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玉祖神社のスイセン

ひとくち法律相談 Q＆A その 99

A. 　相手方の損害は、原則として、車の修理費用相当額になりますが、必

ずしも、その全額を支払わなければならないわけではありません。

　多くの事故では、当事者双方にそれぞれの落ち度があるのが通常で

す。そこで、事故現場の状況や事故の態様を踏まえ、双方の落ち度の割

合を決める必要があります。これを過失相殺（かしつそうさい）といい

ます。

　仮に、落ち度の割合が、あなたが30％、相手方が70％であれば、あな

たは相手方の修理費用相当額の30％を支払えばいいことになります。

　ご不明な点がありましたら、お気軽にきづがわ共同法律事務所にご

相談ください。

    ご不明な点があれば、お気軽にきづがわ共同法律事務所にご相談ください。

（きづがわ共同法律事務所　電話番号　０６－６６３３－７６２１）地下鉄なんば駅

徒歩１分、初回相談無料、要予約、夜間相談[火・水曜のみ]、土曜日相談もあります。

高齢者・障がい者のための電話・出張相談―専用ダイヤル０６－６６３３－７６２４

Q. 　自転車で走行中、相手方の自家用車と接触し、相手方の自家用車を傷つ

けてしまいました。

　相手方から修理費用20万円の弁償を求められていますが、全額支払わ

なければいけませんか。

　近頃のあおり運転のニュースがよく報道されています。その影響でドライブレ

コーダを取り付ける人が多くなり、事故の証拠として提出されることも多いようで

す。今回のひとくち相談を参考にしていただければと思います。

「物損事故」

第26回 桜並木通り抜け
　散歩会は4月3日（水）です
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　当面の予定としまして、「桜並木散歩会」

を４月３日（水）に2019年友の会総会は５

月１８日（土）に場所は例年通り八尾市文化

会館プリズムホールで開催することになりま

した。

　友の会では今年度は今までとは違う取り

組みや企画を行い、活動の充実と友の会会

員の増加を考えています。

　その第一弾として、桜並木散歩会の場所の変更を役員会で検討しております。２

月の役員会で検討されますので、どのような形になるかわかりませんが、友の会では

平成最後の桜を皆さんと楽しみたいと思っております。

　それと同時に病院の友の会事務局に新しいメンバーが加わりました。卯川　勉

（事務長）と岡田佑一（リハビリテーション科）、丸山慶和（放射線科）の３人です。

男ばかりですが、頑張っていきたいと思いますのでよろしくお願いします。

　できれば多くの患者様に友の会の行事に参加していただき、またそれと同時に友

の会に入会していただければと思います。

●表紙説明
　玉祖神社（たまおやじんじゃ）は八尾市神立にある神社です。（近鉄服部川駅から
北東に徒歩約30分）社宝に府指定有形文化財の男女神坐像があり、また平安時代
の歌人・在原業平が使用していたとされる笛が伝
わっています。敷地内にある傾斜地にボランティア
の方が球根を植え始め、今では栽培面積が約２００
０平方メートルにもなり、辺り一面にスイセンが咲い
ています。（見ごろは1月中旬から2月中旬）TVでも
紹介されるスポットになっており、平日の昼頃に表紙
の撮影のため訪れましが、多くの人がスイセンを楽
しんでいました。

　診療放射線技師の丸山です。
ところで私のことはご存知でしょ
うか？
　私は診療放射線技師としてこ
ちらの病院に勤めてまだ2年で
す。病院内では診療放射線技師

友の会の活動について
事務局

2019年度 事務局新スタッフ紹介

としてレントゲン撮影をはじめ、CTやMRIや胃透視や注腸や大腸カメラなどの業務
に携わっております。検査を受けられていない方とはなかなか接すること、お話しす
る機会がないと思いますが４月からは友の会・行事等に今後携わる機会があります
のでよろしくお願いいたします。友の会を通じて私も何かと皆様にご協力できればと
思っております。
　どうぞよろしくお願い致します。

放射線技師 丸山  慶和

　リハビリテーション科の岡田
です当院に勤務して早いもので
10年になります。
　主な仕事内容として上肢疾
患（五十肩や手首の骨折など、
手の怪我を受け持つことが多く

て、あと腰痛、圧迫骨折といった方も受け持つこともあります。
　痛くてつらいリハビリも楽しみながら、患者さん自身が満足感を得られるように
日々努めています。病気や怪我で着替えといった身の回りの動作がしにくくなった際
もアドバイスできるのでお気軽にたずねてください。
　友の会の行事に参加するのは初めてですが、これから顔を合わせることが多くな
るので色々お話しできることを楽しみにしています。

