややや飲飲飲飲みみみみ薬薬薬薬でででで治治治治療療療療中中中中のののの糖糖糖糖尿尿尿尿病病病病

又又又又はははは他他他他のののの病病病病気気気気をををを併併併併発発発発ししししてててていいいいるるるる糖糖糖糖尿尿尿尿病病病病
１１１１型型型型糖糖糖糖尿尿尿尿病病病病、、、、２２２２型型型型糖糖糖糖尿尿尿尿病病病病

６６６６ 血血血血液液液液のののの病病病病気気気気（（（（鉄鉄鉄鉄欠欠欠欠乏乏乏乏性性性性貧貧貧貧血血血血をををを除除除除くくくく）））） 血血血血小小小小板板板板減減減減少少少少症症症症等等等等

７７７７ 免免免免疫疫疫疫のののの機機機機能能能能がががが低低低低下下下下すすすするるるる病病病病気気気気（（（（治治治治療療療療中中中中のののの悪悪悪悪性性性性腫腫腫腫瘍瘍瘍瘍をををを含含含含むむむむ）））） 抗抗抗抗ががががんんんん剤剤剤剤治治治治療療療療中中中中

８８８８
スススステテテテロロロロイイイイドドドドななななどどどど、、、、免免免免疫疫疫疫のののの機機機機能能能能をををを低低低低下下下下ささささせせせせるるるる治治治治療療療療をををを受受受受けけけけてててていいいい

るるるる
関関関関節節節節リリリリウウウウママママチチチチ等等等等

９９９９ 免免免免疫疫疫疫のののの異異異異常常常常にににに伴伴伴伴うううう神神神神経経経経疾疾疾疾患患患患やややや神神神神経経経経筋筋筋筋疾疾疾疾患患患患

１１１１００００
神神神神経経経経疾疾疾疾患患患患やややや神神神神経経経経筋筋筋筋疾疾疾疾患患患患がががが原原原原因因因因でででで身身身身体体体体のののの機機機機能能能能がががが衰衰衰衰ええええたたたた状状状状態態態態

（（（（呼呼呼呼吸吸吸吸障障障障害害害害等等等等））））

１１１１１１１１ 染染染染色色色色体体体体異異異異常常常常

１１１１２２２２
重重重重症症症症心心心心身身身身障障障障ががががいいいい

（（（（重重重重度度度度のののの肢肢肢肢体体体体不不不不自自自自由由由由とととと重重重重度度度度のののの知知知知的的的的障障障障ががががいいいいがががが重重重重複複複複ししししたたたた状状状状態態態態））））

１１１１３３３３ 睡睡睡睡眠眠眠眠時時時時無無無無呼呼呼呼吸吸吸吸症症症症候候候候群群群群 ＣＣＣＣＰＰＰＰＡＡＡＡＰＰＰＰ治治治治療療療療中中中中

１１１１４４４４

重重重重いいいい精精精精神神神神疾疾疾疾患患患患（（（（精精精精神神神神疾疾疾疾患患患患ののののたたたためめめめ入入入入院院院院中中中中、、、、精精精精神神神神障障障障害害害害者者者者保保保保健健健健福福福福

祉祉祉祉手手手手帳帳帳帳をををを所所所所持持持持、、、、自自自自立立立立支支支支援援援援医医医医療療療療でででで「「「「重重重重度度度度かかかかつつつつ継継継継続続続続」」」」にににに該該該該当当当当すすすす

るるるる場場場場合合合合））））やややや知知知知的的的的障障障障ががががいいいい（（（（療療療療育育育育手手手手帳帳帳帳をををを所所所所持持持持ししししてててていいいいるるるる場場場場合合合合））））

（（（（２２２２）））） 基基基基準準準準（（（（ＢＢＢＢＭＭＭＭＩＩＩＩ３３３３００００以以以以上上上上））））をををを満満満満たたたたすすすす肥肥肥肥満満満満のののの方方方方
ＢＢＢＢＭＭＭＭＩＩＩＩ＝＝＝＝体体体体重重重重((((kkkkgggg))))÷÷÷÷身身身身長長長長

((((ｍｍｍｍ))))÷÷÷÷身身身身長長長長((((ｍｍｍｍ))))



菊池内科広報誌 令和３年（２０２１年）７月号（２７１号）(((( 6666 ))))

