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ドナ・フジモト・コール氏への 「旭日単光章」伝達式
2021年11月、令和3年秋の叙勲において、ヒューストン日本商工会準会員
であるドナ・フジモト・コール氏（Cole Chemical & Distributing, Inc.社長）
は、日本政府より「旭日単光章」を受章しました。
2022年5月12日、村林総領事は、コール氏への勲章伝達式を総領事公邸
において開催し、ターナー市長、川上商工会会長など、約50名が出席しま
した。
冒頭、村林総領事は、2006年にコール氏が外務省の「在米日系人リー
ダー招聘」代表団の一員として初来日した際、受け入れ担当者としてコール
氏と初めて会ったエピソードを紹介し、同代表団の参加者であり、自分の友
人であるコール氏への叙勲は非常に喜ばしいと述べました。また、コール氏
が、ヒューストン日米協会会長、米日カウンシル理事、2018年の日本テキサ
ス経済サミット議長を務めたほか、千葉・ヒューストン姉妹都市交流、ジャパ
ン・フェスティバル、日本庭園など、様々な分野で日米の友好に大いなる貢
献を行ってきたことを高く評価しました。
その後、村林総領事は、コール氏に勲記を手渡し、「旭日単光章」のメダ
ルを授与しました。
コール氏は、在米日系人リーダー招聘に参加した経験を踏まえ、自分は
日本と米国の
架 け橋 にな り、
日本とテキサス
州の関係強化
を支援したいと
考えるように
なったと述べる
とともに、これま
で自分がやっ
て き た こ と は、

自分一人ではなし得なかったことであり、
今回の叙勲を、出席してくれた皆さんと共
有したいと謝意を表明しました。そして最
後に、今年の10月、千葉市・ヒューストン市
の 姉 妹 都 市50周 年 を 祝 賀 す る た め、
ヒューストン・バレエが訪日するタイミングに合わせ、ターナー市長とともに
訪日することを発表しました。
次に来賓代表として挨拶に立ったターナー市長は、米国で最も多様性
のある都市ヒューストンにおいて、コール氏の成功は多くの人々の励みと
なっていると賞賛し、ホロコースト博物館における杉原千畝イベント、ヒュー
ストン・千葉姉妹都市のユース交流、ジャパン・フェスティバルなどへの貢
献に感謝しました。そして、ヒューストン市を代表し、今回の叙勲をお祝い
するとともに、10月の訪日を楽しみにしていると締めくくりました。
最後に、乾杯に先立ち、ヒューストン日本商工会準会員のグレン・ゴン
ドー氏（Gondo Company, Inc. 社長）が、自分とコール氏は、日系米国人
やほかのアジア人に対する偏見や差別を根絶するという目標を共有して
いると述べ、コール氏は、心の広いすばらしい人物であり、友人と呼ぶこと
を誇らしく思うと挨拶しました。
その後のレセプションでは、出席者は個々にコール氏にお祝いの言葉
をかけ、一緒に写真を撮るなどして、コール氏と受章の喜びを分かち合い
ました。
コール氏の功績の詳
細については、在ヒュー
ストン日本国総領事館
ウェブサイトでご覧いた
だけます。 （総領事館）

左から：村林総領事、コール氏、川上会長、ターナー市長

第571回テキサス会「合同杯」ゴルフトーナメント
5月1日（日）、第571回テキサス会ゴルフトーナメント「商工会会長杯・ユ
ナイテッド杯（合同杯）」をThe Golf Club at Cinco Ranch（男性5,822ヤード、
女性5,167ヤード、パー71）でグレーターヒューストン日本人会と共催で開
催しました。2021年9月の大会後、新型コロナの感染が落ち着くのを待ち
7ヵ月ぶりの大会となった今回は、川上商工会会長および武智日本人会会
長をお迎えし、選手78人が参加しました。
開会宣言の後、冠スポンサーであるユナイテッド航空様から頂戴した目
玉賞品「ユナイテッド航空 日本行き往復航空券」を目指し、選手が一斉に
コースに繰り出しました。5月ながら記録的な熱波が押し寄せ、一方で午後

1時過ぎには激しい雨が降り出しましたが、ちょうどその直前までに全員が
無事にホールアウトできました。
和やかな昼食会後に始まった表彰式では、ドラコン・ニアピン賞、飛び
賞、ブ ー ビ ー 賞 等 の 発 表 の 後、女 性 優 勝 を 大 岩 様（グ ロ ス105、ネ ッ ト
71.4）、ベストグロス賞を案浦様（グロス71、ネット69.8）、そして総合優勝・男
性優勝（および日本行き航空券）をNIPPON STEEL NORTH AMERICA
の赤松様（グロス80、ネット69.2）が受賞されました。
最後に川上会長から、会員の皆様が久しぶりに対面で集まり、楽しみな
がら懇親を深める良い機会となった旨のお言葉を頂戴し、合同杯は盛況
のうちに幕を閉じました。今回も、日
本人会および会員企業各社から数多
くのご寄付を頂戴しました。この場を
お借りして、ご協力いただいた皆様に
厚くお礼申し上げます。
（エネルギー・鉄鋼部会共同主幹事
ENEOS Americas 栗原）

▲女性優勝者 大岩様

▲総合優勝者・男性優勝者 赤松様
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5…ハリケーン対策特集
次 3…プラスチックの起源
6…COVID-19時系列データ

▲ベストグロス賞 案浦様
7…COVID-19グラフ・日本庭園清掃
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令和3年度（2021-2022）5月度 商工会理事委員会 議事録
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高性能・高機能プラスチックの紹介
同じ原材料でも組み合わせや加工の仕方により、様々な機能を付与した
～
り、高性能化することができます。いくつかを例として紹介します。
» 炭素繊維強化プラスチック：炭素原子同士の強い結合により、軽量で強
石油化学産業の発展にともない、プラスチックは生活の利便性を飛躍的 靭な炭素繊維は、耐久性だけでなく、耐熱性、耐薬品性にも優れていま
に向上させてきました。今やプラスチックに触れずに暮らすことは不可能と す。プラスチックとの複合材料は、航空機の翼、人工衛星フレーム等、
言っても過言ではないでしょう。それほどまでに文明に深く浸透してきたプ 様々な用途で活用されています。
ラスチックですが、近年の環境問題への意識の高まりから、新たな転換期 » 発泡プラスチック：ポリスチレン、ポリウレタン、ポリエチレン、ポリプロピレ
を迎えようとしています。
ンに代表される発泡プラスチックの内部にはたくさんの気泡が含まれてい
ここでは、プラスチックの発展の歴史をたどりながら、私たちの身の回り るため、耐衝撃性、断熱性、防音性に優れます。
の便利なプラスチックを紹介するとともに、持続可能な社会の実現に向け » フッ素樹脂：ポリテトラフルオロエチレン （PTFE）は炭素とフッ素から構成
て私たちに課された課題について考えていきたいと思います。
された安定した化学構造であり、耐熱性、低摩擦性、非接着性など多くの
すぐれた性質を持っています。フライパンのコート、ビニールハウス、外装
プラスチックの語源・定義
材に使用されています。
そもそもプラスチックとは何でしょうか。“plastic” を辞書で調べると、（形 » コンタクトレンズ：ポリメタクリレート構造にケイ素やフッ素を導入すること
容詞）形をつくることができる・可塑性の、（名詞）合成樹脂、と出てきます。 で、酸素透過性を高めたものがハードコンタクトレンズです。ポリメタクリ
語源は、ギリシャ語で“塑造”という意味を持つ“plastikos”に由来するようで レート構造にヒドロキシル基を導入することで親水性を付与し、涙を介して
す。JIS（日本工業規格）の定義では、プラスチックは、「高分子物質（合成 酸素透過率を高める設計にされているのがソフトコンタクトレンズです。
樹脂が大部分である）を主原料として人工的に有用な形状に形作られた » 形状記憶繊維：セルロースやポリエステル等の繊維を架橋させることによ
固体である。ただし、ゴム・塗料・接着剤などは除外される」とされています り、シワや縮みが生じても、水洗いして乾かすだけで元の形状に戻ります。
が、日常生活では加工された高分子製品の総称として扱われているように » おむつ（高吸水性樹脂）：ポリアクリル酸ナトリウムの立体的な網目構造に
思います。
なっており、水を加えると網目の中に水が入り込んで網目構造が広がり、さ
らにたくさんの水を取り込むことができるようになります。この時、樹脂はゲ
プラスチックの起源と発展の経緯
ル状になり水は流れ出てきません。おむつをはじめ、農業や園芸で使う土
プラスチックの起源は紀元前にまで遡ります。プラスチックの前身は、5千 の保水剤としても利用されています。
年以上前に塗料や接着剤として使われていた漆や琥珀等の天然樹脂だと » 燃料電池材料（高分子電解質膜）：燃料電池に使用される電解質膜に
言われています。紀元前1500年頃には、天然ゴムが使用され始め、後の は、特定のイオンを透過できるポリマーフィルムが使われることがあります。
合成ゴムの発展へと繋がりました。
» 導電性プラスチック：ノーベル賞を受賞された白川英樹博士が発明され
また、世界初の実用的な合成樹脂は、ニトロセルロースと樟脳を混ぜて たポリアセチレンは、有機物でありながら導電性を有します。
作った “セルロイド”だと考えられています。アメリカの印刷業者John Wesley Hyattにより、象牙に代わる素材として開発され、1870年に工業生産が プラスチックの問題と近年の動向
開始された半合成プラスチックで、現在はピンポン玉に使用されているよう
科学の発展とともに生活の利便性を向上させてきたプラスチックですが、
です。
環境問題、資源問題、ゴミ問題等が顕在化しているのも事実です。現に海
そして、人類が初めて作った人工合成樹脂は、フェノールとホルマリンか 洋ゴミの大部分はプラスチックであり、今のペースだと2050年の海は魚より
ら合成されたフェノール樹脂“ベークライト”です。アメリカの化学者Leo もゴミの量が多くなるともいわれています。また、プラスチックは生産時、廃
Hendrik Baekelandにより発明され、1910年に工業生産が開始されました。 棄時に大量に温室効果ガス（二酸化炭素）を排出します。温室効果ガスに
以下に汎用的なプラスチックの工業化年表と現在の用途をまとめました。 よる地球温暖化が一因と考えられる気候変動問題は国際社会が取り組む

