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訪問看護について
緩和ケア病棟のご紹介

「虚血性心疾患」について



特集

厚生連だより 大分２

○はじめに
　循環器の疾患で特に多いのは狭心症と心筋梗塞です。
その原因として日常生活でのストレス・運動不足・
偏った食事・お酒の飲み過ぎ等が挙げられます。また、
不規則な生活が続くと生活習慣病（高脂血症、高血圧、
糖尿病）になる確率が高くなります。
　近年、生活習慣病が増加し、心疾患（狭心症、心筋
梗塞）が日本人の死亡原因の第２位となっています。

　また、医療費を見ても循環器疾患が占める割合が最
も多くなっているのが現状です。

　今回は、虚血性心疾患と呼ばれる心臓にまつわる病
気がどのようなものなのか、また、治療や予防などに
ついてお話ししていきます。

○虚血性心疾患とは？
　冠動脈の閉塞や
狭窄などにより心
筋への血流が阻害
され、心臓に障害
が起こる疾患の総
称であり、狭心症
や心筋梗塞の総称
になります。

★狭心症
　心臓の筋肉（心筋）に酸素を供給している冠動脈の
異常（動脈硬化・攣縮など）による一過性の心筋の虚
血による胸痛・胸部圧迫感などが主症状です。

　発作の起こる運動の強さ、持続時間などが類似して
おり、数分の安静で発作が治まるものをいいます。例
えば、同じ強度の運動をして心臓に負担がかかると胸
痛が現れ、安静にすると症状がなくなるものです。こ
のタイプの血管を調べると、動脈硬化によって血管内
腔が狭くなっていますが、プラーク（コレステロール
などの固まり）は安定していることが多くあります。
そのため、治療及び定期的な検査は必要ですが、急に
心筋梗塞に移行する可能性は低いと考えられています。

★不安定狭心症
　発作の回数や持続時間が次第に増悪し、以前は問題
なかった軽い運動や安静時に発作が起きるタイプです。
このタイプの冠動脈を調べると、血管内腔が狭くなっ
ていることに加えて、プラークが崩れやすい状態に
なっており、血栓ができやすく、血管が閉塞しやすい
状態になっています。このため、心筋梗塞へ進行する
可能性が高く、緊急での検査、治療が必要です。

○虚血性心疾患の診断・症状・誘因
★診　断
　①自覚症状の確認　　②安静時心電図　
　③運動負荷心電図　　④24時間心電図　
　⑤負荷心筋シンチ　　⑥マルチスライスCT　
　⑦冠動脈造影検査
　などがあります。最終的には造影検査を行わないと
わからない場合が多いです。

★症　状
　症状として、胸が重苦しい、焼けるような感じであ
り、胸部に締め付けられるような圧迫感があります。

随伴症状として①冷や汗 ②呼吸困難 ③吐き気などが
あります。

★誘　因
　労作（荷物を持つ、歩行、階段の昇降など）や早期
起床時、飲食後などが挙げられます。
　発作の持続時間は通常数分以内であり、15分以上
持続するような場合は虚血が進行していることが考え
られます。

★非狭心症の胸痛　※狭心症でない場合に多い症状
　チクチクと刺すような胸の痛み、息を吸うときに痛
みが増す、胸を押すと痛みがする、腕や胸の筋肉を動
かしたときに痛みがする等、痛みかたが一定ではあり
ません。深刻な症状を伴わず、数秒で改善したり、
30分以上持続したりします。

○虚血性心疾患の治療
①薬物療法　②経皮的冠動脈形成術　③冠動脈バイパス術

・経皮的冠動脈形成術
　多くの患者はカテーテル治療で治療可能ですが、冠
動脈バイパス手術が必要な方もいます。

○虚血性心疾患を
　予防するために
【危険因子】
★年 齢：男性 45歳以上
　　 　　女性 55歳以上

★喫 煙
　喫煙が発症率と死亡率を
高めることは明らかです。
喫煙者が虚血性心疾患（狭
心症・心筋梗塞）を起こす
危険は男性で非喫煙者の
1.73倍、女性で1.9倍と言
われています。禁煙で死亡
リスクは低下します。また、
副流煙の方が有害物質が多
く、非喫煙者も十分に受動
喫煙対策を行わなければな
りません。

★高血圧
　降圧剤による治療は虚血性心疾患の発症を抑制しま

す。降圧目標は次のとおり

★メタボリックシンドローム
　内臓脂肪蓄積を背景に高血圧、中性脂肪高値、
HDLコレステロール低値※、空腹時血糖高値を合併
し、動脈硬化の危険因子となります。内臓脂肪の目安
は腹囲男性85㎝、女性90㎝です。
※HDLコレステロール
　動脈硬化を引き起こす恐れのあるコレステロール
（血管内壁にへばりついている）を肝臓まで運ぶ働き