発発発発熱熱熱熱等等等等のののの診診診診療療療療ににににつつつついいいいててててののののおおおお願願願願いいいい
当当当当院院院院はははは、、、、八八八八尾尾尾尾市市市市とととと「「「「行行行行政政政政検検検検査査査査のののの委委委委託託託託契契契契約約約約」」」」をををを結結結結んんんんだだだだ、、、、「「「「診診診診療療療療・・・・検検検検査査査査医医医医療療療療機機機機関関関関」」」」でででですすすす。。。。

新新新新型型型型ココココロロロロナナナナウウウウイイイイルルルルスススス感感感感染染染染症症症症（（（（以以以以下下下下、、、、ココココロロロロナナナナ））））のののの検検検検査査査査（（（（抗抗抗抗原原原原定定定定性性性性検検検検査査査査））））をををを保保保保険険険険診診診診療療療療（（（（ココココロロロロナナナナのののの検検検検査査査査

料料料料ののののみみみみ自自自自己己己己負負負負担担担担ななななしししし））））でででで行行行行っっっってててていいいいまままますすすす。。。。

今今今今回回回回のののの原原原原稿稿稿稿締締締締めめめめ切切切切りりりり時時時時点点点点でででではははは、、、、八八八八尾尾尾尾市市市市内内内内のののの新新新新規規規規患患患患者者者者数数数数はははは１１１１日日日日数数数数人人人人ととととななななっっっってててていいいいまままますすすすがががが、、、、油油油油断断断断はははは禁禁禁禁

物物物物でででですすすす。。。。

当当当当院院院院でででではははは、、、、発発発発熱熱熱熱患患患患者者者者ささささんんんんのののの診診診診察察察察・・・・検検検検査査査査のののの対対対対象象象象はははは「「「「かかかかかかかかりりりりつつつつけけけけのののの患患患患者者者者ささささんんんん」」」」ののののみみみみととととししししてててていいいいまままますすすす。。。。

１１１１．．．．気気気気ににににななななるるるる症症症症状状状状ががががああああるるるる場場場場合合合合ににににはははは、、、、電電電電話話話話ででででごごごご相相相相談談談談くくくくだだだだささささいいいい。。。。

ココココロロロロナナナナのののの症症症症状状状状はははは、、、、普普普普通通通通のののの風風風風邪邪邪邪とととと区区区区別別別別すすすするるるるののののはははは難難難難ししししいいいいでででですすすす。。。。発発発発熱熱熱熱、、、、咳咳咳咳、、、、ののののどどどどのののの痛痛痛痛みみみみ、、、、全全全全身身身身倦倦倦倦怠怠怠怠感感感感、、、、

筋筋筋筋肉肉肉肉痛痛痛痛、、、、頭頭頭頭痛痛痛痛、、、、等等等等ののののいいいいわわわわゆゆゆゆるるるる「「「「風風風風邪邪邪邪」」」」のののの症症症症状状状状はははは、、、、ココココロロロロナナナナのののの可可可可能能能能性性性性をををを否否否否定定定定ででででききききまままませせせせんんんん。。。。

若若若若いいいい方方方方のののの場場場場合合合合、、、、味味味味覚覚覚覚障障障障害害害害（（（（味味味味ががががおおおおかかかかししししいいいい、、、、感感感感じじじじなななないいいい））））、、、、嗅嗅嗅嗅覚覚覚覚障障障障害害害害（（（（ににににおおおおいいいいをををを感感感感じじじじなななないいいい））））がががが結結結結構構構構
み か く きゅうかく

多多多多いいいいよよよよううううでででですすすす。。。。今今今今ままままででででにににに感感感感じじじじたたたたここここととととののののなななないいいい「「「「息息息息苦苦苦苦ししししささささ・・・・呼呼呼呼吸吸吸吸困困困困難難難難」」」」はははは肺肺肺肺炎炎炎炎をををを疑疑疑疑うううう症症症症状状状状でででですすすす。。。。

たたたただだだだのののの「「「「風風風風邪邪邪邪」」」」ででででははははなななないいいいとととと感感感感じじじじたたたたらららら、、、、早早早早めめめめののののごごごご相相相相談談談談ををををおおおお願願願願いいいいししししまままますすすす。。。。

