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謹賀新年

2021年も果敢に挑戦し
社会に発信していきます
気になりませんか？
あなたの動脈硬化度
フェニックス流 感染症対策
ゴザーレ

プロジェクト

つながる街 GOZARE PROJECT
新型コロナウイルスパンデミック
第3波襲来が語る

理事長インタビュー

「2021年も果敢に挑戦し
社会に発信していきます」

フェニックス総合クリニック

（Q：聞き手

A:敏毅理事長）

明けましておめでとうございます。
本年もよろしくお願いいたします！
2020年は理事長にとってどんな年でしたか？
怒涛の一年でしたね。
これまでフェニックスは人と地域とのつな
がりを大切にしたいという気持ちでやってまいりました。
しかし新
型コロナウイルス感染症の蔓延でご利用者様ｰご家族の面会やお
祭り・イベント開催、ボランティアの方々との交流を大きく制限せ
ざるを得なくなりました。そういったことが大変残念で心苦しい
日々でした。
一方で「人と人をつなげていく」
という事の大切さと、私たちのミッ
ションの重要性を再認識できました。
フェニックスのミッションとは何ですか？
ワンフレーズで言うと“「三方（さんぽう）
よし」の精神で「地域共生
社会」を実現する”です。
「三方よし」
とは何ですか？
経営哲学のひとつで「商売において売り手と買い手が満足するの
は当然のこと、社会に貢献できてこそよい商売といえる」
という考
え方です。
この「三方」を私どもフェニックスに当てはめると
「ご利
用者様・患者さんとそのご家族」
「フェニックスのスタッフとその家
族」
「地域にお住まいの方・行政を含めた関係者の皆さん」
となる
でしょうか。
「地域共生社会」
とは何ですか？
「地域共生社会」
とは厚生労働省が最近よく掲げている、少子高齢
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となっている日本で実現が求められている社会の在り方です。
健常者と障がい者、子どもｰ若者ｰ高齢者、性別、国籍の違いなどを
乗り越え、一人一人が活躍でき、
より一層結びついて一緒に生活し
ていく社会です。
また支援の「支え手」
「受け手」は一方的に決まる
ものではなく、お互いに支え合っていく社会と言われています。
ですから、高齢であっても障がいがあっても、おひとりおひとりが
持っておられるチカラを最大限に生かし、少しでも長く仕事を続
けられたり、自立した生活が出来たりできるような仕組みと働き
かけが必要です。

以前本誌でも
「フェニックス流

地域共生社会」
として
「GOZARE（ゴザーレ）
プロジェクト」の話があ

りましたよね。
おっしゃる通りです。
「なんでもござれ」
という言葉がありますよね。
この「ござれ」から作ったダ
ジャレによる造語が「GOZARE（ゴザーレ）」
です！
（笑）
フェニックスが地域共生時代の良き手本になり、
この地域に地域共生社会を実現する事が、患者
さん・ご利用者様・ご家族・関係者の皆様、そしてフェニックスグループで働く私たち自身の幸せ
（三方よし）につながると信じています。
現在の進捗はいかがですか？
障がい者の方の就労を応援するVIVAローゼ（就労移行支援事業所・就労継続支援B型）の運営も
軌道に乗ってまいりました。市外からも通っておられる方もいらっしゃいます。
また、以前は障がい
のために介護保険をご利用だった方が職場復帰できるくらいに回復いただけたり、VIVAローゼ
で製造販売している商品がお客様から好評をいただいております。
また各務野高校の生徒さんとコラボレーションし、地域共生社会を実現するために私たちができ
る事を一緒に考えてもらっています。
昨年10月には９社が競合する中、選定委員会において各務原市地域型保育事業者と認定されま
した。来年４月にフェニックス総合クリニック南側用地の一角に保育所をオープンさせていただ
きたいと考えております。
コロナ禍であっても着実にゴザーレプロジェクトは進行しているのですね。
おっしゃる通りです。今は感染症対策のため大々的なお披露目ができない事が残念ですが、
コロ
ナ禍が落ち着いたら、人と人とのつながりを実感し広めるような取り組みをさらに進めていきた
いですね。
コロナの夜明けが楽しみですね。本日はありがとうございました！
本年もみなさんと共に歩んでまいりたいと思います。
どうぞよろしくお願い申し上げます！

ゴザーレプロジェクトイメージ図

フェニックス
総合クリニック
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気になりませんか？
あなたの動脈硬化度
フェニックス総合クリニック