プラスチックの起源 新時代

汎用的なプラスチックの工業化時期と用途
工業化
開始年
1870
1910
1930

2022年現在の用途

プラスチック名
セルロイド
フェノール樹脂
（ベークライト）
メタクリル樹脂
ポリスチレン

ピンポン玉
調理器具把手、電気回路基板
水槽
惣菜等の容器（電子レンジ使用不可）
電線コードの被覆、下水パイプや雨ど

1931

ポリ塩化ビニル

1935

メラミン樹脂

1939

ポリエチレン

1940

ポリ塩化ビニリデン

1948

ポリエチレンテレフ
タラート

ペットボトル

1957

ポリプロピレン

惣菜等の容器（電子レンジ使用可）

1958

ポリカーボネート

CDやDVD
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い
食器類
レジ袋やゴミ袋、ラップフィルム（通気性
あり、果物野菜用）
ラップフィルム（通気性なし、肉魚等長
期保存用）
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課題となっており、これらの問題に密接に関わるプラスチックにとっても大
きな転換期と言えるでしょう。
そうした中で注目されるのが温室効果ガスの排出実質ゼロ（カーボン
ニュートラル）を目指す動きです。具体的には、土や海洋中でも分解して
自然に還る生分解性プラスチックや、天然バイオマスから作られるバイオ
プラスチックの、開発や実用化が進められています。また、素材そのものだ
けでなく、輸送や生産工程にも着目し、サプライチェーン全体で二酸化炭
素排出量の低減が取り組まれています。一方で、排出する二酸化炭素量
に応じて企業に税金（環境税)をかけるという経済的な政策手段の導入に
ついての議論も始まっています。
このように持続可能な社会を目指した動きがグローバルに高まっている
のです。
利便性とサステナビリティの両立に向けて
過去1世紀以上にわたり大量生産・消費してきたプラスチックを、持続可
能な社会に適合するプラスチックに変更した際、費用面での負荷増加は
避けられないでしょう。また、場合によってはこれまで通りの利便性を維持
できないこともあるかもしれません。しかし、プラスチックの恩恵自体を持続
可能なものにするためにも、我々はソリューションを見つけ出さなくてはなり
ません。企業として、個人として、できることから取り組んでいきましょう。
（Nippon Shokubai America Industries, Inc. 道尭 大祐）
参考文献：
機能性プラスチックのキホン（イチバンやさしい理工系）
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ウェビナーより

ヒューストンで想定される大規模自然災害としてハリケーンがありますが、毎年6月から11月までの間はハリケーン・シーズンと言われており、災害に備
えた十分な準備を前もって進めておくことが非常に大切になります。ハリケーンの被害規模は各年によって変わりますが、2017年のハリケーン・ハー
ビーでは記録的な豪雨により洪水や浸水、停電、断水といった甚大な被害がもたらされており、そのようなケースも念頭において準備、対策を行うことが
重要です。
商工会では今年5月13日に自然災害に関する“備えあれば憂いなし”ウェビナーを開催し、実際にハリケーン・ハービーや2021年の大寒波による停電
や断水といった自然災害を経験された二名の会員様から貴重な体験談をご講演頂き、多くの方に高い関心を持ってご視聴頂きました。実際に遭われ
た被害のご様子や、日頃からどのような準備が必要となるのか、また災害が発生した際にはどのような対応をしなければならないかといったことについて
お話し頂きました。ご講演内容を中心に自然災害への準備や対応アドバイスを幾つかご紹介しますのでご参考にしてください。尚、当日のウェビナー
の模様はホームページの「会員専用ページ」（要パスワード）にご講演の録画映像や資料を掲載していますのでそちらもご参照願います。
（竹原優 安全危機管理特命理事・編集部）
＜水・食料等の確保＞
• 洪水により自動車が被害を被ることがあるため、豪雨が予想される場合
には自動車を立体駐車場の高層階等に移動しておく。
• ハリケーンの接近前から長期間に亘って水や食料品の売り切れ、またはお
店が閉店する可能性があるため、1-2週間分ほどの飲料水と非常食を前広
＜現金＞
に確保しておくことが必要。米、パン、パスタ等の他、カップ麺や缶詰等の
停電時にはお店やATMでカードが使えないことがあるため、現金を準
保存食を準備。
備しておくことが必要。できるだけ小額が望ましい。
• 停電期間中の調理のため、簡易ガスコンロとガスボンベを常備。
＜緊急時の持ち出しキット＞
• 断水すると食器洗浄が難しくなるため、災害時は使い捨て食器も有用。
• 洪水になった場合、短時間のうちに水かさが一気に増して急遽避難を
＜充電器・懐中電灯＞
余儀なくされる場合があるため、飲料水や非常食、2-3日分の衣類、現
• 大規模な自然災害時には携帯電話が重要なライフラインとなるため、停電
金、パスポート、衛生用品等を入れた緊急時の持ち出しバッグを準備
に備えて充電器（乾電池式、ソーラー式）を常備。
しておくことが望ましい。
• 携帯電話の充電が切れることも想定し、大切な連絡先はメモを取っておくこ
• また、緊急持ち出し用の貴重品等のリストを準備しておく。
とが望ましい。
＜在留届＞
• 停電時の夜間活動用に懐中電灯やヘッドランプを常備。
総領事館にオンラインで在留届を提出。在留届の情報に基づき、ハリ
＜自動車＞
ケーン等の災害時には総領事館からの情報発信を電子メールで受領す
• ハリケーン接近時はガソリンスタンドに長蛇の列ができたり、ガソリンが売り
ることができる。尚、外国に3カ月以上滞在する場合、提出が義務づけら
切れることがあるため、日頃からガソリン残量が半分を切れば給油する習慣
れている。
を付けておく。
“ 当地 で想 定される 自然災 害は、ハリ
ケーン、暴風雨による水害、そして寒波。
常日頃から非常用食品や飲み水を備蓄し
ておくこと、避難する際に持ち出す物のリ
ストを作り、すぐにバッグに詰められるよう
にしておくことが大切です。”
ウェビナー講師 小川嘉明