たたたただだだだしししし、、、、ココココロロロロナナナナ感感感感染染染染者者者者のののの濃濃濃濃厚厚厚厚接接接接触触触触者者者者のののの方方方方はははは、、、、保保保保健健健健所所所所のののの指指指指示示示示にににに従従従従っっっっててててくくくくだだだだささささいいいい。。。。

・・・・八八八八尾尾尾尾市市市市新新新新型型型型ココココロロロロナナナナ受受受受診診診診相相相相談談談談セセセセンンンンタタタターーーー（（（（八八八八尾尾尾尾市市市市保保保保健健健健所所所所内内内内））））

ＴＴＴＴＥＥＥＥＬＬＬＬ ００００７７７７２２２２－－－－９９９９９９９９４４４４－－－－００００６６６６６６６６８８８８ ((((平平平平日日日日８８８８：：：：４４４４５５５５～～～～１１１１７７７７：：：：１１１１５５５５）））） FFFFAAAAXXXX 000077772222----999922222222----4444999966665555

上上上上記記記記時時時時間間間間以以以以外外外外はははは、、、、音音音音声声声声ガガガガイイイイダダダダンンンンススススででででのののの案案案案内内内内ににににななななりりりりまままますすすす。。。。

２２２２．．．．診診診診察察察察・・・・検検検検査査査査はははは、、、、完完完完全全全全予予予予約約約約制制制制でででで、、、、午午午午前前前前診診診診・・・・内内内内視視視視鏡鏡鏡鏡検検検検査査査査等等等等終終終終了了了了後後後後のののの時時時時間間間間帯帯帯帯おおおおよよよよびびびび夕夕夕夕診診診診のののの後後後後半半半半にににに行行行行っっっっ

てててていいいいまままますすすす。。。。予予予予約約約約のののの締締締締切切切切はははは、、、、昼昼昼昼のののの部部部部はははは午午午午前前前前１１１１１１１１時時時時、、、、夜夜夜夜のののの部部部部はははは午午午午後後後後６６６６時時時時でででですすすす。。。。

ココココロロロロナナナナのののの検検検検査査査査はははは、、、、原原原原則則則則、、、、発発発発病病病病当当当当日日日日かかかからららら９９９９日日日日目目目目がががが対対対対象象象象ととととななななりりりりまままますすすす。。。。（（（（無無無無症症症症状状状状のののの場場場場合合合合はははは、、、、対対対対象象象象外外外外。。。。））））

通通通通常常常常のののの診診診診察察察察室室室室ととととはははは別別別別室室室室でででで、、、、問問問問診診診診・・・・診診診診察察察察をををを行行行行いいいい、、、、必必必必要要要要なななならららら、、、、ココココロロロロナナナナおおおおよよよよびびびびイイイインンンンフフフフルルルルのののの検検検検査査査査（（（（とととともももも

にににに抗抗抗抗原原原原定定定定性性性性検検検検査査査査））））をををを行行行行いいいいまままますすすす。。。。（（（（ＰＰＰＰＣＣＣＣＲＲＲＲ検検検検査査査査ででででははははあああありりりりまままませせせせんんんん。。。。陽陽陽陽性性性性一一一一致致致致率率率率はははは約約約約９９９９００００％％％％））））

鼻鼻鼻鼻にににに綿綿綿綿棒棒棒棒をををを入入入入れれれれてててて検検検検体体体体をををを採採採採取取取取ししししまままますすすす。。。。検検検検査査査査結結結結果果果果はははは、、、、ココココロロロロナナナナがががが１１１１５５５５分分分分、、、、イイイインンンンフフフフルルルルがががが５５５５分分分分でででで出出出出まままますすすす。。。。

３３３３．．．．ココココロロロロナナナナがががが陽陽陽陽性性性性なななならららら、、、、保保保保健健健健所所所所にににに連連連連絡絡絡絡ををををととととりりりり、、、、指指指指示示示示をををを仰仰仰仰ぎぎぎぎまままますすすす。。。。（（（（報報報報告告告告義義義義務務務務ががががあああありりりりまままますすすす））））