副院長

長縄 康浩

消化器病専門医 ／ 消化器内視鏡専門医 ／ 日本消化管学会 胃腸科専門医

日本人の死因の3割は「脳梗塞」、
「心筋梗塞」など、動脈硬化が原因の疾患です。
血管の弾力性が失われ、硬くなったり血管壁にコレステロールなどがたまり、

内径が狭くなって血液の流れが悪くなった状態を動脈硬化といいます。

血管の硬さや詰まり具合を測定し、動脈硬化の進行度を知ることができます。

血圧
四肢の血圧を同時に計測し、痛みはなく、所要時間は5〜10分程度です。
脈波測定 動脈硬化はさまざまな病気の引き金となるため、非常に大切な検査です。
あなたの血管年齢がわかります。

下記にあてはまる方は、
この検査がおすすめです。
• 動脈硬化が気になる
• 喫煙する
• 運動不足である

• 高血圧・糖尿病・脂質異常症の治療を受けている
• 肥満（メタボリックシンドローム）
である
• 身内に脳卒中や心臓病になった人がいる

この検査でわかること

• 血管の硬さや詰まり具合を測定し、
動脈硬化の進行度を知ることができます。

料 金

血圧脈波測定（CAVI・ABI） 2,500円（税抜）
※治療の時は保険適用となります。

特殊循環器外来のお知らせ
江南厚生病院

医師

奥村 諭 先生

・日本内科学会総合内科専門医
・日本循環器学会・専門医
・不整脈専門医

・日本内科学会・認定医
・日本不整脈心電学会認定医

第2・第4土曜日
午前9：00〜12：00

（予約受付のみ）
お問い合わせ

☎058-322-2000

当クリニックでのオンライン診療について
対象と
なる方

以前かかられたことがあり、症状の安定している方
症状に変わりがなく、いつもの薬を処方してほしい方

【お薬の受け取り方について】
処方箋を郵送にてお送りしますので近くの処方箋薬局
にて受け取りをお願いいたします。
医療機関コード

339e

医療機関を登録する際に
こちらを入力してください。

4

こんな方は直接受診をお勧めします
・痛みなどがあり処置が必要な方
・症状が安定していない方

今すぐアプリをダウンロードしよう！
右のQRコードからアプリをダウンロード
してください。

糖尿病は
寒い冬こそ
ケアが大切！
血糖値
スパイクとは？

糖尿病をお持ちの方は、
様々な感染症に罹りやすいと言われていま
す。
また、新型コロナウイルスに罹った場合に重症化しやすい基礎疾
患として心疾患や呼吸器疾患に加えて、
糖尿病も挙げられています。
新型コロナウイルスに感染しないように免疫力を上げることも大
切な感染対策です。
しっかり栄養をとって免疫力を高めましょう。
日本人は欧米人に比べ低い肥満度で糖尿病を発症するといわれ
ています。
この要因の一つは、
日本人のインスリン分泌が白人の半分
程度と低いためと考えられています。従って、
日本人は糖尿病になり
やすいのです。

コロナ禍の運動不足で自宅での食べすぎに注意！

食事の回数や時間が不規則になったり、
ダラダラと間食をする生活になり
がちです。
しかし、そういった食生活は、膵臓に負担がかかります。さらに、
血糖値が急上昇する
「血糖値スパイク」
を引き起こしているかもしれません。

血糖値スパイクってなに？

通常は緩やかに上下する血糖値が、食後
に急上昇し、その後急激に低下することが
あります。
この急激な血糖値の変動を
「血糖
値スパイク」
や
「グルコーススパイク」、
「食後
高血糖」
などと呼んでいます。
健康な人の血糖値の変動は、
ある一定の
範囲に保たれています。
しかし、糖質を過剰
に摂取するとインスリンの働きが追い付か
なくなり、細胞にブドウ糖を取り込みきれな
くなり、血液中にブドウ糖があふれてしまい
ます。
すると、膵臓はインスリンをさらに大量に分泌さ
せるため、血糖値が急激に下がってしまうのです。
ま
た、
このような激しい血糖値の変動によって、食後に
眠気や頭痛などを引き起こすことがあります。
こうし
た状況を放置しておくと、膵臓が疲弊して糖尿病へと
進行してしまうため、糖尿病の前段階の1つといわれ
ています。
この血糖値スパイクですが、年齢や体型などに関係
なく起こることが分かっています。
そして、健康診断な