ハリケーン・ハービーの際、救助ボートからみたアパート前の
道路。洪水の水位は、SUVの屋根レベルに達していた。

ヒューストンの最新治
安情報と対策
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ヒューストンで
安全に暮らす秘訣は、
情報ソースを確保しておくこと
商工会ホームページの「安全・危機管
理情報」には、商工会で蓄積してきた当
地で暮らす上で役に立つ情報が集約さ
れていることをご存知でしょうか。例えば、
「ハリケーン情報」のコーナーでは、ガル
フ ス ト リ ー ム の バ ッ クナ ン バ ーか ら ハ リ
ケーン対策グッズリスト、お役立ちサイト、
アプリ、単語集、体験記などをご紹介して
います。このほか、「ヒューストンの最新治
安情報と対策」、「COVID-19情報」、「寒
波情報」などのコーナーでも、それぞれ
当地で安全に暮らしていくために必要な
情報をご紹介していますので、あわせて
ぜひご活用ください。

COVID-19の情報

“経験から学んだことは、避
難警告を待たず、自分で天気
予報などの中継をしっかり聞
き、避難するか否かを判断す
ることです。”
ウェビナー講師 石井英理子

洪水の中、近所で独り暮らしの高齢者とペットを連
れて一緒に避難。救助してくれたのは、他州から自
分のボート持って駆けつけてくれたボランティア。

寒波情報

Gulf

ハリケーン情報
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総領事館より安全情報発信

～ハリケーンに備えて～
テキサス州において想定される大規模災害の一つにハリケーンがありま
す。連邦緊急事態管理庁 （Federal Emergency Management Agency、
FEMA）によれば、 ハリケーン・シーズンは毎年6月から11月までの6か月間
で、ハリケーンの発生に備えて情報収集など事前の対策を行うよう呼び掛
けています。
アメリカ国立気象局の発表によれば、2021年、北大西洋で発生した熱帯
低気圧のうち、風速39マイル～73マイルを計測した「トロピカル・ストーム」は
合計21個、それより強い風速74マイル以上の「ハリケーン」は7個、風速111
マイル以上の非常に強い「メジャー・ハリケーン」は4個でした。特に、9月に
ルイジアナ州に上陸し、北東方向に進んだハリケーン・アイダは、各地で大
雨、洪水、冠水等の深刻な被害をもたらし、ニューヨーク市では非常事態宣
言も発出されました。
コロラド州立大学の2022年4月の発表によると、2022年は、トロピカル・ス
トーム以上の熱帯低気圧が19個（平均14.4）、そのうち9個（平均7.2）がハリ
ケーンになり、更に4個（平均3.2）がメジャー・ハリケーンにまで成長するとの
予想です。また、メジャー・ハリケーンが米国に上陸する可能性も71%と予
想されています。テキサス州沿岸部へのハリケーン到来は8月から9月が最
も多いとされていますが、気候により5月や12月にも発生したことがありま
す。この情報は4月時点での予測ですので、今後変化する可能性があるこ

ハリケーン対策グッズ・リスト
項目

とをご承知おきください。
ハリケーン対策については日頃からの準備がとても重要です。記録的
豪雨でヒューストンを始めテキサス沿岸部に甚大な被害をもたらした2017
年のハリケーン・ハービーのテキサス州上陸から、もうすぐ5年になろうとし
ていますが、万が一の時に備えて、日頃から情報収集を行い、避難ルー
トや防災用品を確認しておきましょう。ハリケーンが近づき、注意報や警
報が出たら、当局の指示に従うほか、正確な情報の収集、物資の確保
（最低1週間分）、車のガソリンを満タンにするなどいざという時の避難準
備などの対策を講じてください。
日本総領事館のウェブサイトハリケーンでもハリケーン対策マニュアル
や情報収集のための関係機関へのリンクなどを掲載しておりますので、
一度ご確認ください。
そのほか、災害への準備については、ヒューストン市緊急対策室のウェ
ブサイトも参考になります。職場などでも、ハリケーン発生時のマニュアル
や安否確認のためのリストの再点検をお願いします。
ハリケーン対策の一環として準備しておくとよい防災グッズの一例をご紹
介します。ご家族の状況に応じて、以下のグッズ・リスト例をご参考の上、
ハリケーンに備えて事前に準備されることをお勧めします。

※◎は必需品、○は可能であれば準備をお勧めするもの、△はあると便利なもの

留意点等

□
□
□

◎飲水

通常一人当たり１日１ガロン１４日分を準備。

◎衛生用水

トイレ、シャワー用。バスタブ等を利用して貯水。

◎食料

□

□
□

項目

留意点等

□

○現金

カード・ATMが使えない場合あり。できるだけ小
額の現金を準備。

保存可能な食料を人数分×１４日分以上準備。
【例】パ ン、各 種 缶 詰（肉、野 菜、フ ル ー ツ 等）、
スープ類、ドライフルーツ、ナッツ類、ゼリー、飲
物、高カロリー食品、冷蔵を要さない野菜、調味
料等、火が不要な保存食

□

○衛生用品

【例】トイレットペーパー、ウエットティッシュ、石
鹸、消毒用アルコール、洗剤、生理用品、洗面
用品（歯ブラシ、シャンプー、洗顔用品等）、マ
スク、ふた付きバケツ、ごみ袋、ビニール袋等

◎懐中電灯

一人１つ準備が望ましい。予備電池を準備。

□

○緊急時の持出
キット

◎携帯ラジオ等

携帯テレビも有用。予備電池を準備。

△コンパス

◎救急医療品

【例】各種サイズの絆創膏、安全ピン、ゴム手袋、
ガーゼ、三角巾、包帯、はさみ、ピンセット、針、
ウエットティッシュ、消毒剤、体温計等

□
□
□
□

食料、飲み物、衛生用品に加えて現金、パス
ポート等貴重品類等を入れたバック（防水性が
望ましい）、救助、急遽退去命令が出された際
に携行。
避難時に使用。

△ドライアイス

保存が効き、冷蔵に使用可能。

△チューブテント

家が倒壊した場合、避難先等で利用可能。

△処方箋

□

△消火器

必要であれば、避難前に薬局等で処方箋を書
いてもらう。
小型のものが望ましい。

□

◎ガソリン

車のガソリンは常時３分の２以上入れておく。

□

◎携帯電話等

□

◎重要文書一式

□
□
□
□
□

○食器類等

携 帯 電 話、ポ ー タ ブ ル 式 充 電 器（乾 電 池 式）、
ソーラー式充電器
重要文書は直ぐに持ち出せるように準備。
【例】旅券、保険証書、出生・結婚証明書等。
箸、紙皿、紙コップ、プラスチック容器等。

○調理器具

携帯ガスコンロと燃料、缶切り、ナイフ等。

○寝具等

寝袋、エアマット、毛布、タオル等。

○常備薬

使い慣れた薬（頭痛薬、風邪薬等）
防水用の缶等で保管すること。

□

○マッチ・
ロウソク
○各種手袋

□

○工具

□

○衣類

Gulf

軍手、厚手のゴム手、使い捨てゴム手（手が洗え
ないとき食べ物を扱う）
【例】ペ ン チ、テ ー プ、ア ル ミ ホ イ ル、ソ ー イ ン グ
セット、スパナ、ペン、紙等
着替え以外にも、予備の靴、長靴、雨具等も準備
しておくとよい。
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その他
（各ご家庭の事情に応
じて）

赤ちゃん用の乳幼児用食品（ミルク等）、おむ
つ、赤ちゃん用の薬
ペット用の水、食料、ケージ等。

【緊急連絡先】
ご家族の緊急連絡先をご記入ください。

目 の 付 く 所に 貼 っ て
有事に備えましょう。

●在ヒューストン日本国総領事館
TEL：713-652-2977 FAX：713-651-7822
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新型コロナウイルスCOVID-19 時系列データ
世界