発発発発病病病病９９９９日日日日目目目目ままままででででのののの場場場場合合合合、、、、当当当当院院院院でででで行行行行うううう「「「「抗抗抗抗原原原原定定定定性性性性検検検検査査査査」」」」でででで陽陽陽陽性性性性なななならららら診診診診断断断断確確確確定定定定（（（（ＰＰＰＰＣＣＣＣＲＲＲＲ検検検検査査査査はははは不不不不要要要要））））

ととととななななりりりりまままますすすすがががが、、、、発発発発病病病病１１１１００００日日日日目目目目以以以以降降降降のののの場場場場合合合合はははは、、、、ＰＰＰＰＣＣＣＣＲＲＲＲ検検検検査査査査ででででのののの確確確確認認認認がががが必必必必要要要要でででですすすす。。。。

ななななおおおお、、、、１１１１回回回回目目目目のののの検検検検査査査査でででで陰陰陰陰性性性性ででででもももも、、、、数数数数日日日日後後後後のののの２２２２回回回回目目目目のののの検検検検査査査査でででで陽陽陽陽性性性性ににににななななるるるる例例例例ががががあああありりりりまままますすすす。。。。

４４４４．．．．ココココロロロロナナナナ検検検検査査査査（（（（抗抗抗抗原原原原定定定定性性性性検検検検査査査査））））はははは、、、、無無無無症症症症状状状状のののの方方方方のののの場場場場合合合合、、、、自自自自費費費費検検検検査査査査ととととししししてててて行行行行ううううここここととととははははででででききききまままますすすす。。。。

かかかかかかかかりりりりつつつつけけけけのののの患患患患者者者者ささささんんんん：：：：８８８８，，，，８８８８００００００００円円円円（（（（税税税税込込込込）））） かかかかかかかかりりりりつつつつけけけけででででなななないいいい方方方方：：：：１１１１１１１１，，，，００００００００００００円円円円（（（（税税税税込込込込））））

５５５５．．．．今今今今ままままででででににににココココロロロロナナナナにににに感感感感染染染染ししししたたたたここここととととががががああああるるるるかかかかどどどどううううかかかかをををを調調調調べべべべるるるる、、、、抗抗抗抗体体体体検検検検査査査査（（（（血血血血液液液液検検検検査査査査））））もももも行行行行っっっってててていいいい

まままますすすす。。。。感感感感染染染染ししししててててかかかからららら抗抗抗抗体体体体がががが現現現現れれれれるるるるののののにににに、、、、１１１１週週週週間間間間以以以以上上上上かかかかかかかかりりりりまままますすすすののののでででで、、、、発発発発病病病病すすすすぐぐぐぐのののの診診診診断断断断ににににはははは適適適適ししししてててて

いいいいまままませせせせんんんん。。。。ワワワワククククチチチチンンンンでででで抗抗抗抗体体体体ががががででででききききたたたた確確確確認認認認ももももででででききききまままますすすす。。。。結結結結果果果果がががが出出出出るるるるののののにににに、、、、２２２２～～～～４４４４日日日日かかかかかかかかりりりりまままますすすす。。。。

かかかかかかかかりりりりつつつつけけけけのののの患患患患者者者者ささささんんんん：：：：７７７７，，，，７７７７００００００００円円円円（（（（税税税税込込込込）））） かかかかかかかかりりりりつつつつけけけけででででなななないいいい方方方方：：：：８８８８，，，，８８８８００００００００円円円円（（（（税税税税込込込込））））
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帯状疱疹（ヘルペス）の予防接種（予約制）
帯帯帯帯状状状状疱疱疱疱疹疹疹疹（（（（ヘヘヘヘルルルルペペペペスススス））））のののの発発発発病病病病予予予予防防防防、、、、おおおおよよよよびびびび発発発発病病病病ししししたたたた場場場場合合合合のののの症症症症状状状状・・・・後後後後遺遺遺遺症症症症（（（（帯帯帯帯状状状状疱疱疱疱疹疹疹疹後後後後神神神神経経経経痛痛痛痛））））
たいじょうほうしん

のののの軽軽軽軽減減減減がががが目目目目的的的的でででですすすす。。。。５５５５００００歳歳歳歳以以以以上上上上のののの方方方方がががが対対対対象象象象でででですすすす。。。。当当当当院院院院でででではははは、、、、「「「「水水水水痘痘痘痘生生生生ワワワワククククチチチチンンンン（（（（ビビビビケケケケンンンン））））」」」」とととと