★運　動
　適度な運動が虚血性心疾患の発症や死亡を減らす報
告は多いです。日本循環器学会ガイドラインでは「中
等度の強度の運動を１日30分、できれば毎日」が推
奨されます。具体的には、時速4.5㎞～6.5㎞の速足
歩き、ゆっくり水泳、平地を歩くゴルフ、サイクリン
グ（時速16㎞未満）が挙げられます。

○虚血性心疾患を防ぐための生活とは
①禁煙する　②塩分・糖分・脂肪分を控える　
③バランスのよい食事を摂る　④適度な運動を続ける
⑤規則正しい生活を心がける　⑥ストレスを避ける
⑦強い胸痛を感じたら、すぐに病院へ　
⑧定期的な健康診断を受ける

【冬場の心筋梗塞予防のための10か条】
①脱衣場や浴室を暖めておく　
②風呂の温度は低め（38～40℃）　
③入浴時間は短めに　
④入浴前後にコップ１杯の水分補給　
⑤高齢者や心臓病の患者が入浴中は家族が声かけを
⑥入浴前のアルコールは飲まない　
⑦血圧が高いときは入浴を避ける　
⑧朝起きたら水分補給　
⑨屋外に出るときは防寒具などを着用　
⑩喫煙者はたばこをやめる

○おわりに
　予防対策はさまざまありますが、身近なことから
チャレンジし、日頃から規則正しい生活を心掛け、充
実した毎日を送りましょう。

鶴見病院 ICU部長　篠　崎　和　宏

「虚血性心疾患」について

～発症の誘因で起こるもの～
・労作性狭心症
主に体を動かした時に症状が出る狭窄症

・安静時狭窄症
主に安静時に症状が出る狭窄症

～発症機序により～
・器質的な狭窄による狭心症
動脈硬化により起こる

・冠攣縮性狭心症
冠動脈の攣縮（痙攣）により起こる

～症状の経過により～
・安定狭心症
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日本における死亡原因

悪性新生物
29.5%

脳血管疾患
10.3%

肺炎
9.9%

老衰
3.8%

不慮の事故
3.4%

自殺
2.5%

その他
24.8%

心疾患
15.8%

医療費は循環器疾患が最も多い

傷病別一般診療医療費(平成18年）

65歳以上65歳未満

循環器系の疾患

呼吸器系の疾患

新生物

精神及び
行動の障害

損傷・中毒及び
その他因の影響

その他

31％
14％

12％

11％
10％

7％

46％

12％
8％7％

7％

35％

～狭心症の血管内腔～

～心筋梗塞の血管内腔～

アテローム
血流

アテローム
血流



「虚血性心疾患」について

厚生連だより 大分 ３

○はじめに
　循環器の疾患で特に多いのは狭心症と心筋梗塞です。
その原因として日常生活でのストレス・運動不足・
偏った食事・お酒の飲み過ぎ等が挙げられます。また、
不規則な生活が続くと生活習慣病（高脂血症、高血圧、
糖尿病）になる確率が高くなります。
　近年、生活習慣病が増加し、心疾患（狭心症、心筋
梗塞）が日本人の死亡原因の第２位となっています。

　また、医療費を見ても循環器疾患が占める割合が最
も多くなっているのが現状です。

　今回は、虚血性心疾患と呼ばれる心臓にまつわる病
気がどのようなものなのか、また、治療や予防などに
ついてお話ししていきます。

○虚血性心疾患とは？
　冠動脈の閉塞や
狭窄などにより心
筋への血流が阻害
され、心臓に障害
が起こる疾患の総
称であり、狭心症
や心筋梗塞の総称
になります。

★狭心症
　心臓の筋肉（心筋）に酸素を供給している冠動脈の
異常（動脈硬化・攣縮など）による一過性の心筋の虚
血による胸痛・胸部圧迫感などが主症状です。

　発作の起こる運動の強さ、持続時間などが類似して
おり、数分の安静で発作が治まるものをいいます。例
えば、同じ強度の運動をして心臓に負担がかかると胸
痛が現れ、安静にすると症状がなくなるものです。こ
のタイプの血管を調べると、動脈硬化によって血管内
腔が狭くなっていますが、プラーク（コレステロール
などの固まり）は安定していることが多くあります。
そのため、治療及び定期的な検査は必要ですが、急に
心筋梗塞に移行する可能性は低いと考えられています。