米国

2020年12月号・2021年5月号・2021年12月号に引き続き、ガルフスト
リーム編集部では2021年12月から2022年5月における新型コロナウイ
ルスに関連した出来事について、時系列でまとめました。 （編集部）

テキサス州・ヒューストン

1日 オミクロン株が初めてカリフォルニ 1日

アで発見される

商工会関連

日本

約55％のテキサス州民がワクチ 5日 第一回宇宙セミナーをオンラインで 3日 3回目接種に国産ワクチン 塩野義製
ンを接種完了
開催
薬 臨床試験開始

7日 米ファウチ博士 オミクロン株“重 6日

5日 オミクロン株国内3例目 日本人初の
オミクロン株の感染が初めてハリ
症化あまり見られない”
ス郡で発見される
感染確認 イタリアに滞在歴
9日 WHO オミクロン株は重症化や 9日 CDCが16～17歳 の 子 供 に 対 す る 17日 ヒューストンのターナー市長が陽 9日 あそぼーかい 対面開催
19日 アプリでコロナワクチン接種証明始ま
入院リスクはデルタ株より低い傾
新型コロナワクチンのブースター
性
る
12月
向と公表
接種を推奨すると発表
12日 オミクロン株 中国本土で初の 14日 新型コロナ 死者の累計80万人超
14日 理事委員会をハイブリッド形式で開 27日 東京 江戸川区 コロナ支援 住民税
感染確認 国営メディア
に オミクロン株警戒強まる
催
非課税世帯に10万円給付開始
14日 WHO オミクロン株は世界のほ 23日 メ ル ク 開 発 の 新 型 コ ロ ナ 飲 み 薬

とんどの国に拡大と対策を呼び
かけ

28日 12/28から、オミクロン株感染者と同じ

米FDAが「緊急使用の許可」

飛行機の乗客
列”

4日 ヨーロッパで感染拡大歯止めか 4日 アメリカ 一日の感染者100万人超

からず 各国で感染者過去最多
に

2日

東京都 新型コロナ 103人感染確認
100人超は去年の10月8日以来

5日 CDCが12～17歳 の 子 供 に 対 す る 10日 ハリス郡のコロナ脅威レベルが 11日 ハリス郡のコロナ脅威レベル引き上 9日

沖縄・山口・広島の3県に「まん延防
止措置」適用 1月末まで

オミクロン株拡大か

Level 1に上がる

新型コロナワクチンのブースター
接種を推奨すると発表
16日 北 京 五 輪 ・ パ ラ

げに伴い図書館の来館人数を1枠
10名に変更

15日 テキサスがオミクロン株のピーク

一般向けチ
ケット販売せず 招待客のみ 組
織委

1月

濃厚接触は“前後2

14日 濃厚接触者の待機期間短縮（14日→

10日）厚生労働省

を迎え、新規感染者数6万人を
記録
19日 CDCが公共交通機関でのマスク着

18日 常任委員会と定例講演会をオンラ 20日 5歳～11歳の子ども対象

インで開催 2/27開催予定のテキサ
ス会ゴルフコンペは延期、今春開
催予定のピクニックとジャパンフェス
ティバルは中止を発表

用を義務化

19日 コロナ検査キット 各家庭に無料配

ワクチン接

種 厚労省が正式承認

21日 政府「まん延防止措置」13都県 追加

決定 2022年1月21日から2月13日

布

26日 「まん延防止」適用地域 きょうから34

都道府県に拡大
2日

同居家族の濃厚接触者待機期間 感
染対策とれば7日間に短縮

5日

「まん延防止」和歌山県の追加を決定
5日～27日
13日 「まん延防止」13都県が3月6日まで延
長 高知も12日から適用
16日 ドイツ 新型コロナの規制を段階
2月

16日 理事委員会をオンラインで開催

15日 入 国 者 上 限1日5000人 に 引 き 上 げ

緩和 来月20日以降大部分撤廃
へ

観光以外容認で調整

19日 エリザベス女王 新型コロナに感

19日 テキサスでオミクロン株B.1.1.52

染 症状は軽い 英王室が発表

17日 政府「まん延防止等重点措置」17道

系統が94.4％を占める

府県の延長と5県の解除 決定

24日 ハリス郡のコロナ脅威レベルが 26日 ハリス郡のコロナ脅威レベル引き下 20日 「まん延防止等重点措置」5県で解除

Level 2に下がる
25日 米CDC 感染 拡大 落 ち着 いた 地 28日 Houston

Livestock Show
Rodeoが3/20まで開催される

域は「マスク着用不要」の新指針
7日 NY市 マスク着用や接種証明の

げに伴い図書館の来館人数を1枠
16名に変更
&

24日 田辺三菱製薬 子会社が開発の新型

コロナワクチン カナダで承認
3日 あそぼーかい ハイブリッド開催

確認義務など規制が撤廃

6日

「まん延防止」18都道府県で延長 13
県で解除

13日 中国 新型コロナ 一日で2100人 10日 全米50州でマスク着用義務なしに 10日 ハリス郡のコロナ脅威レベルが 12日 補習校で3年ぶりに対面の卒園・卒

Level 3に下がる

余の感染確認
18日 中国 吉林省 コロナ感染者2
3月

業式・修了証書授与式が執り行わ
れる

11日 SXSW 2022がオースティンでフ 15日 理事委員会をハイブリッド形式で開

人死亡 中国での死者は去年1
月以来

ルプログラムで開催される

21日 中国 コロナ感染拡大続 1日で

催

19日 テキサスでオミクロン株BA2系統 16日 ショーイングジャパン活動再開に向 21日 「まん延防止」21日で全て解除 約2か

4500人超 長期化を警戒

が過半数の52.7％を占める

けてミーティング

月半ぶり適用地域なくなる

28日 中国 上海市 新型コロナ感染

28日 水際対策緩和 観光除く外国人の新

再拡大で市内全域対象にPCR
検査

規入国再開

6日 新型コロナ 新たな変異ウイル 5日 CDC 新型コロナ“感染者の7割以 2日

ス「XE」イギリスなどで報告

上が「BA.2」と推定”

テキサスでオミクロン株BA2.12.1 2日 第一回古本市を完全予約制で開 1日 “布マスク”配送開始 在庫解消も保
系統による感染拡大を確認
催
管費は約9億6000万円に
8日 あそぼーかい 対面開催
9日 補習校で対面の入園・入学式が執

り行われる
16日 補習校ガイドラインの修正により、 10日 一日当たりの入国者数上限 きょうか

マスク着用は任意、カフェテリアで
の摂食を再開

4月
18日 ブラジル 新型コロナ 緊急事態 18日 1/19のCDCによる公共交通機関で

宣言を2年ぶりに解除
22日 2年ぶり開催

リオのカーニバル
新型コロナに関連したテーマ選
ぶチームも

6

17日 ソフトボール大会を3年ぶりに開催

のマスク着用義務が撤廃

ら1万人に引き上げ
10日 新型コロナウイルス “XE” 国内検疫

で初確認 成田到着の女性
21日 常任委員会と定例講演会を2年3ヵ 22日 塩野義製薬 開発中のワクチン臨床

月ぶりに、対面形式で開催

Gulf
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認”
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新型コロナウイルスCOVID-19 時系列データ（続き）
世界

米国

グラフ： Texas Department of Health State Servicesのデータを元に作成

テキサス州・ヒューストン

商工会関連

7日 テキサスでオミクロン株BA2.12.1 1日 テキサス会「合同杯」開催

系統が33.1%を占める
10日 WHO事務局長“中国の「ゼロコ

9日 テ キ サ ス 医 療 セ ン タ ー は 、 11日 あそぼーかい 完全対面開催

COVID － 19データの更新を停
止"ウイルスを効果的に管理出
来る"

ロナ」政策持続可能と思えず”