「「「「シシシシンンンンググググリリリリッッッッククククスススス（（（（ググググララララククククソソソソ・・・・ススススミミミミススススククククラララライイイインンンン））））」」」」をををを使使使使いいいいまままますすすす。。。。

両両両両者者者者のののの比比比比較較較較はははは左左左左表表表表

のののの通通通通りりりりでででですすすす。。。。

シシシシンンンンググググリリリリッッッッククククススススのののの

方方方方がががが、、、、効効効効果果果果がががが高高高高いいいいでででで

すすすすがががが、、、、接接接接種種種種料料料料金金金金ががががかかかか

ななななりりりり高高高高くくくくななななりりりりまままますすすす。。。。

名名名名古古古古屋屋屋屋市市市市でででではははは、、、、どどどど

ちちちちららららもももも半半半半額額額額のののの補補補補助助助助がががが

ああああるるるるそそそそううううでででで、、、、八八八八尾尾尾尾でででで

ももももそそそそううううししししてててていいいいたたたただだだだきききき

たたたたいいいいももももののののでででですすすす。。。。

風しんの予防接種（予約制）
「「「「先先先先天天天天性性性性風風風風ししししんんんん症症症症候候候候群群群群予予予予防防防防対対対対策策策策事事事事業業業業」」」」おおおおよよよよびびびび「「「「風風風風ししししんんんん５５５５期期期期定定定定期期期期接接接接種種種種（（（（ククククーーーーポポポポンンンン券券券券））））」」」」をををを行行行行っっっってててていいいい

まままますすすす。。。。対対対対象象象象者者者者のののの方方方方はははは、、、、ままままずずずず抗抗抗抗体体体体検検検検査査査査（（（（無無無無料料料料））））をををを受受受受けけけけてててていいいいたたたただだだだきききき、、、、結結結結果果果果がががが基基基基準準準準をををを満満満満たたたたししししたたたた場場場場合合合合にににに、、、、

無無無無料料料料でででで接接接接種種種種をををを受受受受けけけけるるるるここここととととががががででででききききまままますすすす。。。。対対対対象象象象外外外外のののの方方方方のののの接接接接種種種種料料料料金金金金はははは、、、、自自自自費費費費でででで11110000,,,,222200000000円円円円（（（（税税税税込込込込））））でででですすすす。。。。

肺炎球菌の予防接種（予約制）
対対対対象象象象者者者者はははは2222000000000000円円円円のののの負負負負担担担担でででで受受受受けけけけるるるるここここととととががががででででききききまままますすすすがががが、、、、通通通通知知知知がががが

来来来来ててててもももも一一一一度度度度（（（（自自自自費費費費ででででもももも））））受受受受けけけけたたたた方方方方はははは対対対対象象象象外外外外でででですすすす。。。。

通通通通知知知知がががが来来来来るるるる前前前前、、、、誕誕誕誕生生生生日日日日前前前前ででででもももも接接接接種種種種はははは可可可可能能能能でででですすすす。。。。市市市市民民民民税税税税非非非非課課課課

税税税税世世世世帯帯帯帯のののの方方方方、、、、生生生生活活活活保保保保護護護護受受受受給給給給者者者者等等等等はははは免免免免除除除除さささされれれれまままますすすすがががが、、、、接接接接種種種種前前前前にににに

八八八八尾尾尾尾市市市市保保保保健健健健セセセセンンンンタタタターーーー((((TTTTEEEELLLL 999999994444----8888444488880000))))ででででのののの手手手手続続続続ききききがががが必必必必要要要要でででですすすす。。。。

ワワワワククククチチチチンンンンのののの効効効効果果果果はははは５５５５年年年年間間間間でででですすすす。。。。２２２２回回回回目目目目以以以以降降降降のののの接接接接種種種種はははは、、、、自自自自費費費費

（（（（右右右右表表表表））））ととととななななりりりりまままますすすすがががが、、、、５５５５年年年年経経経経過過過過ししししたたたたららららぜぜぜぜひひひひおおおお受受受受けけけけくくくくだだだだささささいいいい。。。。