どで血糖値に異常がない人にも起こっている可能性
があります。通常、健康診断などでは、空腹時血糖を
測定することが多いため、食後に血糖値スパイクが引
き起こされていても、空腹時血糖が正常値であれば
異常とみなされません。そのため、気付かれにくいの
も特徴です。
食後の眠気など気になる症状がある人は、経口ブ
ドウ糖負荷試験（OGTT）
によって食後の血糖値の変
動を調べることで、早期に発見することができます。

血糖値の急上昇を予防するには

血糖値スパイクを予防するためには、血糖値の急上昇を防ぐことが大切です。次のことを意識しましょう。
・早食いをしない
ゆっくり食事をすることで急激な血糖値の上昇を抑えることができます。
・朝食をとる
朝食を抜くことで昼食後の血糖値が急激に上がりやすくなります。
朝食に限らず欠食は避け、
１日３食、決まった時間に食べるように心がけましょう。
・ベジファーストを心がける
野菜（食物繊維）→汁物→肉・魚（たんぱく質）→ごはん・パン
（糖質）
・低GI食品を食べる
そば・大根・牛乳・りんごなどの食品は血糖値の上昇が緩やかな低GI食品です。
・有酸素運動をする
運動を生活に取り入れることで、筋肉がブドウ糖を消費し、血糖値を下げることができます。
・間食を控える
ケーキやおせんべいなどの糖質が多い食品は膵臓に負担をかけます。
ナッツ類やチーズなどに置き換えてみるのも良いと思いますが、間食はできるだけ避けましょう。
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STOP
VIRUS
!

老人保健施設

サンバレーかかみ野

感染症対策

フェニックス流

個室がさらに
充実しました
サンバレーかかみ野では法人内入所施設では唯一大部屋（2〜4名）の
療養室があります。例年冬季になるとインフルエンザやノロウイルスでの拡
大防止が大きな課題でした。
今回岐阜県における
「高齢者施
設等における多床室の新型コロ
ナウイルスの感染拡大のための個
室化改修支援事業」
にもとづき本
年10月から３階療養棟で個室化
工事を行い12月初旬から使用で
きるようになりました。
個室が8床増えゾーニングをし

っかり行うことであらゆる感染症の拡大防止を強化できるようになりまし
た。
（1人部屋35、2人部屋10、4人部屋21）
感染症は
「持ち込まない」
が基本となりますので今後も職員の体調管理、
教育も徹底していきたいと思います。
ご家族さま、
ご利用者様には長期にわたる面会制限等でご迷惑おかけし
ておりますが今後もご理解・ご協力を宜しくお願い致します。

タブレット面会実施中

ご利用者様と一緒にクリスマス
会を行いました。
コロナ禍を吹き飛ばすくらいの
大きな笑顔でご利用者のみなさ
んから職員が元気をいただきま
した！
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広い個室（16㎡）

サンバレーでは
現 在ご利 用 者
様とご 家 族 様
にタブレットに
よる面会をしていただくこと
ができます。顔を見てお話を
することはご利用者様にとっ
て大きな励みになるようで
す。
ぜひご利用ください！

フェニックス総合クリニック

発熱など特殊外来を
設置しています
クリニックでは、
あらかじめ発熱等の風邪症状や消化器
症状のある患者さんには事前に連絡をいただき、駐車場に
設置した２つのコンテナを利用して安全を確保した環境で
対応させていただいています。新型コロナウイルス検査や
インフルエンザ検査、必要に応じて血液検査をして診察し
ます。中はパーテンションで仕切られており、互いに安全な
診察を受診いただけますのでご安心ください。

中はこんな風になっています
窓

医師
コンテナ

来院者へ検温実施

患者

コンテナ

さらにクリニックの待合いは安
全性の高いグリーンゾーンで診察
待機していただいています。
出入口での手の消毒と検温、お
よび受付問診でウイルスによる感
染拡大防止に心がけることで発熱
のない患者さんに安心して院内で
診察を受けていただけます。
グリーンゾーン
（非感染領域）

岐阜県立岐阜各務野高校情報
科3年の川端さんと岡田さんが製
作しました。
クリニックの患者さま、
施設の利用者さまに
「コロナに負け
ないでがんばろう！」
のメッセージを
込めて飾ってくれました。
とってもき
れいなのでぜひ皆さまもご覧になっ
てください！