12日 北朝鮮 これまでに35万人余り 17日 新型コロナ
5月

が発熱 18万人以上が隔離や治
療

アメリカで死者が 12日 家庭でのテストが増え、データト
ラックが難しくなっている。保健
100万人超える
局は、陽性率、廃水ウイルス量、
地域の入院数に注目。

日本

1日

新型コロナ 変異ウイルス「XE」
検疫で感染確認 国内では2人
目
11日 “人との距離十分なら屋外での
マスク必ずしも必要ない” 岸田
首相
15日 新型コロナ「東京都の時短命令

は違法」賠償は認めず 東京地
裁

19日 北朝鮮 新たに26万人余の発熱 18日 米CDC “東部 中西部の人口多 18日 廃水検査では、2020年7月よりも 18 日 理事委員会と懇親会を、対面 20日 「収入がコロナ前の水準に戻ら

症状 拡大に歯止めかからず

い地域でマスク推奨” 感染拡大
で

30％多いウィルスを検知

形式で開催

ず」26％余

22日 WHO“コロナワクチン接種加速

23日 テキサス州民の60.6％がワクチ

25日 外国人観光客の受け入れ 来月

をサル痘・急性肝炎にも要警
戒”

ンを接種完了； 23.6％がブース
ターを接種済み

10日から再開へ 岸田首相が表
明

他団体便り

商工会をはじめとする日本コミュニティー団体が中心となったボランティ だくこと願っております。年に2回予定しています清掃は、次回は秋に予定
アによる春の日本庭園清掃を5月7日、日米協会とハーマンパーク主催で していますので、機会ありましたらご参加ください。
行いました。
(日本庭園・他団体対応特命理事 名川 譲)
当日の参加数は70名近くと記録的な5月の暑く湿気のある日にも関わら
ず、商工会・日本人会・日米協会の会員やその家族、留学生や地元のボ
ランティアなど多くの方が参加されました。ハーマンパーク管理団体の指
導により必要な箒や熊手などの道具がすべて用意され、八つの作業チー
ムに分かれ雑草取り、落ち葉拾い、植樹、茶室の清掃、庭石の整理整頓
など、お互い初対面のグループでしたが、暑いなか木陰で憩いつつ和気
あいあいと楽しく作業に取り組みました。
5月4日に設立30周年を迎えたばかりの日本庭園は装いを新たに皆様を
▲日本庭園アプリのダウンロード
お迎えしています。3万人近く集まる春のジャパンフェスティバル開催は来
は、左記リンク、あるいは下記
年まで延期されましたが、この度完成した日本庭園アプリを機会に、地域
QRコードから可能です
の日米双方皆さんが「日米友情のシンボル」日本庭園にお立ち寄りいた

Gulf

Stream

Vol.47 No.9 June 2022

7

テキサスメディカルセンターの最前線で感染症専門医としてご活躍されている福田
由梨子先生に、COVID-19の現状や今後の展開について解説していただきました。
現状
2021年年末からオミクロン株が世界中で猛威をふるってきました。アメリカで
は比較的早くおさまりましたが、日本では緩やかに減少しつつもまだ高め傾向
にあります（グラフ１）。アメリカでは最近、新型コロナウイルス感染症（以下、コ
ロナと略）が終息したと思わせるほど、マスクなしの大イベントが以前のように開
催され、街も活気を取り戻していますが、4月から新規感染者数は再び増加し
始め、6月時点のハリスカウンティの警戒レベルは３（黄色）となっています。こ
の新規感染者数にはセルフキットで陽性だった人の分は含まれていません。
今の落ち着いた状況を楽しみつつも、今後の動向に注意が必要です。
変異株
一般的にウイルスは増殖や感染を繰り返す過程で徐々に変異をし、デルタ
株やオミクロン株に起きた変異のように、感染性やワクチン・治療の効果などに
影響を及ぼす大きな変異も起こります。オミクロン株「BA.1.1.529」も、その亜種
が数種類登場し、南アフリカ共和国やヨーロッパでは、BA.4とBA.5に、アメリカ
では、BA.2.12.1に徐々に置き換わりつつあります。BA.2.12.1の伝播性が高い
ことが東海岸を中心とした新規感染者数の再増加に関与しているようです。ま
た、これらの亜種は、従来のコロナウイルスやBA.1に感染したことで得られる免
疫から回避し2回以上コロナに感染してしまう人が増えてしまう可能性がありま
す。

増 殖 を 抑 え る 抗 ウ ィ ル ス 薬 ： Legevrio(molnupiravir)（ 内 服 ） 、Paxlovid
(nirmatrelvir+ritonavir)（内服）、Veklury(remdesivir)（点滴）や、ウイルスの表面
にあるスパイクタンパク質に結合しウイルスが人の細胞の中に侵入するのをブ
ロックするモノクローナル抗体治療薬(Bebtelovimab（点滴）)があります。モノク
ローナル抗体治療薬は変異株により効果が変わることが多く、新しい治療薬の
研究が多数されています。これらの治療は処方箋、医師の指示がなければ受
けられず、症状が出現してから5-7日以内に受けないと効果がありません。重症
化するリスクがある方は、早めに治療を受けることで入院や重症化するリスクを
下げられるので、感染してしまったら家で様子をしばらく見るのではなく、特に
症状がひどい場合、早めに医療機関にかかりましょう。初診でも、コロナのオン
ライン診療、治療を迅速に提供する医療機関（通訳無料）はあります。
コロナ後遺症（long COVID, post-COVID conditions）
コロナに感染してから4週間以上経過しても何らかの症状がある状態のことを
指します。疲れや咳がよくみられる症状ですが、息苦しい、動悸、頭痛、嗅覚
や味覚がもどらない、集中するのが難しい、筋肉痛など症状は多彩です。時間
と共に症状が改善することが多いですが、数ヶ月、年単位で症状が続くことも
あります。詳しい検査で状態を把握し、合併症の治療やリハビリなどで改善す
ることが多いので、症状が続く場合は、コロナ後遺症外来の受診を検討しても
いいと思います。

マスクをするべきなのかしなくてよいのか
アメリカでは、公共交通機関でのマスク着用が義務化されてきましたが、フロ
リダ連邦地裁が4月18日にCDCの公共交通機関でのマスク着用義務を違法と
する判断を下してから、TSAが着用義務を解除しました。CDCは、換気が悪い
ところに密集する傾向があることから引き続きの公共交通機関での着用を勧
め、各地域の新規感染者数や入院患者数、病院のベッド使用率などをもとに、
インドア全般でのマスク着用や予防対策の目安となるマップを作成していま
す。日本では法律での義務化はありませんが、ほとんどの場でほぼ全員がマス
クをしているようです。感染の広がり状況、国民性によってマスク着用の事情が
大きく変わりますが、暑い日にマスクをすれば具合が悪くなることもある一方、
人混みの中、周囲がマスクをしていなくても自分が着用すれば感染リスクがあ
る程度下げられるのも事実です。CDCのマップや状況をみて、マスク着用の必
要性を感じる時は着用していきましょう。

今後の展開
アメリカ国内の雰囲気はコロナ前に近い状態に戻りつつありますが、コロナは
終息したのでしょうか。誰にも確かなことは言えませんが、コロナが完全に終息
する日は遠いけれど、アメリカでは、以前のように医療崩壊が起きたり多くの死
者がでる大流行は起こらず、パンデミックからエンデミックに移行するだろうと考
えられています。その理由として、アメリカ国内では約60%（11歳以下の子供で
は約75%）が今までなんらかの形でコロナに感染したと推定されること、全人口
の約66％がワクチン初回接種を完了したことから、大流行を防ぐのに十分な免
疫力が国全体としてついたと考えられています。また、数々の治療薬が開発さ
れ治療法が確立してきたのも大きく影響しています。
新型コロナウイルスは他のウイルスと同様に変異し続け、変異に対応するべく
ワクチン、治療薬も変わっていくのだろうと考えられています。コロナのワクチン
もインフルエンザの予防接種のように定期的に接種していくことになるかどうか
はまだ分かっていません。2年前まで存在しなかったウイルスが世の中に与え
ワクチン
てきた影響はあまりに大きく、少しでも早く状況を改善しようと日々研究は進め
ブレークスルー感染やワクチンの効果が時間が経つにつれ減衰してしまうこ
られてきていますが、時間と共に分かることは多々あり、新たな研究結果をもと
とからワクチン接種の意義が議論されることもありますが、感染するリスクを下げ
にマスク着用、ワクチンや検査などの方針や治療法が変更されることはやむを
たり重症化を防ぐうえで有効です。年齢別に推奨されているワクチンの種類や
得ない一面はあります。今までと言っていることが違うと否定的な姿勢をとるの
回数が表1にまとめられています。今後も推奨点は変わっていきますので、情
ではなく、正確な最新情報を常に手に入れ、自分と周りの大切な人たちを守っ
報をこまめに手に入れましょう。
ていくことの方が大事に思われます。
コロナに感染してしまったら
コロナが疑われたり濃厚接触した時の検査や陽性判明後の隔離期間などに ★福田先生によるCOVID-19 Q&Aの記事（ガルフストリーム2022年2月号Page 5）
変更はありません。外来治療には、ウイルスの一部に結合し体内のウイルスの もあわせてご一読ください。
グラフ１：アメリカ合衆国と日本での1日辺りの感染者数の推移

