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263床規模で三次救急医療機関として活躍
年間肺がん手術数は県下有数の実績
多職種チームが支える中規模病院の急性期医療
国家公務員共済組合連合会 新別府病院は大分県別府市に位置しており、263床21診療科を有している。中規模
急性期病院ながら、三次救急医療機関の認定を受けており、また肺がん手術症例数では、大分県でも有数の手術件数
を誇っている。前編の今回は、中規模ゆえのマンパワー不足を抱えつつも、
ドクターカーを再稼働し病院前医療を展
開する救命救急センター、また20年以上前から胸腔鏡下手術や呼吸器インターベンションに取り組む呼吸器外科の
活動についてお話を伺った。

2017年４月からドクターカー再稼働
ICUの合同カンファレンスには薬剤師、事務らも参加

（聞き手／編集部）
原則断らない医療を掲げてやってきました。
救急搬送（図１）される疾患の多くは、脳血管疾患、急性心
血管疾患、重症呼吸不全などです。当院はオープンICUです

当院はもともと救急を中心にやってきた病院です。現

ので、脳血管疾患は脳卒中チーム（神経内科・脳神経内科・放

在の病床規模は263床、医師数40名程度ですが、救急科専

射線科）
と、心筋梗塞など急性心血管疾患は循環器内科・心臓

任医師４名、ICU８床、HCU８床を有し、三次救急医療機関の

血管外科と、呼吸機能の厳重な監視を必要とする重症呼吸

認定を受けています。マンパワーが少ない中、24時間体制、

不全は呼吸器内科・呼吸器外科と共に治療に当たります。近

添田

年は、高齢化の影響で、脳卒中関
連の搬送が非常に増えている印

図１ 新別府病院 救急搬送と入院数の推移

象がありますね。診療科がない小
児科・産婦人科の搬送は受け入れ
ていません。
2017年４月からは、
ドクター
カーを再稼働し、病院前医療を展
開しています。救急隊員との協働
を目的としたワークステーション式
の救急活動で、
やっとそこまで手が
伸ばせる体制ができあがったとい
（資料提供：添田 徹氏）
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うところです。救急に理解が深い医

国家公務員共済組合連合会
新別府病院

病院概要

1955年12月に開院以来、
Science & Humanityの理念のも
とに急性期対応病院として、特に救急医療に注力しつつ地域医
療に貢献してきた。2015年８月に新病棟のＡ棟が、2016年10月
にＢ棟が竣工。2017年６月には外来診療・管理棟の改修工事が
終了、
３年半に及ぶ病棟新築および一部改築・改修工事がすべ
て完了し、現在に至る。新型救命救急センター、地域医
療支援病院、災害拠点病院、
日本医療機能評価認定
施設、
DPC対象病院、
へき地医療拠点病院。
■所在地：大分県別府市大字鶴見3898番地
■病院長：中村夏樹
■診療科数：21診療科
■病床数：263床
■URL：http://www.shinbeppu-hosp.jp/