いろんな色に変化するきれいなイルミネーション
（1月中旬までフェニックス総合クリニックのホールに展示しています。）
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つながる街
GOZARE PROJECT
ゴザーレ

プロジェクト

ゴザーレプロジェクトリーダー

皆さん地域共生社会という言葉をご存知で
しょうか？地域共生社会とは、制度・分野ごと
の
『縦割り』
や
「支え手」
「受け手」
という関係を
超えて、地域住民や地域の多様な主体が『我が
事』
として参画し、人と人、人と資源が世代や分
野を超えて
『丸ごと』
つながることで、住民一人
ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っ
ていく社会というものですが、すごく噛み砕い
て言うと
「皆で支え合って生きていこう！」
とい
うことです。皆さんも御存知の通り、
日本はこれ
から少子高齢社会が更に進み、人口減少時代
となります。若くて働き盛りの人が減り、高齢者
の割合が増えていきます。一人あたりの給与が
伸び悩む一方で、社会保障費も増大し続け、
ひ
とりひとりに掛かる負担は大きくなります。家計
に例えるなら、収入は減るけど出費が増えると
いうことです。
これを乗り切るには、なるべく収
入を減らさない努力と出費を増やさない努力
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長縄 康浩

が必要です。一人ひとりの生産効率を上げるこ
とはもちろんですが、若くて働き盛り以外の人
達（高齢者や障がい者など）
もできるだけ経済
活動に参加し、少ない資源を分け合い、節約し
て生活する社会を作らなければなりません。
そ
れがまさに地域共生社会です。我々、
フェニック
スグループは鵜沼の羽場町に診療所を開設し、
地域の医療を微力ながら支えてまいりました。
その後、介護保険制度が始まり、介護・リハビリ
を通してひとりひとりの生活を支える役目を頂
戴し、現在は僅かではありますが障害福祉にも
関わらせていただけるようになりました。
しかし
ながら、
日々業務をする中で、経済的な理由や
制度上の問題などで不十分であったり、
お力に
なることがかなわない場合もあります。
これか
らの社会を安心してこの地域で生活していくに
は、皆さんと共にお互いが支え合う地域を作っ
ていかなければならないと強く感じています。

「つながる街 GOZARE」
は人と人、人と社会
が繋がりあうことで、地域共生社会を実現する
まちづくりを目指し、次の時代へつなげていく
プロジェクトです。
SDGsやSociety5.0という言葉をご存知で
しょうか？ SDGsは
「Sustainable Development
Goals
（持続可能な開発目標）
」
の略称で、
2015
年に国連によって採択された、2030年までの
15年間で新たに達成すべき国際目標です。
17の
ゴール・169のターゲットから構成され、地球
上の
「誰一人取り残さない」
ことを誓い、
まさに
地域共生社会を包括する目標となっています。
Society5.0は
「サイバー空間（仮想空間）
とフィ
ジカル空間（現実空間）
を高度に融合させたシ
ステムにより、経済発展と社会的課題の解決
を両立する、人間中心の社会」で、もう少し噛
み砕いた表現をすると、先端技術をあらゆる産
業や社会生活に取り入れ、経済発展と社会的
課題の解決を両立していく新たな社会です。政

府は「SDGsアクションプラン2019」の中で、
取り組みの3本柱のひとつに
「SDGsと連携す
る
『Society5.0』
の推進」
を置いています。
つま
り、
「これから日本は先端技術を駆使して、誰一
人取り残さず、環境にも配慮した持続可能な
社会を作っていきますよ」
ということを掲げた
わけです。
フェニックスグループとしても、
これ
からの地域に貢献できる形として、SDGsや
Society5.0を意識しながら各務原流の地域
共生社会を目指したいと考えています。
しかし
ながら、
まちづくりは地域のものであり、地域の
人々が主役になるものです。そのためにこの
GOZAREプロジェクトも、地域主導でなくては
ならないと思います。我々はこのプロジェクトを
地域住民や企業の皆さんと共にすすめて行き
たいと思います。
ご興味のある方、
ぜひお力を貸
していただける方、
お気軽にお声掛けください。
皆さんとつながっていけることを楽しみにして
います。