表１：年齢別に推奨されているワクチンの接種回数とタイミング

アメリカ合衆国

初回接種

ブースター接種1回目

ブースター接種2回目

ファイザー

3-8週間間隔
で2回

初回接種完了から5ヶ
月以上経過後（免疫不
全者は3ヶ月）

モデルナ

4-8週間間隔
で2回

1回目ブースター接種
から4ヶ月以上経過後
（50歳以上もしくは免
疫不全者に適応）

ジョンソン
エンドジョ
ンソン

1回

-100万
18歳
以上
-50万
7日間平均
2019年12月31日

2022年5月19日
-10万

日本

-5万

初回接種から2ヶ月以
上経過後
（ファイザーかモデルナ
のブースターを推奨）

12- 17歳

ファイザーのみ（接種回数、間隔、接種完了/ブースター接種のタイミングは同上）

5- 11歳

ファイザー

3週間間隔で
2回

初回接種完了から5ヶ
月以上経過後

適応なし

7日間平均
2019年12月31日
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2022年5月20日

- ワクチン接種完了(fully vaccinated)とみなされるタイミング：初回接種完了から二週間後
- ブースター接種済 (up to date)とみなされるタイミング：1回目ブースター接種直後
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福田由梨子先生
横浜市立大学
医学部卒。ベイ
ラー医科大学感
染症科、筑波大
学感染症科所属。米国内科・
感染症科専門医、創傷治癒
学専門医、医学博士。 コロナ
オンライン勉強会などを通じ
て、ヒューストン在住の日本人
の方々にコロナ関連の最新情
報を発信。
【免責事項】 本記事は、2022年6月2
日時点の情報に基づき、情報提供を
目的に執筆しています。万一、内容
に関して、不利益を被る事態が生じ
たとしても、一切の責任を負いかねま
すので、ご了承下さい。
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拡大版

連載「週末の過ごし方」

週末の過ごし方シリーズ、2021年9月号では球場でのスポーツ観戦を紹介しましたが、家でくつろぎながら観戦したいという方も多いと思います。
MLBシーズン、NBAファイナル真っ只中という今月は、自宅でのスポーツ観戦のお供にオススメの簡単おつまみレシピをご紹介します。

アメリカのおつまみといえば、ディップ
スーパーのデリコーナーに必ず見かけるディップ類。代表的なものとい
えばひよこ豆で作られたフムス。ガーリック、オリーブやローストペッパー、
パインナッツ風味と種類もいろいろで好みのものを試してみるといいです
ね。クラッカーやトルティーヤチップスやピタチップス、野菜スティックなど
につけて食べます。ポットラックパーティ、テイルゲートパーティにも持参
でき、手軽なおつまみとしてアメリカでは定番人気メニューです。試合前
に駐車場でピックアップトラックの後部をテーブルがわりに使う観戦パー
ティ、テイルゲートパーティはヒューストンに暮らしているといつか参加する
機会があるのではないでしょうか。

ナチョスをおしゃれに！カラフルレイヤーディップ

いてサルサソースを広げて、その上にダイスしたローマトマト、ペッパーを
散らします。さらに細かく切ったアイスバーグレタスを重ね、チェダーチー
ズを散らします。最後にお好みでグリーンオニオン、シラントロ、オリーブ
や、辛いのがお好きな方はハラペーニョを飾り付けて出来上がりです！
あとはトルティーヤチップスですくって食べます。

アーティチョークの温かいディップ
今回はさらに、温かいアーティチョークのディップをご紹介します。日本
のスーパーではあまり馴染みがないですが、アメリカのスーパーではフ
レッシュのものも売られていますね。今回は水煮缶を使用します。マリ
ネートの味付けされたタイプは、そのままおつまみにも、ピザやサラダの
トッピングにも使えます。
「ホットアーティチョークディップ」材料

テキサスでお馴染みメキシカン料理のディップといえば、ビーンディッ
プ。リフライドビーンズという缶入りで売られている調理済みの豆を使うと
簡単にできます。リフライドビーンズは豆を柔らかく煮てつぶし、さらに油
で炒めたもの。アメリカで一般的なものはうずら豆（Pinto Beans）で作られ
ており、そのほかに黒いんげん豆（Black Beans）、ファットフリーなども売ら
れています。メキシコ料理を作る際にあると便利なのが、タコシーズニン
グ。これを入れれば何でもメキシカン風味になってしまうマジック調味料で
す。袋入りで小さいので日本への気軽なお土産にも最適です。ラテン食
材のセクションなどにおいてあります。今回ご紹介するのは、トルティーヤ
チップスと食べる爽やかなカラフル5レイヤーディップです。
「5レイヤーディップ」材料

・アーティチョーク水煮缶
・冷凍カットほうれん草
・パルメザンチーズ
・サワークリーム、クリームチーズ
・お好みでマヨネーズ、グリーク
ヨーグルト
・塩、ガーリックパウダー
簡単アーティチョークディップの作り方
アーティチョークは水を切り、食べやすい大
きさにカット。パルメザンチーズは中身に入れ
る分と表面に散らす分を分けておく。解凍し
て水を切ったほうれん草と、全ての材料を混
ぜ合わせる。塩やガーリックパウダーで味付
け。表面にパルメザンチーズを散らし、オー
ブンでチーズが溶ける程度に温める。ス
ティック野菜やピタチップスと召し上がれ！

・缶入りリフライドビーンズ
・サワークリーム
・アボカド
・サルサ
・シュレディッド（細かく切った）
チェダーチーズ
・ローマトマト、ベルペッパー
・アイスバーグレタス

クラフトビールと共に
以下、お好みで
・牛挽肉
・タコシーズニング
・グリーンオニオン、シラントロ（コリアン
ダー）
・スライスしたオリーブ
簡単レイヤーディップの作り方
まず初めのレイヤー、リフライドビーンズを準備します。缶のリフライド
ビーンズをそのまま敷き詰めてもよし、挽き肉入りがお好みの方はタコ
シーズニングで炒めて味付けして、次のレイヤーに重ねます。次はサワー
クリーム。アボガドをマッシュしてワカモレを作り、レイヤーを重ねます。続
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観戦のお供といえば、あとはビールですね。テキサス発のビールといえ
ばShinerですが、ヒューストンならでの地元クラフトビールを試してみるの
もいいですね。最も古いクラフトビー
ル・ブルワリーはSt.Arnold。Karbachも
流行りのIPAや軽めのピルスナー、伝
統的なボックまで、さまざまなフレイ
バーが揃っています。クラフトビール
とディップ料理をマスターすれば、ア
メリカのパーティをエンジョイできること
間違いなしで。くれぐれも食べ過ぎ、
飲み過ぎには注意しましょう！
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今月号は原勇介先生から消化器外科がご専門の相良亜希子先生にバトンが移りました。