師が多いおかげで、救急医が病院前医療活動に出ている間の

介入済みのことも多く、助かっています。

バックアップが可能になり、
助かっています。特に新しく入ってい

救命救急センターの課題は、
１にも２にもマンパワーであ

ただいた女性医師の力が大きいですね。
また、
コメディカルや事

り、後継者育成を考えなければなりません。オープンICUの形

務職も「何らかの形で救命救急に関わりたい」
と、
ドクターカー

で他科の先生方の力を借りながら、何とか救命センターを運

の運営を手伝ってくれており、救急をバックアップするスタッフ

営しているのが現状です。他科の先生方の負担軽減のために

の情熱、人材も育ってきていると実感しています。私自身、
５年

も、救急医の育成・増員が必要ですが、そのための教育など、

前までは救急医ではありませんでしたが、
最終的に救急専属に

やらなければならないことが多いと感じています。

なりました。院長を筆頭に、
スタッフの救急に対する情熱はなか

まずは、臨床研修中の先生方に救急の面白さを伝えたいで

なかのもので、救急に理解があるスタッフが集まる素地があっ

すね。時間がかかると思いますが、現体制を壊さず、パワーダ

たと思います。

ウンしないようにしながら、人を集めていこうと思っています。

院内多職種連携の取り組みとしては、朝８時15分から15

もう１つの課題は、災害拠点病院としての災害医療体制の

分間、ICU患者さんの合同カンファレンスを医師、看護師、薬

構築です。こういうことは準備しすぎても、足りないことがあ

剤師、
リハビリ、栄養科、事務が顔を合わせて行っています。

るものです。いかにできる範囲で先手を打っておくか、十分に

多職種が参加しますのでポイントを絞り、カタカナや略語は

やっておかなければならないと思っています。

できるだけ使いません。また、ICU・HCUではNST、褥瘡予

災害訓練の定期的な実施も課題です。実は、災害拠点病院

防、呼吸サポートなどの各チームが１週間に１回、チームで回

としての大規模な訓練は、なかなか実施できずにいます。今

診を行っています。

年度中に、机上シミュレーションの実施やマニュアルの見直し
にとりかかるつもりです。

救命救急センター 喫緊の課題は
後継者育成と災害医療体制の見直し

呼吸器外科手術症例の大半は胸腔鏡下手術
院内感染対策では素早い情報共有を重視

添田

前述したようにオープンICUですので、入院後の治療

は各診療科の医師が担当します。診療科によっては、治療方

三浦

針や医療機器の設定や使い方にばらつきが出ることもありま

患、胸部外傷などの救急疾患を診療しており、また中枢性気

すので、合同カンファレンスやチーム回診の中で、そういう

道病変を対象とした呼吸器インターベンション治療に積極的

ケースをオープンにし、診療科の枠を越えて意見交換するよ

に取り組んでいます
（図２）。手術症例の大半は胸腔鏡を用い

うにしています。

て行っています。

当院呼吸器外科は、主として肺の腫瘍性疾患、良性疾

診療においては、医師や看護師だけでできることは限られ

まず原発性肺がんですが、大分県人口は約120万人で、手

ているといつも感じますね。当院では、薬物治療においては

術件数は年間400件くらいの肺がん手術が県内で行われて

薬剤師が、栄養管理においては栄養士がスッと介入してくれ

います。最も多く手術を行っているのは母教室の大分大学病

ますので、救急医としてその介入を検討するころには、すでに

院で、当院では年間50件弱の原発性肺がん手術を施行して
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図２ 新別府病院 呼吸器外科手術症例数
（2010-2016年、胸部外科学会調査に準ずる）

いうメリットが期待できます。呼吸器インターベンション治療
については、呼吸器外科のみならず、呼吸器内科の先生方に
も積極的に取り組んでいただくように連携しています。

ノロウイルス、
MRSAのアウトブレイクから学んだ
スピーディーな情報共有とICT介入を目指すシステム
三浦

院内感染対策については、私がICDを取得したのが

2007年のことです。この年は、全国的にノロウイルスがアウ
トブレイクした年で、当院でも同年２月と12月に２回、
ノロウ
イルスのアウトブレイクを経験しました。
２月のアウトブレイクでは、
２〜３月の期間、救急センターに
（資料提供：三浦 隆氏）

おける頭部疾患患者、心血管系患者の受け入れを中止。
３月
２日にはICU病棟が完全閉鎖となり、
３月26日までに段階的
に閉鎖を解除するという事態になりました。感染拡大防止対