第１回 ＧＯＺＡＲＥプロジェクト会議が

開催されました
12月14日、
東京より藤村龍至先生を招いてＧＯＺＡＲＥ
プロジェクト会議が開かれました。藤村先生は全国にて
まちづくりを手掛けてきており、
その中の一つ“鳩山ニュー
タウン”を例に挙げ、人々が集う環境を作り上げていく
プロセスを説明していただきました。それを元に、
ここ各
務原鵜沼地区にていかに今後プロジェクトを進行してい
くか参加者全員で自由にアイデアを出し合い話し合いま
した。鵜沼地区の特性や傾向を知り、地域性を最大限に
生かした持続可能な参加型システムを作り、人々が協力
し合い、安心して集える街づくりにしていく方針です。
また、
「ワクワク感」を
大事にしたワークショッ
プなどの 活 動 を計 画し
“出会いと学び”の場づく
りにも力を入れていく予
定です。

藤村龍至氏 プロフィール
東京藝術大学美術学部建築科准教授
ＲＦＡ主宰
建築家。東京工業大学大学院博士課程単位取
得退学。2005年より藤村龍至建築設計事務
所（現ＲＦＡ）主宰。2010年より東洋大学専
任講師。2016年より東京藝術大学准教授。
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地域とつながる

乗り合い送迎サービスを
ぜひご利用ください！

10月1日、乗り合い送迎サービス
「チョイソコ
かかみがはら」出発式がフェニックス総合クリ
ニック前で開催されました。
「チョイソコ」
とは、
アイシン精機が開発した、高齢者など地域住民
の健康維持・増進を目指した新たな移動支援
サービスです。実証実験として各務原市が10月
から導入することになり、県内では初、全国でも
5番目の先進的な取り組みとなります。
あらかじめ決められたダイヤで運行するこれまでの
「ふれ
あいバス」
と違って、利用20分前までに電話予約すること
で、エリア内（鵜沼南エリア）にきめ細かく設置された身近
な停留所を結んで便利に利用することができます。運賃は、
大人400円、65歳以上・小学生・障がい者200円です。
（利用するには事前に会員登録が必要です）
フェニックスでもチョイソコで皆さんがお出かけし、心身
ともに健康でいていただけるよう応援していますのでぜひ
ご活用ください！

フェニックス・グループの停留所

・フェニックス総合クリニック
・健康館フェニックス

（メディカルフィットネスQ10、
ドクターズレストランGA楽）

・地域密着型複合施設 プラザ＆メゾン

問合せ先
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☎057-00-81115（ナビダイヤル）8：30〜16：00

7月から10月にかけて、岐阜各務野高校ボランティア活動部の皆
さんと
「SDGs共生社会のまちづくりワークショップ」
を3回にわたっ
て開催しました。
これはフェニックスが取り組んでいる共生社会モデル
『つながる街
ゴザーレ』
を舞台に、地域課題を解決する魅力的なソーシャルビジネ
スのアイデアをみんなで膨らませようという企画です。今年度は地域
で暮らす人々がゴザーレの新サービスで元気を取り戻すというストーリーをグループごとに創作、発
表しました。高齢独居の元料理人、役割を見失ったパート主婦、仕事と家庭の両立に悩むシングルフ
ァーザー、不登校で引きこもりの高校生など、困りごとを抱えた人々を支え合いの力で元気づけ、誰も
が幸せになれる温かなアイデアは
『つながる街ゴザーレ』
の可能性を改めて感じさせてくれました。
今回は乗り合い送迎サービス
「チョイソコかかみがはら」
のアイシン精機や各務原市役所のご担当
者にも協力いただき、最後には「チョイソコ賞」、
「 優秀プレゼン賞」、
「 Z世代賞」、
「ゴザーレ賞」、
「SDGs賞」
など、各発表にふさわしい賞を贈らせていただきました。
ちなみに副賞はVIVAローゼ印の
アートフラワーです。発表された皆さん本当にお疲れ様でした！また来年度も楽しみにしています‼

就労継続支援B型

V I VAローゼ

各務原市鵜沼羽場町３丁目33番地
PHOENIX DANKE内

8：30〜17：00

（障がいをお持ちの方がお仕事をするところです。）

昨年５月に開所してから、おかげさまでご利用者も増え、毎日楽しくお仕事に励んでいます。

光触媒の造花

づくり

くり
椅子カバーづ

り
竹 炭 製 本づく

販売しています

洗 車

竹炭

プレゼントやお祝いにお花はいかがですか？
ご希望の方はVIVAローゼまでお問い合わせ下さい。

光触媒とは…
消臭効果
防汚効果
抗菌効果
安全効果

●タバコ・トイレ・ペットのニオイの消臭
●ヤニによる汚れの分解
●キッチンの油汚れの分解
●風呂などの水まわりのカビ防止
●シックハウス・各種アレルギーの
原因物質分解
●発ガン要因のホルムアルデヒドを分解