第210回

膵臓癌のお話
医師（現MD Anderson Cancer Center研究員）
相良 亜希子

皆さんこんにちは。日本一のおんせん県おおいた出身の相良亜希子と
申します。日本では、福岡県にあります九州大学 臨床・腫瘍外科に所属
しており、消化器外科を中心とした外科診療に携わった後、大学院で膵臓
癌の研究を行っておりました。現在は、MD Anderson Cancer Centerの病
理部で、膵臓癌の早期診断に重要な前癌病変についての研究を行って
います。膵臓癌は、米国では2030年に肺がんに次ぐ第二の癌死亡原因に
なることが予想され、注目を集めています。膵臓癌が癌の中でも大変手ご
わい癌であることは皆様も聞いたことがあるかと存じます。今日はその膵臓
癌について少し、お話しできればと思っています。

や、高齢で突然糖尿病を発症した場合も膵臓癌が隠れている可能性があり
ます。これは癌の発生によって膵臓の機能②が障害されて起こるものです。
●膵臓癌の治療
治療法は癌の進行の程度を基に決定します。癌の進行度を表すときに
「ステージ分類」が使われますが、膵臓癌の治療方針を決定する際には、
画像検査の結果から、癌の広がり具合、膵臓の周りの主要な血管への巻き
込み具合、他の臓器への転移があるかなどを評価して、「切除可能」「切除
可能境界」「切除不能」のどの状態かを決定する「切除可能性分類」を使用
します。
「切除可能」の場合も、癌が膵管上皮内にとどまっている場合を除いて、
手術前後に化学療法（抗癌剤）を行うことが標準的な治療法となりつつあり
ます。膵臓癌は早期から転移をきたしやすく、手術で癌をすべて取り除いた
としても、目には見えないレベルの小さな癌が残っている可能性があり、切
除後の再発率が高いことが特徴です。そこで、手術後に化学療法を行うこと
で、生存率が向上することが証明され標準治療となりました。しかし、手術
後の状態によってはこの化学療法を十分に行えない患者さんもおられま
す。そこで、手術前の状態の良い時期からの化学療法の有効性の検討が
なされ、日本で行われた臨床試験の結果、手術先行と比較して有意に生存
期間が延長することが2019年に報告されました。一方、中には術前化学療
法を行っても手術後早期に再発する方もいらっしゃいますので、早期再発
の危険因子の同定や治療戦略については学会でもよく議論されているとこ
ろです。
「切除可能境界」とは、癌が主要な血管の近くまで広がっており、手術を
行っても高確率で癌が残ってしまい、生存期間延長の効果を得ることがで
きない可能性がある場合を指します。この場合は、化学療法や化学放射線
療法を行い、再度画像検査をして癌が小さくなっている場合は手術と術後
化学療法を、大きさに変化がない、もしくは大きくなっている場合は化学療
法を続けて行います。癌が主要な血管を巻き込んでいる場合、別の臓器へ
の転移がある場合は手術で完全に癌を取り切ることが難しいため、化学療
法や化学放射線療法を行います。

●膵臓の機能
膵臓はみぞおちの少し下、胃の後ろ側にある、長さ約15cmほどの臓器
であり、二つの機能をもっています。
①外分泌機能；炭水化物、脂肪やタンパク質を分解する消化酵素を含む
膵液の分泌
②内分泌機能：血糖値を調節するインスリン・グルカゴンなどのホルモンの
近年の医療機器の発展に伴い、腹腔鏡手術やロボット支援下手術などの
産出
低侵襲手術の件数が増えています。日本でも、2020年にロボット支援下膵
膵液は膵管という太さ１mmほどの細い管を通って十二指腸に分泌されま
切除術が保険収載されたことが追い風となり、膵臓分野で安全に手術を行
す。膵臓癌の多くはこの膵管の上皮内細胞の中から発生し、膵管や膵臓
うためのシステム構築や手技の工夫が進んでいます。低侵襲手術は、患者
の外へと広がっていきます。
さんの体に対する負担を減らすことで、術後の早期回復が期待でき、大事
な術後の治療にすみやかに移行できるというメリットをもたらします。繰り返
●膵臓癌の疫学
しになりますが、膵臓癌では手術と化学療法・放射線療法の利点を組み合
世界的に見ても膵臓癌の患者数は年々増加傾向にあります。この理由
わせた＜集学的治療＞が治療成績向上の要であるため、手術の根治性と
としては ①高齢化社会の進行（膵臓癌は高齢者に多い癌である）、②画
安全性を維持しながら、手術の負担を減らしていくことは今後も重要な課題
像診断技術（CTやMRI、超音波内視鏡）の向上による発見機会の増加、
です。
③危険因子である肥満、2型糖尿病患者の増加 などが指摘されていま
す。特に③について、高カロリー食、運動の機会が少ない米国では高い
以上、限られた内容ですが膵臓癌についてお話しさせていただきました。
肥満率が問題となっています。これらは膵臓癌以外の病気の危険因子で
このような情報はインターネット等で簡単に手に入る時代になっています
もありますので、健康的な生活習慣や食習慣への見直しは大変重要で
が、医療に限らずどんな情報でも、出典（出どころ）を確認し、 間違った情
す。
報に惑わされないよう冷静に判断することが大事だと考えています。
最後になりましたが、異国の地での皆様の生活が健康で心豊かなもので
●膵臓癌の症状
ありますことをお祈りしております。
膵臓癌の代表的な症状はお腹や背中の痛み、食欲不振、皮膚や白眼
が黄色くなる黄疸です。しかし、膵臓はお腹の奥まった場所にあり、こう 次回は腫瘍内科がご専門の谷本梓先生です。先生とは、昨年末の日
いった自覚症状が早期にはなかなか出にくいことが発見の機会を遅らせ 本人会で初めてお会いしました。今回も急な執筆の依頼を快く引き
ています。症状のない状態で早期に発見できる検査方法があれば良いの 受けてくださり感謝しております。次号では先生のご専門の興味深
ですが、現時点で確立されたものはありません。また、急な糖尿病の悪化 いお話が聞けるのではないかと楽しみにしております。
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駐妻のヒューストン日記
第212回 安河内葉子 さん
昨年の夏、東京からヒュース
トンに引っ越してきました。11
歳と2歳のふたりの男の子の母
です。上の子は公立エレメンタ
リースクールに、下の子は教会
付属の幼稚園に通わせていま
す。ここでの生活は1年にも満
たないため、まだ慣れないこと
ばかりですが、知り合った方々
に色々と教えていただきなが
ら、毎日を過ごしています。
さて、今回この駐妻日記でご紹介するのは、私が渡米して驚いたことの
ひとつ、クリスマスと年度末に学校の先生にお渡しするギフトについてで
す。先生にギフトというと、日本人の常識では考えられない話だと思われ
る方も多いと思います。私もそうでした。しかしアメリカでは一般的なこと
で、ヒューストンでも例外ではないようです。ギフトは決して義務ではあり
ませんが、その機会にお世話になっている先生方に日頃の感謝の気持
ちを伝えることができます。
我が家では、今年度8名の方へのギフトを用意しました。上の子の分
は、担任、副担任、ESLクラスの先生方の計4人、下の子の分は、担任の
先生とチャイルドケアの方の計4人です。ありがとうの気持ちを込めて是