作業療法士 岡田  佑一
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　花粉症はスギなどの花粉が原因となるアレルギー疾患の一つで、３大症状はくしゃ
み・鼻水・鼻づまりです。このほかにも目やのどの症状、全身倦怠感、眠気やイライ
ラ、思考力の低下が起こることもあります。
　花粉症の有病率は年々増えており、その理由にはスギ花粉の増加が考えられます。
　日本で植林されたスギの大半が樹齢40～60年となっており、花粉が活発に飛散す
る時期を迎えているためです。
　ほかにもヒノキ、イネ、ブタクサ、ヨモギなど50種以上が花粉症を引き起こすとされ
ています。

ニュースなどで花粉の飛散状況をチェックしましょう。
外出時はマスク、眼鏡、帽子の着用をおすすめします。
帰宅時は衣服や髪をよく払って、うがい、手洗い、洗顔などで花粉を落とします。
気温の高い日中は、花粉が飛散しやすくなるため、換気は窓を小さく開け短時間にした
り、室内干しや乾燥機を利用するなどの工夫をしましょう。
こまめに掃除（特に窓際）することも大切です。

日常生活での花粉症対策

花粉症の症状の出かたや重症度は人によって違うため、病院では、
それぞれの人に合わせて治療薬を選んだり、何種類かの治療薬を
組み合わせたりします。

●花粉の飛ぶ量が少なく症状が軽い日も、次の大量飛散日に
備えて医師の指示通り服用し、自己判断でお薬をやめない
ようにしましょう。

●他の病院などで処方されているお薬がありましたら、受診
時におっしゃってくださいね。
　重複や副作用・相互作用を防ぐため、
　お薬手帳をご持参いただくことも
　おすすめします。

花粉症治療薬について

薬の種類 治療対象 長所 短所 投与期間 剤形

抗アレルギー薬 症状全般 比較的副作用
が少なく安全
性が高い

効果が出るま
でに2週間ほ
どかかる

花粉が飛び始
める2週間程
前から、花粉
が飛ばなくな
る時期まで

内服薬
点鼻薬
点眼薬

抗ヒスタミン薬 くしゃみ、
鼻水、目のか
ゆみ

出てしまった
症状に対して
即効性がある

重度の症状に
は効果が期待
できない。
眠気等の副作
用がある

日常生活に支
障が出た場合
など、一時的
に服用

内服薬
点鼻薬
点眼薬

ステロイド剤 鼻づまり等
の炎症を抑
える

ひどい症状に
対して、劇的
に効果がある

長期間使うと
副作用の可能
性

医師と相談の
うえ、必要な
場合に使用

内服薬
注射薬
点鼻薬
点眼薬

2種類以上の
目薬を使用す
る時は、5分程
度の間隔をあ
けて点眼しま
しょう。

点鼻薬は、よく
鼻をかんでから
使いましょう。

2019年スギ花粉前線
2019年1月17日発表

薬局  医薬品情報管理室より
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　昭和52年に大阪大学医学部を卒業、大阪大学院医学部研究科に進み、昭和