助助助助成成成成対対対対象象象象外外外外のののの方方方方のののの接接接接種種種種料料料料金金金金（（（（税税税税込込込込））））

八八八八尾尾尾尾市市市市公公公公害害害害認認認認定定定定患患患患者者者者ささささんんんん 無無無無料料料料

脾脾脾脾臓臓臓臓摘摘摘摘出出出出後後後後のののの方方方方

（（（（胃胃胃胃ががががんんんん術術術術後後後後ななななどどどど））））
保保保保険険険険適適適適用用用用

かかかかかかかかりりりりつつつつけけけけのののの患患患患者者者者ささささんんんん

当当当当院院院院でででで２２２２回回回回目目目目以以以以降降降降のののの方方方方
6666,,,,777700000000円円円円

上上上上記記記記以以以以外外外外のののの方方方方 7777,,,,777700000000円円円円

商商商商品品品品名名名名 水水水水痘痘痘痘生生生生ワワワワククククチチチチンンンン シシシシンンンンググググリリリリッッッッククククスススス

ワワワワククククチチチチンンンンのののの種種種種類類類類 生生生生ワワワワククククチチチチンンンン 不不不不活活活活化化化化ワワワワククククチチチチンンンン

接接接接種種種種方方方方法法法法・・・・回回回回数数数数 皮皮皮皮下下下下注注注注射射射射 １１１１回回回回
筋筋筋筋肉肉肉肉注注注注射射射射 ２２２２回回回回

（（（（２２２２～～～～６６６６かかかか月月月月間間間間隔隔隔隔））））

予予予予防防防防効効効効果果果果 ５５５５００００～～～～６６６６００００％％％％ ９９９９００００％％％％以以以以上上上上

持持持持続続続続期期期期間間間間 約約約約５５５５年年年年 ９９９９年年年年以以以以上上上上

接接接接種種種種料料料料金金金金（（（（税税税税込込込込））））

かかかかかかかかりりりりつつつつけけけけのののの方方方方

７７７７，，，，２２２２００００００００円円円円

かかかかかかかかりりりりつつつつけけけけででででなななないいいい方方方方

８８８８，，，，２２２２００００００００円円円円

かかかかかかかかりりりりつつつつけけけけのののの方方方方

１１１１回回回回 １１１１９９９９，，，，８８８８００００００００円円円円

かかかかかかかかりりりりつつつつけけけけででででなななないいいい方方方方

１１１１回回回回 ２２２２００００，，，，９９９９００００００００円円円円

（（（（２２２２回回回回接接接接種種種種のののの１１１１回回回回分分分分でででですすすす））））

特定健診・肝炎ウイルス検診 （予約制）
４４４４００００歳歳歳歳以以以以上上上上のののの方方方方がががが対対対対象象象象でででですすすす。。。。受受受受診診診診ににににはははは、、、、受受受受診診診診券券券券とととと健健健健康康康康保保保保険険険険証証証証がががが必必必必要要要要でででですすすす。。。。健健健健診診診診のののの内内内内容容容容はははは、、、、問問問問診診診診・・・・

身身身身体体体体計計計計測測測測・・・・診診診診察察察察・・・・検検検検尿尿尿尿・・・・心心心心電電電電図図図図・・・・血血血血液液液液検検検検査査査査でででですすすす。。。。胸胸胸胸部部部部ＸＸＸＸ線線線線写写写写真真真真、、、、超超超超音音音音波波波波検検検検査査査査（（（（腹腹腹腹部部部部・・・・甲甲甲甲状状状状腺腺腺腺・・・・頚頚頚頚

動動動動脈脈脈脈））））、、、、胃胃胃胃カカカカメメメメララララ、、、、大大大大腸腸腸腸フフフファァァァイイイイババババーーーー、、、、骨骨骨骨密密密密度度度度測測測測定定定定、、、、腫腫腫腫瘍瘍瘍瘍ママママーーーーカカカカーーーーななななどどどどもももも同同同同時時時時にににに可可可可能能能能でででですすすす。。。。

大腸がん検診
４４４４００００歳歳歳歳以以以以上上上上のののの八八八八尾尾尾尾市市市市民民民民はははは無無無無料料料料でででですすすす。。。。受受受受診診診診券券券券ははははあああありりりりまままませせせせんんんん。。。。便便便便をををを２２２２回回回回分分分分提提提提出出出出しししし、、、、１１１１回回回回分分分分ででででもももも血血血血液液液液