5月のあそぼーかいのテーマは「こどもの日」。会場に足を運んでくれる
子供たちが少しずつ増えてきたので、この日は2回開催となりました。こい
のぼりを飾りつけた会場では、マスコットキャラクターのとらおくんも兜をか
ぶり、とらこちゃんと一緒に登場。こいのぼりや、柏餅など、こどもの日の話
題で盛り上がりました。
子供たちがお待ちかねの紙芝
居、この時期にちなんで「たけの
こほりほり」のお話です。ヒュース
トンでは、生の筍を目にする機
会はなかなかありませんが、かわ
いいくまさんが、自分たちでたけ
のこを掘り、それを食べるお話に
みんなくぎづけでした。
続いてのからだ遊びでは、「あたまか
たひざポン」の歌に合わせて踊りまし
た。シンプルながら親しみのある音楽
はみんなをすぐに笑顔にしてくれます
ね。みんな、きゃっきゃっと楽しそうに
笑いながら、お母さんと一緒に上手に
踊っていました。
工作と歌の時間にはこいのぼり作りを
楽しみました。折り紙で作ったこいのぼりに目を付け、体の部分に思い思
いの模様を描いてもらいました。それをストローに取り付けたら、個性いっ
ぱい、素敵なこいのぼりになりました。出来たこいのぼりをみんなで見せあ
いながら、新聞紙の兜をかぶって、大きな声で「こいのぼり」の歌を歌いま
した。会の終わりには、嬉しそうに自分で作ったこいのぼりを、空に泳がせ
ながら帰って行く姿が印象的でした。
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非ともギフトを差し上げたいと思っていました。しかし、ギフトだけでなく
メッセージカード、ラッピング、ギフトバッグ、あれもこれも考えると揃える
のはなかなか大変です。どこで何が買えるのか、どのくらいの金額で売っ
ているのかもわからない頃は、ギフト選びを少し苦痛に感じたりもしまし
た。ただ、この国の学校生活を知らない私にとって、クリスマスや年度末
のギフト以外に感謝を伝える機会を見つけるのは難しいことです。その
機会があることはありがたいこと、最近ではそう捉えています。
気持ちを表すものなのでギフトの金額は人それぞれですが、$20程度
のものを用意する方が多いのだとか。ギフトの内容は、鉢植えや花束、ギ
フトカード、雑貨が人気だそうです。ただし、雑貨や花束はいらないと言
われる先生もおられるので、もし先生の自己紹介シートがあればチェック
しておくといいでしょう。全ての学校がそうとは限りませんが、学年初めに
先生の自己紹介シートが配られ、そこに先生の好きなものや苦手なも
の、アレルギーの有無などが記載されていることがあります。なぜわざわ
ざそんなことを、と思いきや、それがギフトのヒントになるのです。
我が家では、ギフトカード、メッセージカード、先生のお好みのフレー
バーのお茶やお菓子などを小さなギフトバッグに入れてお渡しします。ギ
フトカードはtarget、H-E-B、Starbucks など多くのお店で用意されていま
す。Amazon.comや、それぞれのお店のサイトから注文する方法も便利
です。メッセージカードやギフトバッグもAmazon.comやtargetなどで$1か
ら$5程度で手に入ります。日本人にとっては、Daisoも使いやすいお店の
ひとつです。先生の喜んでくださる顔を想像しながらギフトを用意するこ
とを楽しめたら勝ちですね！
このギフト文化以外にも、日々の生活の中で日本との違いを感じる場
面は多々あります。そんなばかな、と思うこともあります。しかし、どんな違
いもさらっと受け入れて、スマートに対応していきたい。駐妻1年生、息子
たちとともに日々勉強中です。
「今月のお誕生会」では5月生まれのお子さんはいませんでしたが、4月
生まれのお子さんが参加してくれていたので、お誕生日メダルをプレゼン
トし、みんなでお誕生日の歌を歌ってお祝いしました。あそぼーかいで
は、誕生月のお子さんをみんなでお祝いしています。是非お誕生月にも
遊びにきてください。
感染対策としてこれまでは間隔を
あけて置かれた畳一枚に親子ごと
に座ってもらっていましたが、今回
は、会場全体に畳を敷きつめて、参
加者同志のスペースを確保しつつ、
靴を脱いでのびのび参加していた
だきました。海外生活ではめったに
お目にかかれない畳、初めて触れる
お子さんもいたようで、畳の独特の風合いに興味津々のようでした
あそぼーかいでは、引き続き、日本から遠く離れていても、子供たちが
日本を身近に感じ、文化に親しみ、楽しんでもらえるような活動を続けて
います。コロナ禍で活動に制限がある期間が続いていましたが、このまま
感染状況が落ち着き、以前同様、たくさんの子供たちに参加してもらえる
日が来ることを心待ちにしています。夏休み期間中はお休みになります
が、9月にまた元気な子供たちに会えるのを楽しみに待っています。
（廣岡瞳美）

今後の開催予定 *ボランティアスタッフは随時募集中です。
あそぼーかい pecan.asobo@gmail.com
次回、9 月の開催日は未定です。 詳細は ヒ ューストン日本商工会
Facebookページ、ヒューストンなびにて8月以降にご確認ください。やむ
をえず中止や予定変更になる場合も同様です。
読み聞かせの会 houstonyomikikase@gmail.com
開催日は未定です。HPにてご確認ください。

11

No.153

By Kumiko

■Jun. 26-Sep. 5
Leandro Erlich: Seeing is not believing
@ The Museum of Fine Arts, Houston
アルゼンチン生まれの現代アーティスト、
Leandro Erlichの 展 覧 会 が 開 催 さ れ ま
す。私たちの常識を疑うような、不思議な
視覚体験をお楽しみください。
■Jul. 15-17
Comicpalooza
@ George R. Brown Convention Center
スパイダーマンなどアメコミのヒーローか
ら日本のマンガ・アニメまでポップカル
チャーが大集合。アメリカのマンガ熱を
体感しましょう。

■Jul. 20
Copa de lone star
@ NRG Stadium
ヒューストンに世界の強豪サッカーチーム
がやってきます。英国プレミアリーグの
雄・マ ン チ ェ ス タ ー・シ テ ィー と メキ シ コ
リーグの強豪・クラブアメリカの一戦をお
楽しみください。
■Jul. 22-23
Distant world: music from Final Fantasy
@ The Hobby Center
先月号ではヒューストン交響楽団による
レッド・ツェッペリン作品の演奏をご紹介し
ましたが、今度は何と日本発のロールプ
レイングゲーム「ファイナルファンタジー」
の音楽が奏でられます。映像と生演奏の
組み合わせをお楽しみください。

■Jul. 19
MLB All Star Game
@ Dodger Stadium (Los Angeles)
内容は記事執筆時点の情報に基づいていま
今年も大リーグのオールスターゲームが
す。変更になる場合もありますので、お出かけ前
やってきます。大谷翔平選手を初めとす に各自で最新の情報を主催者サイト等でご確認く
る日本人プレーヤーの活躍にも期待した ださい。
いですね。

編 集 後 記
今年も夏がやってきましたね。皆様ヒューストンの
夏といえば何を思い浮かべますか？私は、5月頃か
らピンクや紫、赤や白のたくさんの花を咲かせるサル
スベリ（Crape Myrtle）です。ヒューストンに来た頃、街
路樹によく見かけるサルスベリが夏の間ずっと元気
に花を咲かせているので、この花は何だろう？と思っ
ていました。別名「百日紅」と書く通り、9月まで強い
日差しに照らされても次々と花を咲かせつづけ、サルスベリが花をつ
けると、ヒューストンの長ーい夏が始まったなという感じがします。日本
の桜のように儚く散りゆく美しさもあれば、百日紅のように強い日差し
に照らされても咲き続ける陽気な美しさもありますね。サルスベリという
名前は、猿も滑ってしまうほどのツルツルな樹木の肌からきていると
か。

そして厳しい夏につきものが、夏バテです。私の場合は胃の不調
が、ヒューストンではまだまだ夏の真っ盛りにやってきます。夏バテ対
策にオススメは、ガスパチョです。トマトの他に、玉ねぎ、セロリ、きゅう
りやベルペッパーなどさまざまな野菜をミキサーに入れ、アップルサイ
ダービネガー、ワインビネガーなどのお酢、レモンと頂く、爽やかなト
マトの冷たいスープです。夏バテになってしまう前に、暑さに強い体を
作る食生活を心がけたいですね。マラソンのようなヒューストンの夏、
どうぞご自愛ください。
（編集委員： ファーガソンステガー 仁美）
ガルフストリームは毎月１５日発行です。
編集委員および投稿募集中！
問い合わせ先： sansuikai@jbahouston.org
ガルフストリームは、ホームページでも閲覧可能です。
https://www.jbahoustongulfstream.com/

三水会センター ホリデー休館日及び図書返却日のお知らせ
独立記念日ホリデーに伴い三水会センター(図書館、商工会事務局)が下記日程で
休館になります。
休館期間 ：2022年7月4日(月)～7月9日(土)
詳細については商工会ホームぺージをご確認ください。
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