います。
肺がん診断においては、呼吸器外科･呼吸器内科・放射線

策として全病棟でガウンテクニック実技指導を何度も実施

科・臨床病理科、そして内視鏡室がチームを組んでいます。最

し、従来月１回としていた院内感染報告書発行も感染発生時

新CTを使ったCTガイド下または超音波気管支鏡併用経気管

に報告するシステムに変更しました。ところが10カ月後、再び

支生検は、病変部位をより正確に評価できるようになったた

ノロウイルスのアウトブレイクが発生してしまい、院内感染防

め、病変命中率や診断率の向上に寄与しました。

止対策のさらなる見直しを迫られることとなりました。ICTメ

肺がん治療においては、1994年から20年以上、肺がん
胸腔鏡下手術に取り組んでいます。肺がんの標準開胸と比べ

ンバーは、
「
“喉元を過ぎれば熱さを忘れる”
ではダメだ」とい
うことを強く認識せざるを得ませんでしたね。

ても、
リンパ節郭清を伴う手術を、根治性を損なうことなく実

ノロウイルスとインフルエンザについては、疑い事例も含

施できています。近年では、従来の肺がん症例だけでなく、放

めて発症時に直ちにICTへ報告し、ICTは直ちに初期介入し

射線化学療法後の症例や気管支形成術、肺動脈形成術が必

てコホートや感染対策を指導、入院患者に加えて職員の報告

要な進行症例などにも適応を拡大しています。肺がん胸腔鏡

も徹底することとしました。職員の報告は院内感染と無関係

下手術については、2012年に中国・河北医科大学第四医院

であっても報告を義務づけ、発生報告書はより詳細に、報告

胸部外科教室から招聘され、
「 肺がんの外科治療の現況」に

手順はよりスピーディーで直接的になりました。

ついて講演し、肺がん胸腔鏡下手術の実技指導を行う機会も

しかしながら2008年８月に、今度は外科系病棟でMRSA

ありました。ちなみに、当院では放射線治療装置がないため、

のアウトブレイクが発生。最終的に複数の患者さんから遺伝

放射線治療が求められる患者さんについては、近隣の対応医

子的に同一株のMRSAが検出されました。ICTが介入し、感

療機関に紹介しています。

染拡大防止には成功しましたが、介入時期の遅れなど反省点

その他に、漏斗胸に対する低侵襲手術や呼吸器インターベ
ンション治療にも取り組んでいます。漏斗胸に対する低侵襲

が残りました。この2008年のMRSA例以降、
アウトブレイク
は発生していません。

手術は、胸腔鏡下に金属プレートを留置して矯正する手術

これらのアウトブレイクを経験し、患者さんも職員も含め

（Nuss法）
（ 写真）で、良好な手術成績を得ています。呼吸器

て、ICTがいかに早く発症を把握するかが重要と考えていま

インターベンション治療は、がんもしくは良性疾患で気道が

す。現在、当院の発症報告書は、職員用と患者用に分けず、

狭 窄して い る 症 例

フォーマットは同じにしています。

で、呼吸困難を改善

当院の場合、
病床数263床で、
他部署であっても職員同士の

する目的で、気管支

顔と名前が分かる施設規模です。職員はFace to Faceの関係

鏡を用 いて気 道に

ですから、
発症報告も迅速にあげるよう徹底でき、
ICTでも速や

ステントを留置する

かに報告書の検討ができます。大規模病院に比較すると、素早

ものです。ステント

い院内感染対策がとりやすいという利点を生かし、
今後も引き

留置後すぐに、呼吸
困難が改善されると

▲胸腔鏡下の低侵襲手術の様子。
（写真提供：三浦 隆氏）
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続き院内感染の発生予防に努めていきたいと思っています。
〈次号・後編では、同院薬剤部の活動を紹介します〉

厚生行政ニュース

2017年11月のポイント
メディキャスト株式会社

図表

かかりつけ医の定義づけが先決、
「かかりつけ医以外受診の
定額負担」は見送りへ

初診患者数、
紹介状なしの患者数、
受診時の定額負担徴収患者数等
（ｎ＝139）
【500床以上の病院】

社 会 保 障 審 議 会・医 療 保 険 部 会 は
10月４日に、政府の改革工程表に盛り
込まれて いる、外 来 時 の 負 担や 、長 期
収 載 品（ 後 発 医 薬 品 の あ る先 発 医 薬
品）の 保 険 給 付 の あり方などについて
議論した。
外 来 時 の 負 担 は、病 院・診 療 所 の 機
能分化と、かかりつけ医の普及・定着の
観 点から提 案されているもので、▽ 病
院 へ の 外 来 受 診 時 の 定 額 負 担につ い
て、現行の選定療養での定額負担の対
象見直しを含めた負担のあり方▽かか
りつけ医以外を受診した際の定額負担
導入―について検討が求められてい
る。
病 院の外来に関しては、2016年度
から特 定 機 能 病 院と一 般 病 床500床
以上の地域医療支援病院で、紹介状な