56年に博士号を取得しました。その後、糖尿病治療には欠かせないインスリ

ンの発見の地であるカナダ・トロント大学に留学しました。帰国後は大阪大

学第一内科を経て、平成元年の大阪労災病院に赴任いた

しました。

　労災病院では糖尿病内科を立ち上げ当時では画期

的な短期入院教育システムを確立しました。

野村  誠先生に
糖尿病専門医

インタビューしました。
野村  誠先生に
インタビューしました。

D o c t o r

　私の患者さんの中には30年以上も糖尿病と上手に付き合っている方がいま

す。近年はお薬も様々なものが開発されて、より病状に応じた適切な治療がで

きる時代になってきましたが、食事や運動などの基本的な自己管理をおろそか

にすると、糖尿病の合併症を防ぎ・健康を維持することが難しくなります。

　たくさんの患者さんを診てきて、それぞれが記憶に残っていますが、16歳

でⅠ型糖尿病の患者さんが思い出深いです。遊び盛りの年頃であり食事療法が

上手にできず、インスリン分泌も極度に低下している

ために、高血糖かと思えば低血糖が出現する状況が

持続しました。残念ながら腎症が進行して人工透析

に至り、最終的には膵・腎同時移植を受けること

になりました。
Q これまでの経緯・専門領域を教えてください。

Q 糖尿病の療養において大切なことを教えてください。

Q 印象に残っている患者さんはおられますか。

Q 一言
　貴島中央病院には歴史ある若草会があります。普段診察室や病室では相談

しにくいことも気軽にお話しする事が出来るので積極的に参加いただくこ

とをお勧めします。

　外来では私や看護師・管理栄養士の皆さんが協力して、

※フットケアや食事療法などの自己管理に必要なノウ

ハウを丁寧にお教えします。

　どうぞ、遠慮無く、お尋ねください。

※フットケア…糖尿病による足の傷や感染症の予防など
　　　　　　のことで、当院でも実施しております。



ドクターインタビュー

I n t e r v i e w

65

　昭和52年に大阪大学医学部を卒業、大阪大学院医学部研究科に進み、昭和

56年に博士号を取得しました。その後、糖尿病治療には欠かせないインスリ

ンの発見の地であるカナダ・トロント大学に留学しました。帰国後は大阪大

学第一内科を経て、平成元年の大阪労災病院に赴任いた

しました。

　労災病院では糖尿病内科を立ち上げ当時では画期

的な短期入院教育システムを確立しました。

野村  誠先生に
糖尿病専門医

インタビューしました。
野村  誠先生に
インタビューしました。

D o c t o r

　私の患者さんの中には30年以上も糖尿病と上手に付き合っている方がいま

す。近年はお薬も様々なものが開発されて、より病状に応じた適切な治療がで

きる時代になってきましたが、食事や運動などの基本的な自己管理をおろそか

にすると、糖尿病の合併症を防ぎ・健康を維持することが難しくなります。

　たくさんの患者さんを診てきて、それぞれが記憶に残っていますが、16歳

でⅠ型糖尿病の患者さんが思い出深いです。遊び盛りの年頃であり食事療法が

上手にできず、インスリン分泌も極度に低下している

ために、高血糖かと思えば低血糖が出現する状況が

持続しました。残念ながら腎症が進行して人工透析

に至り、最終的には膵・腎同時移植を受けること

になりました。
Q これまでの経緯・専門領域を教えてください。

Q 糖尿病の療養において大切なことを教えてください。

Q 印象に残っている患者さんはおられますか。

Q 一言
　貴島中央病院には歴史ある若草会があります。普段診察室や病室では相談

しにくいことも気軽にお話しする事が出来るので積極的に参加いただくこ

とをお勧めします。

　外来では私や看護師・管理栄養士の皆さんが協力して、

※フットケアや食事療法などの自己管理に必要なノウ

ハウを丁寧にお教えします。

　どうぞ、遠慮無く、お尋ねください。

※フットケア…糖尿病による足の傷や感染症の予防など
　　　　　　のことで、当院でも実施しております。
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ひとくち法律相談 Q＆A その 99

A. 　相手方の損害は、原則として、車の修理費用相当額になりますが、必

ずしも、その全額を支払わなければならないわけではありません。

　多くの事故では、当事者双方にそれぞれの落ち度があるのが通常で

す。そこで、事故現場の状況や事故の態様を踏まえ、双方の落ち度の割

合を決める必要があります。これを過失相殺（かしつそうさい）といい

ます。

　仮に、落ち度の割合が、あなたが30％、相手方が70％であれば、あな

たは相手方の修理費用相当額の30％を支払えばいいことになります。

　ご不明な点がありましたら、お気軽にきづがわ共同法律事務所にご

相談ください。

    ご不明な点があれば、お気軽にきづがわ共同法律事務所にご相談ください。

（きづがわ共同法律事務所　電話番号　０６－６６３３－７６２１）地下鉄なんば駅

徒歩１分、初回相談無料、要予約、夜間相談[火・水曜のみ]、土曜日相談もあります。

高齢者・障がい者のための電話・出張相談―専用ダイヤル０６－６６３３－７６２４

Q. 　自転車で走行中、相手方の自家用車と接触し、相手方の自家用車を傷つ

けてしまいました。

　相手方から修理費用20万円の弁償を求められていますが、全額支払わ

なければいけませんか。

　近頃のあおり運転のニュースがよく報道されています。その影響でドライブレ

コーダを取り付ける人が多くなり、事故の証拠として提出されることも多いようで

す。今回のひとくち相談を参考にしていただければと思います。

「物損事故」

第26回 桜並木通り抜け
　散歩会は4月3日（水）です