☆随時見学・ご相談承りますので、
ご連絡お待ちしております。 TEL 058（ 370）9700

担当：山田
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新型コロナウイルスパンデミック
第3波襲来が語る
〜ウイルス
（非生命）
と人類（生命）の
破壊的敵対関係と奇妙な共存共生〜
特定医療法人フェニックス

2020/12/9現在の世界
各国地域の新型コロナの延
べ感染者数は、約6800万

社会福祉法人フェニックス

会長

長縄 伸幸

【感染拡大イメージ図】

日米の3波、
ヨーロッパの2波にわたる感染拡大

人、死亡者は約155万人で、
特に、最近は1日あたり、
それ
ぞれ約63万人、
1.2万人と急
増しています。
この様に、私ど
も人類は何度もウイルスと
生死をかけて戦い続けてい
ます。天然痘、ペスト、インフ
ルエンザなどウイルスとの戦
いにより、その都度、我々は
人間の社会制度に大きな変
革をもたらすほどの犠牲を
払ってきました。新型コロナ
ウイルスの猛威はそれに匹
敵すると警告する研究者も
少なくありません。中国武漢
での大流行が報告され、
まも
なく1年になりますが、感染
力を高めた変異株の猛威は
収まる様子もありません。
そこで今回は、
ウイルスは
私たち生命の誕生にどのよ
うに関わり、また、人類にど
のような影響を与え続けて
いるのかを振り返ってみま
しょう。