（厚生労働省:2017年10月４日付．
「第107回社会保障審議会医療保険部会」資料より）

しで の 初 診・再 診における定 額 負 担 の
徴 収 が 義 務 化 され、中 医 協・診 療 報 酬
一方、かかりつけ医以外受診の定額

改定結果検証部会の調査では、義務化

だけでは受 診 行 動は変わらない ので、

の前後で500床以上病院の初診患者

国民の意識を変える施策と合わせ技で

負担導入は、
「かかりつけ医」の定義づ

に占める紹 介 状なしの 患 者 の 比 率は、

考える必要がある」と指摘した。

けの議論をすることが先決との見解で
一致、見送る方向となった。

42.6 ％ から2.9 ％ 減 の 39.7 ％に下

診 療 側 の 委 員も、
「 大 病 院での 義 務

がったことが 明らかに なって いる（ 図

化で初診の紹介状なし患者が減ったこ

長 期 収 載 品に関しては、すでに意 見

表）。

とには間 違 い な い ので200床 以 上 の

は出尽くしたとして、選定療養を適用し

かなりの 病 院 でやるべきだと思う。そ

ての新たな患者負担の徴収や、長期収

「病院と診療所の役割分担の考えは支

の際、初診だけでなく再診も議論の対

載 品 薬 価 の 後 発 品 平 均 薬 価まで の 引

持しており、
（ 定額負担義務化の対象拡

象にするべき」と主張。ほかの委員もこ

き下げは行わないことで委員の意見が

大は）前向きに検討するべきだが、これ

うした意見に賛意を示した。

一致した。

この結果を受けて、支払側の委員は、

「厚生行政ニュース」は、
日本ケミファ医療関係者向けWebサイトの会員ページ「iiケミファ」
でも会員ご登録の上ご覧いただけます。解説付きのニュースをリアルタイムに
更新し、医療政策に関する行政資料・審議会配布資料・通知文書などを閲覧・ダウンロードできます。
URL：http://www.nc-medical.com/
日々の業務にお役立ていただけましたら幸いです。
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今回は医療に関する風俗・習慣についてお話しする。これら

仏教の教えを説いたものや、仏教にまつわる絵柄のものが圧

については、知識なく対応していると感情的な対立にまで及

倒的多数であり
（写真１）、入れ墨から日本人が連想するイ

ぶことがあるので、気をつけていただきたい。

メージとは異なる。彼らが日本の病棟に入院すると、入れ墨を
見つけた日本人患者から、色浅黒い東南アジアのやくざかと

１．
宗教に関すること
①イスラム教徒の女性患者の診察
イスラム教徒の女性は、男性医師の診察を受けることがで
きない。ただし例外があり、保護者や配偶者の許可があれば、
男性医師が診察しても問題とはならない。
以上から、男性医師が診察せざるを得ない場合には、家族

間違われ、避けられるようになることがある。このようなこと
にならぬよう、事情を知っている医師や看護師が、同じ病室の
日本人患者に対して彼らの入れ墨の理由について説明しな
いと、彼らが病室で孤立してしまうことになる。
④割礼
イスラム教徒では、男の子が生後幼いうちに陰茎の包皮を
カットする、いわゆる割礼を行わねばならない。日本にやって

が一緒に来院している場合は家族に、
１人でやって来ている

来ると、どこで割礼を受けることができるのかが分からず、

場合はやむを得ないので本人に、男性医師が診察することは

AMDA国際医療情報センターに受け入れ医療機関の問い合

問題ないかを尋ね、必ず承諾を得るべきである。とくに産婦

わせを相談してくるケースも多い。ただし、気をつけなければ

人科の受診にあたっては、
どこに行けば女性医師の診察を受

いけないのは、包茎にて包皮をカットするのではなく、両親や

けることができるのか、必死に探すようである。

親族の希望による割礼となると、日本の公的保険が使えない

②食事

ことである。保険外診療になることを説明しておくべきである。

イスラム教徒は一般的に豚肉を食べない。ヒンズー教徒は

また、宗教的割礼には定められたカット方法があるそうで、

牛肉を食べない。厳格なユダヤ教徒はタコやイカなど海にす
むウロコのない生物は食べない。また、南西アジアには宗教
による菜食主義者が住んでいる。こういう方々が最も問題に
なるのは、入院したときの病院食である。病院食の選択肢が
ない場合、家族や同僚がいるならば、疾患の治療に支障にな
らない限りは、彼らからの差し入れを認めてあげるという方
法で乗り切れる可能性がある。宗教的な制限は食事だけに
限ったことではないので、外国人が入院するときには、宗教に
ついては尋ねておいたほうがよい。ただし、尋ねる理由が宗
教的差別ではないことを必ず伝えておくべきである。
③タイ人、ラオス人、カンボジア人などの入れ墨
タイ、
ラオス、
カンボジアなどの男性の体に入れ墨を認める
例は少なくない。彼らの出身国でも、
オフィス街で働くような
エリート層の男性にはさすがに入れ墨はないようだが、農村
部の男性においてはごく普通に見られる。これらの入れ墨は、
日本ケミファ
（株）
発行 [Chemiphar WISELY] No. 33 2017年12月発行