がががが混混混混じじじじっっっってててていいいいるるるるとととと陽陽陽陽性性性性でででで、、、、要要要要精精精精密密密密検検検検査査査査（（（（大大大大腸腸腸腸フフフファァァァイイイイババババーーーー、、、、当当当当院院院院でででで行行行行いいいいまままますすすす））））ととととななななりりりりまままますすすす。。。。
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日本２００名城巡り（６３）
６６６６月月月月もももも、、、、緊緊緊緊急急急急事事事事態態態態宣宣宣宣言言言言にににによよよよりりりり、、、、登登登登城城城城ははははででででききききまままませせせせんんんんででででししししたたたた。。。。

６６６６月月月月末末末末ででででのののの登登登登城城城城数数数数はははは【【【【１１１１００００００００名名名名城城城城】】】】９９９９４４４４城城城城、、、、【【【【続続続続１１１１００００００００名名名名城城城城】】】】８８８８７７７７城城城城でででで計計計計１１１１８８８８１１１１城城城城ののののままままままままでででですすすす。。。。

昨昨昨昨年年年年５５５５・・・・６６６６・・・・１１１１２２２２月月月月、、、、今今今今年年年年１１１１・・・・２２２２・・・・４４４４・・・・５５５５・・・・６６６６月月月月とととと登登登登城城城城ででででききききなななないいいい月月月月がががが８８８８かかかか月月月月ににににもももも上上上上りりりりままままししししたたたた。。。。

７７７７月月月月１１１１１１１１日日日日ままままでででで「「「「ままままんんんん延延延延防防防防止止止止等等等等重重重重点点点点措措措措置置置置」」」」ととととななななっっっったたたたたたたためめめめ、、、、ままままたたたた予予予予定定定定がががが変変変変更更更更ににににななななりりりりままままししししたたたた。。。。ココココロロロロナナナナ

ささささええええななななけけけけれれれればばばば、、、、今今今今年年年年ののののゴゴゴゴーーーールルルルデデデデンンンンウウウウイイイイーーーーククククでででで終終終終了了了了ででででききききてててていいいいたたたたははははずずずずでででですすすす。。。。現現現現在在在在のののの予予予予定定定定でででではははは、、、、どどどどううううにににに

かかかか年年年年内内内内にににに制制制制覇覇覇覇ででででききききるるるる予予予予定定定定でででですすすすがががが、、、、「「「「第第第第５５５５波波波波」」」」次次次次第第第第でででではははは、、、、ささささららららにににに変変変変更更更更ととととななななるるるる可可可可能能能能性性性性ががががあああありりりりまままますすすす。。。。

７７７７月月月月のののの登登登登城城城城予予予予定定定定
【１１１１００００００００名名名名城城城城】
根根根根室室室室半半半半島島島島チチチチャャャャシシシシ跡跡跡跡群群群群（（（（北北北北海海海海道道道道根根根根室室室室市市市市））））

飛飛飛飛行行行行機機機機をををを乗乗乗乗りりりり継継継継いいいいだだだだ上上上上にににに、、、、レレレレンンンンタタタタカカカカーーーーでででで長長長長距距距距離離離離

走走走走ららららななななけけけけれれれればばばば行行行行けけけけなななないいいいののののでででで、、、、最最最最低低低低２２２２泊泊泊泊３３３３日日日日がががが必必必必要要要要

でででですすすす。。。。ままままたたたた、、、、１１１１００００月月月月かかかからららら３３３３月月月月のののの間間間間ににににはははは、、、、ととととててててもももも行行行行

けけけけそそそそううううにににになななないいいい場場場場所所所所でででですすすす。。。。

【【【【続続続続１１１１００００００００名名名名城城城城】】】】

龍龍龍龍岡岡岡岡城城城城（（（（長長長長野野野野県県県県佐佐佐佐久久久久市市市市））））

（（（（右右右右））））６６６６月月月月末末末末時時時時点点点点のののの都都都都道道道道府府府府県県県県別別別別のののの登登登登城城城城地地地地図図図図でででですすすす。。。。

赤赤赤赤はははは制制制制覇覇覇覇（（（（３３３３３３３３都都都都府府府府県県県県））））、、、、緑緑緑緑はははは残残残残りりりり２２２２城城城城以以以以内内内内（（（（１１１１