非生命から生命の誕生
約40億年前の地球は、小さな物質（非生命）

12

は、
「小さな水滴に幾つかの物質が漂う時、摂氏
37度に加熱すると、物質の1つが周りの成分を

があるだけの世界であったが、
ある日突然、遺伝

引き寄せて自分の複製を作り始めた。
この複製は

情報を複製できる
「生命」
ができた？ この仮説

やがて壊れたり、複製できないまま残されていた

を試験管の中で目にした東京大学の市橋教授

が、他の物質の複製反応を借りて増殖（寄生）
す

るものが現れた
（ウイルス）。
やがて、
その寄生型

帯状に出現する帯状疱疹は、乳幼児期に感染し

（非生命：RNAで遺伝情報を伝承するウイルス

た水痘・帯状疱疹ウイルス
（ヘルペスウイルスの

の誕生）
の動きに反抗して、果敢に増殖するもの

一種）が原因であり、小児期の水疱瘡後も頭部

（生命：DNAで遺伝情報を伝承する生命の誕

や腰部の神経節で何十年も潜んで生きていたの

生、やがて人類へ進化）が現れてきた」
と述べて

です。また、最近、
このヘルペスウイルスである

います。

体内に宿るウイルス遺伝子
（内因性ウイルス）
地球には、太古の時代から色々なウイルスが

「ヒトヘルペスウイルス6」が作り出すタンパク質
「シス」がうつ病の引き金になっているとの報告
があります。

巧妙な生存戦略持つウイルス

おり、生命（人類）
の奥深くに入り込み、
自分の遺

地上にはおびただしい数のウイルスが飛び

伝子の1部を他の生命の遺伝子に組み込んで相

交い、その生存戦略も極めて巧妙である。新型

手の生命に好影響を与えているものも少なくあ

コロナウイルスも、
「したたかで賢く、厄介だ」
と専

りません。
「母親にとって異物である赤ちゃん」
に

門家は言う。症状が出現する前から他人に感染

拒絶反応を起こさず、胎盤で育てる哺乳類の進

させる上に、発症するまで期間が長い。
また、感

化は目を見張るものがありますが、
その奇跡を約

染しても多くは軽症か無症状で、人知れず感染

1.5億年前に演出したのがレトロウイルスによる

を広げ、
さらに、容易に姿を変え
（変異し）何度も

感染です。
ヒトなどの多くの哺乳類の胎盤形成に

拡大（パンデミック）
が繰り返されている
（現在第

深く関わっている遺伝子PEG10/PEG11は、
こ

3波）。

の時感染したレトロウイルスの遺伝子で、以後、

蝶や蛾の幼虫に感染する
「バキュロウイルス」

人類は自分の遺伝子（内因性ウイルス）
として保

も結果的には賢いウイルスである。感染すると、

持し続けています。
さらに哺乳類の脳機能の進

脳や神経を侵して、
やがて、
その行動を自由に操

化にもウイルスが関わってきたようです。
この様

れるようになってくる。
ウイルスに感染した幼虫

な内因性ウイルスは、
ヒトでは全遺伝情報（ゲノ

は、高いところを目指す衝動にかられ、
やがて、高

ム）
の8％を占め、
さらに、
その生命活動にかかわ

い木の先で鳥に食べられるか力尽き朽ちるが、
ウ

るゲノムの2％が内因性ウイルスで、
ヒトの進化

イルスは結果的にシナリオ通り広くまき散らされ

の行方を左右し続けています。
したがって、相互

ている。

の機能の進化に深く貢献し合っている、
ウイルス

果樹に感染する
「プラムポックスウイルス」
も監

と生物の共存関係は今後も限りなくつづくで

視をすり抜け、生きるすべを獲得した成功者であ

しょう。

る。成熟時期前になると、感染力や毒性を制御す

健康な人の体に潜伏続けるウイルスたち

るアミノ酸の1つを
「弱毒型」
に変異させ、
出荷や
検疫時期には外観上感染が目立たない姿で監

健康な人の全身にも、少なくとも39種類のウ

視網を潜り抜ける。
やがて、入国後に感染力や毒

イルスが居続けていた（東大医科学研究所：佐

性を回復させるという悪知恵を獲得しています。

藤佳准教授）
という。事故などで健康のまま亡く
なった人のウイルスを追跡した結果、脳には8種
類、心臓には9種類のウイルスが感染していた。
ウイルスはヒトなどの体内に入っても、宿主を破
壊させることなく、
自らも生きて子孫を残すこと
（共存）が究極の目的です。中高年になり、
ストレ
スや疲労で免疫力が低下すると、神経に沿って
13

もてあそ

ウイルスに心を弄ばれたオランダ人
ウイルスが植物の花びらに影響を与えるとい
う研究をご紹介します。
ペチュニアの遺伝子に組
み込まれているパラレトロウイルスが動き出す
と、
その花びらが色づき、模様が変わる。
ダリヤや
リンドウでも同じような現象がみられ、
ウイルス
の影響ではないかと推測されています（東京農

ネアンデルタール人

工大・東北大）。
1637年ごろにオランダで起きた
「チューリッ

けるほどの）重症化しやすい」
と最新の解析報

プバブル」は、まさにウイルス感染によるチュー

告を行っています。ネアンデルタール人は20〜

リップ変種株（花びらが感染で美しく変色）への

40万年以上前から存在する古代人で筋肉質

投機であるといわれています。
トルコのオスマン

で大柄な古代人です。
アフリカから早い時期に

帝国で発見された、
チューリップのウイルス感染

中東や欧州に進出したが、やがて、10万年前に

株を、
オランダ国民が年収の10倍（3000万）以

出現した小柄な私たち人類（ホモサピエンス）

上の大金を使って球根を買いあさった歴史的な

と1部交雑しながら4万年前に突然絶滅してい

バブルです。

ます。現代人類のホモサピエンスの1〜4％に古

毒をもって毒を制す、
ウイルスをもって
害（害虫・癌）
を退治す

るといわれていますが、バングラデッシュや南ア
ジアでは 半 数 以 上 の 人 に、ヨ ー ロッパ 人 の

ウイルスは時には命を奪う、密集するだけで

16％にその遺伝子が受け継がれています。一

人から人にうつる、
とても恐ろしい存在である。

方、東アジアやアフリカ人はほとんど保有して

特定の生物間で広まり脅威を与えるが、
しかし、

いないため、新型コロナの死亡者が少ない根拠

作物を枯らす害虫や人に巣くうがん細胞に感染

と考える人もいます。

すれば、人類の益となる貴重なパートナーにもな
りうる。
ヤシがタイワンカブトムシに大食害を受け枯
れ始めた時、天敵ヌディウイルスを感染させたタ
イワンカブトムシの成虫を野外に放ち、仲間のカ
ブトムシに感染させて害虫を駆除するウイルス
農薬や体内で異常増殖するがん細胞の独自の
「増殖装置」
のみに攻撃するウイルスを利用して、
がん細胞のみ破壊する遺伝子レベルの治療方法
が効果を上げつつある。