写真1

カンボジア人男性の体に彫られた入れ墨。内戦に行って
弾に当たらぬようにと母親が彫師を自宅に呼んで、
お経な
どを彫らせたもの。

その方法に準じたカットを行わなかったとして、家族が医師に

写真2

文句を言うようなトラブルも実際にあるので、
カット方法につ

上腕の脂肪組織内に埋め込まれた避妊ための６本の合
成樹脂の棒の位置をマジックで記した。

いて事前に患者側に相談しておくほうが無難である。
イスラム教ではないフィリピンのキリスト教徒の間におい
ても割礼は一般的だそうだが、
こちらは幼いころから12歳ぐ
らいまでの間に済ませると聞いた。
⑤イスラムのお祈り
以前、外国人に「日本の病院に対して、何か意見があります
か？」と尋ねたことがある。すると、イスラム教徒の方に「お祈
りの部屋がほしい」と言われた。当時は「たかがお祈りごとき
のために、病院の中にそのようなスペースを用意しろと言う
のか」と思ってしまったが、礼拝はイスラム教徒にとっては何
よりも大切なことだと後で知った。
いまや、成田空港にもイスラム教徒のためのお祈りの部屋

要な場合は、その理由を丁寧に説明すべきである。また当然

がある。常設する必要はないが、イスラム教徒が入院した際

のことながら、男性医師が１人だけの状況で上半身脱いでも

には、空いたスペースの利用を考慮してあげると喜ぶだろう。

らう、あるいは下着姿になってもらうことも、セクハラと勘違

⑥上座部仏教では頭は聖なるところ、触らないほうが無難

いされる可能性が大である。必ず看護師か誰か、複数の人間

いわゆる小乗仏教とも呼ばれる上座部仏教は、ベトナム、

が立ち会ったほうがよいと思う。これは自分自身を守る危機

タイ、
カンボジア、
ラオス、
ミャンマーなどに広がる仏教である

管理でもある。

が、頭は聖なるところとされている。診察のために触ることは

②装飾

問題ないが、子どもがかわいいなどという理由でつい、頭を
なでたりすると、親御さんが非常に嫌がることが多い。
かわいいとなでてあげるときには、両側の頬を、両手で下

日本では、医療機関を受診するときにはあまり派手な装い
はせずに、過度な装飾品も使用しないことが「常識」となって
いるようだが、発展途上国からやってきた人たちの中には、日

からなで上げるようにしてあげればいいそうだ。

本の常識とずいぶんかけ離れた人たちがいる。ただ、彼らが

⑦女性はお坊様に触らない

装っていく理由は「今日はお医者様のところに行くので、失礼

上座部仏教のお坊様には、女性は触れてはならない。タイ

のない格好で行こう」ということなので、決して厳しく注意を

では、お坊様が乗り物に乗るときには最初に乗って最後に降

する必要はない。
「過度の装いでは診察しにくい上に、貧血な

りるなど、女性に触れないような配慮がなされている。理由は

ど顔の色から判断するのも難しいことがある。だから次から

「女性がお坊様に触れると、今までの修業が無に帰する」とい

は普通の装いで来てください」とお願いすれば分かってくれ

う教えがあるからだ。ただ「病気でやむを得ないときには、女

るはずだ。

性看護師が触っても問題がない」とお坊様から直接聞いた

③避妊具

が、男性スタッフがそばにいるのなら、男性が対応したほうが

北米や南米では、数センチの長さの空洞になった合成樹脂

無難であろう。東南アジアからもビザなし渡航が始まり、空港

の棒の中に避妊のための徐放剤を入れ、それをおよそ５～６

でカーキ色の衣装を着たお坊様を見かけることも多くなった。

本、上腕の軟らかい部分に挿入するという避妊法がある
（写
真２、
３）。日本ではこの方法は認められていないので、日本

２．
宗教以外の風俗・習慣に関すること
①アジア人女性の体を診るときには気をつける

人の医師にとってはなじみが全くない。故国でこのような避
妊法を受けて日本にやってきた後、子どもがほしくなり、摘出
してほしいという人たちが少なくない。多くは南米からやって