２２２２道道道道県県県県））））、、、、黄黄黄黄はははは残残残残りりりり３３３３城城城城以以以以上上上上（（（（新新新新潟潟潟潟県県県県））））、、、、白白白白はははは未未未未登登登登

城城城城（（（（栃栃栃栃木木木木県県県県））））でででですすすす。。。。沖沖沖沖縄縄縄縄県県県県もももも赤赤赤赤でででですすすす。。。。

イイイインンンンススススタタタタググググララララムムムム hhhhiiiirrrroooosssshhhhiiii____kkkkiiiikkkkuuuucccchhhhiiii1111

本誌のフォントの変更について
先先先先月月月月号号号号でででで、、、、１１１１６６６６かかかか所所所所のののの「「「「脱脱脱脱字字字字」」」」がががが見見見見つつつつかかかかりりりりままままししししたたたた。。。。当当当当院院院院でででで仕仕仕仕上上上上げげげげたたたた状状状状態態態態ででででははははななななかかかかっっっったたたたののののでででですすすすがががが、、、、

印印印印刷刷刷刷にににに出出出出ししししてててて完完完完成成成成ししししたたたたももももののののでででではははは、、、、「「「「熱熱熱熱」」」」「「「「態態態態」」」」「「「「機機機機」」」」「「「「熊熊熊熊」」」」だだだだけけけけがががが抜抜抜抜けけけけてててていいいいままままししししたたたた。。。。

印印印印刷刷刷刷会会会会社社社社にににによよよよるるるるとととと、、、、原原原原因因因因はははは不不不不明明明明でででですすすすがががが、、、、ここここれれれれららららのののの字字字字だだだだけけけけがががが「「「「抽抽抽抽出出出出」」」」ででででききききななななかかかかっっっったたたたそそそそううううでででですすすす。。。。
ちゅうしゅつ

今今今今ままままでででではははは「「「「イイイイワワワワタタタタ」」」」のののの「「「「新新新新聞聞聞聞明明明明朝朝朝朝」」」」とととといいいいううううフフフフォォォォンンンントトトト（（（（字字字字体体体体））））をををを使使使使っっっってててていいいいてててて、、、、ななななかかかかななななかかかか気気気気にににに入入入入っっっっ
みんちょう

てててていいいいたたたたののののでででですすすすがががが、、、、印印印印刷刷刷刷ででででききききなななないいいいののののでででではははは仕仕仕仕方方方方なななないいいいののののでででで、、、、急急急急ききききょょょょ「「「「ＪＪＪＪＳＳＳＳ明明明明朝朝朝朝」」」」とととといいいいううううフフフフォォォォンンンントトトトにににに変変変変更更更更

ししししてててて再再再再印印印印刷刷刷刷ををををししししままままししししたたたた。。。。見見見見出出出出ししししはははは「「「「イイイイワワワワタタタタ」」」」のののの「「「「新新新新聞聞聞聞ゴゴゴゴシシシシッッッックククク」」」」とととといいいいううううフフフフォォォォンンンントトトトでででで、、、、問問問問題題題題なななないいいいよよよよ

ううううでででですすすす。。。。ししししばばばばららららくくくくここここののののフフフフォォォォンンンントトトトをををを使使使使いいいいななななががががらららら、、、、原原原原因因因因をををを追追追追及及及及ししししたたたたいいいいとととと思思思思いいいいまままますすすす。。。。

初初初初日日日日ににににおおおお渡渡渡渡ししししししししたたたた広広広広報報報報誌誌誌誌でででで、、、、脱脱脱脱字字字字ののののああああるるるるももももののののををををおおおお持持持持ちちちちででででししししたたたたらららら、、、、おおおお取取取取りりりり替替替替ええええししししまままますすすすののののででででおおおお申申申申しししし

出出出出くくくくだだだだささささいいいい。。。。ごごごご迷迷迷迷惑惑惑惑ををををおおおおかかかかけけけけししししたたたたここここととととををををおおおお詫詫詫詫びびびびいいいいたたたたししししまままますすすす。。。。（（（（下下下下））））フフフフォォォォンンンントトトトののののちちちちががががいいいいでででですすすす。。。。

菊池ないか（イワタ新聞明朝） 菊池ないか（ＪＳ明朝）