新型コロナウイルス感染における民族特異性
（古代人DNAによる重症度の差異）
？
世界各地における新型コロナウイルスの感
染者数や重症度（死亡者数）の違いが大流行
直前から指摘されています。
ドイツの研究者が
9月に「古代人であるネアンデルタール人の遺
伝子を持つ人は、3倍（死亡者人工呼吸器をつ
14

代人ネアンデルタール人の遺伝子を持ってい

（日本経済新聞

シリーズ「驚異のウイルスた

ち」、
「世界はウイルスでできている」
より）

コロナ第3波の大波を乗り切る、
熟練サーフアーの術
ワクチンも治療薬もしばらく期待できない。
と
りあえず第3波は自分だけが頼り。
知りたい、
やってみたい熟練サーファーの波乗
り術を！
「マスク着用、密からの逃避、社会性および体
力の維持」、
この難題を皆様はどのようにして乗
り切りますか？
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この街の元気をつくりたい。
トータルケアでしあわせを応援します。
地域密着型複合施設

プラザ＆メゾン
フェニックス総合クリニック

メゾンペイネ ………………………TEL（058）370-5225

TEL（058）322-2000

（特別養護老人ホーム）
（ショートステイ）

フェニックス在宅支援クリニック …TEL（058）322-2100

らぽら・ぽら ………………………TEL（058）370-2800

（老人保健施設）

介護予防デイサービスCom.Do2 …TEL（058）370-2800

ハートピア・フェニックス …………TEL（058）322-2221

ひだまり………………………………TEL（058）370-8885

（老人保健施設）

（グループホーム）

フェニックスデイケアセンターA&S TEL（058）322-2222

サニーテラス…………………………TEL（058）370-9915
（グループホーム）

フェニックス在宅相談センター ……TEL（058）385-2244

事業所内託児所 ショコラ …………TEL（058）379-3588

地域包括支援センター フェニックスかかみ野 TEL（058）384-8844

Anti-Aging複合施設

サンバレーかかみ野 ………TEL（058）370-7777

健康館フェニックス

デイケアセンターきらら ……………TEL（058）370-8875

介護予防デイサービスCom.Do……TEL（058）379-2022

（老人保健施設）

メディカルフィットネスQ10 ………TEL（058）379-3388

（デイケア）

（デイサービス）

事業所内託児所 それいゆ ……………TEL（058）379-3588

ドクターズレストラン GA楽 ………TEL（058）379-1818

ケアハウスだんらん ………TEL（058）379-3377

コミュニティ・プラザ

ダンケ

フェニックス DANKE

さんさん

デイサービスCom.Do33 ………… TEL（058）379-3773
（デイサービス）

DANKE（暖家）………………………TEL（058）370-0070
（特別養護老人ホーム）
（ショートステイ）

私の部屋…………………………TEL（058）370-1200
（グループホーム）

Com.Do DANKE …………………TEL（058）385-1155

Com.Do那加…………………TEL（058）322-5757

デイサービスセンターすずらん …TEL（058）385-3033

（デイサービス）

（リハビリデイサービス）

（認知症対応型デイサービス）

Com.Doパークサイドテラス …TEL（058）372-3535

地域交流広場 DANKE ……………TEL（058）385-1155

（介護予防デイサービス）

就労移行支援事業・就労継続支援B型事業所

VIVAローゼ …………………TEL（058）370-9700

関I.C
ケアハウス

各務原C.C

だんらん

サンバレーかかみ野

岐阜C.C

R156

おがせ街道
東海中央
病院

JR高山線

那加
新那加

各務原

コミュニティプラザ

フェニックス DANKE

Com.Doパークサイドテラス

至犬山

R21
名電各務原
三柿野
至江南

関・江南線

東海北陸自動車道
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私の部屋

蘇原
市民公園

Com.Do那加

各務原I.C

おがせ池

おがせ

メディカルセンター

アピタ

Anti-Aging複合施設

健康館フェニックス

地域密着型複合施設

プラザ＆メゾン

特定医療法人

岐阜県各務原市鵜沼各務原町6丁目50番

フェニックスグループ

羽場

検索

交通のご案内

メディカルセンター・フェニックス

名鉄各務原線 おがせ駅 又は名電各務原駅より徒歩10分
JR高山線 各務原駅よりタクシーで5分

サンバレーかかみ野

東海北陸自動車道 関インターより車で10分
名鉄各務原線 三柿野駅よりバスで15分
JR高山線 蘇原駅よりタクシーで7分
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