アジア人の女性は、一般的に恥ずかしがり屋が多い。日本

きた日系人の家族だ。扇形に挿入された、その扇の要の部分

人であれば、肺の呼吸音や心臓の音を聴くにも上半身衣服を

に局所麻酔剤を注射して外科的に摘出する。慣れると、
５分も

脱いでもらうことが多いだろうが、彼女たちに初めから上半

あれば摘出できる小外科なのだが、なじみがないためか、訪

身裸になることを強要すると、間違いなくセクハラと勘違い

れた病院で摘出を拒否されることが極めて多く、神奈川県大

されてしまうだろう。どうしても衣服を脱いでもらうことが必

和市の筆者のクリニックまで浜松市、太田原市、松本市などか
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写真3

写真２とは別の患者から摘出した合成樹脂の棒と切開
部。合成樹脂の棒は空洞になっていて、
その中に避妊の
徐放剤が入っている。

写真4

風邪で発熱してやってきたカンボジア人男性の背中に認
めたコインで強く擦った発赤。規則正しく擦られている。

の嘱託医を兼任するようになり、難民として日本に合法的に
受け入れられた在日カンボジア人の方々とはすでに36年近
い親交がある。今でも定期的に受診してくれる人たちも少な
らやってきて、
５分の手術を受けて帰って行く人たちがいた。
このようなケースに遭遇した場合は、ぜひ摘出してあげてい

くない。
カンボジアでは発熱したり、頭が痛いと、
コインで体を擦る

ただきたい。

習慣がある。風邪をひいてやってきた人たちの体を見せても

④食事指導

らうと、線状の発赤が多数認められる
（写真４）。どうしてこれ

高血圧や高脂血症などで食事指導を行う際に大切なこと

で解熱するのか、頭痛が軽減するのかは分からないが、日本

は、
「魚をもう少し食べて」
とか「野菜を食べましょう」などとい

のお灸と同じように局所の皮膚の温度を上げるものと考えら

う指導は意味がないということだ。フィリピン人は生の野菜を

れている。これが子どもたちの体にあると、幼児虐待と間違

食べる習慣がもともとない上に、魚も野菜もすべてアドボと

いそうになるが、発赤した線が左右対称など整然としていて、

いう醤油味の油の民族料理の中に入れて煮て食べてしまう。

よく見ると違うということが分かる。

あるいはフライにして食べてしまう。だから「魚や野菜を食べ

難民として受け入れられたカンボジア人は約1,000人強

て」ではなく、
どのように調理して食べてほしいかまで話さな

で、その多くは、筆者のクリニックの存在する神奈川県県央地

いと、全く無意味に思ってしまうことになる。

区に居住しているので、
とくにこの地域では目にする機会が

⑤中国系の妊婦に冷たい食事はタブー

あると思われる。なお、中国雲南省やベトナムの一部でも同じ

中国系の人々の間では、妊婦が冷たい食事を食べること
は、妊婦だけでなく、胎児の健康にとっても極めてよくないと

ような習慣があると聞いたことがある。
⑦太っているほうが健康的

考えられている。ゆえに、出産のために入院した病棟で、食事

アジアでも南米でも、子どもは太っているほうが健康的と

に野菜サラダなどが出てくると問題になる。このようなときに

いう考えがあるようである。こういう考え方は、貧しい家庭の

「冷たい食事を摂ることが、本当に妊婦やおなかの中の赤

子どもはたくさんは食べられない、ゆえにやせているという

ちゃんにとって悪い影響があるのか？」
という医学的議論を患

考えの裏返しかもしれない。
５～６歳程度ですでに肥満体の

者と戦わすことは意味がない。冷たい食事は出さず、先祖

子どもも珍しくない。肥満体を何とかしようと栄養指導、食事

代々守ってきた彼らの民族的習慣と考えて受け入れたほう

指導するときに、
「お子さん、太っていますね」
とか「少しふっく

が、
トラブルなく患者と良好な関係が築けると思う。

らしていますね」とやんわり話すと、保護者に「お医者さんに

⑥カンボジア人の発熱時、頭痛時のひっかき傷

褒められた」
と勘違いされる。肥満は病気のもとであるという

筆者は、1983年にインドシナ難民大和定住促進センター
日本ケミファ
（株）
発行 [Chemiphar WISELY] No. 33 2017年12月発行

ことを、
しっかりと話さないと理解されない。
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