★不安定狭心症
　発作の回数や持続時間が次第に増悪し、以前は問題
なかった軽い運動や安静時に発作が起きるタイプです。
このタイプの冠動脈を調べると、血管内腔が狭くなっ
ていることに加えて、プラークが崩れやすい状態に
なっており、血栓ができやすく、血管が閉塞しやすい
状態になっています。このため、心筋梗塞へ進行する
可能性が高く、緊急での検査、治療が必要です。

○虚血性心疾患の診断・症状・誘因
★診　断
　①自覚症状の確認　　②安静時心電図　
　③運動負荷心電図　　④24時間心電図　
　⑤負荷心筋シンチ　　⑥マルチスライスCT　
　⑦冠動脈造影検査
　などがあります。最終的には造影検査を行わないと
わからない場合が多いです。

★症　状
　症状として、胸が重苦しい、焼けるような感じであ
り、胸部に締め付けられるような圧迫感があります。

随伴症状として①冷や汗 ②呼吸困難 ③吐き気などが
あります。

★誘　因
　労作（荷物を持つ、歩行、階段の昇降など）や早期
起床時、飲食後などが挙げられます。
　発作の持続時間は通常数分以内であり、15分以上
持続するような場合は虚血が進行していることが考え
られます。

★非狭心症の胸痛　※狭心症でない場合に多い症状
　チクチクと刺すような胸の痛み、息を吸うときに痛
みが増す、胸を押すと痛みがする、腕や胸の筋肉を動
かしたときに痛みがする等、痛みかたが一定ではあり
ません。深刻な症状を伴わず、数秒で改善したり、
30分以上持続したりします。

○虚血性心疾患の治療
①薬物療法　②経皮的冠動脈形成術　③冠動脈バイパス術

・経皮的冠動脈形成術
　多くの患者はカテーテル治療で治療可能ですが、冠
動脈バイパス手術が必要な方もいます。

○虚血性心疾患を
　予防するために
【危険因子】
★年 齢：男性 45歳以上
　　 　　女性 55歳以上

★喫 煙
　喫煙が発症率と死亡率を
高めることは明らかです。
喫煙者が虚血性心疾患（狭
心症・心筋梗塞）を起こす
危険は男性で非喫煙者の
1.73倍、女性で1.9倍と言
われています。禁煙で死亡
リスクは低下します。また、
副流煙の方が有害物質が多
く、非喫煙者も十分に受動
喫煙対策を行わなければな
りません。

★高血圧
　降圧剤による治療は虚血性心疾患の発症を抑制しま

す。降圧目標は次のとおり

★メタボリックシンドローム
　内臓脂肪蓄積を背景に高血圧、中性脂肪高値、
HDLコレステロール低値※、空腹時血糖高値を合併
し、動脈硬化の危険因子となります。内臓脂肪の目安
は腹囲男性85㎝、女性90㎝です。
※HDLコレステロール
　動脈硬化を引き起こす恐れのあるコレステロール
（血管内壁にへばりついている）を肝臓まで運ぶ働き

★運　動
　適度な運動が虚血性心疾患の発症や死亡を減らす報
告は多いです。日本循環器学会ガイドラインでは「中
等度の強度の運動を１日30分、できれば毎日」が推
奨されます。具体的には、時速4.5㎞～6.5㎞の速足
歩き、ゆっくり水泳、平地を歩くゴルフ、サイクリン
グ（時速16㎞未満）が挙げられます。

○虚血性心疾患を防ぐための生活とは
①禁煙する　②塩分・糖分・脂肪分を控える　
③バランスのよい食事を摂る　④適度な運動を続ける
⑤規則正しい生活を心がける　⑥ストレスを避ける
⑦強い胸痛を感じたら、すぐに病院へ　
⑧定期的な健康診断を受ける

【冬場の心筋梗塞予防のための10か条】
①脱衣場や浴室を暖めておく　
②風呂の温度は低め（38～40℃）　
③入浴時間は短めに　
④入浴前後にコップ１杯の水分補給　
⑤高齢者や心臓病の患者が入浴中は家族が声かけを
⑥入浴前のアルコールは飲まない　
⑦血圧が高いときは入浴を避ける　
⑧朝起きたら水分補給　
⑨屋外に出るときは防寒具などを着用　
⑩喫煙者はたばこをやめる

○おわりに
　予防対策はさまざまありますが、身近なことから
チャレンジし、日頃から規則正しい生活を心掛け、充
実した毎日を送りましょう。

若年者・中年者

高齢者

糖尿病・慢性腎臓病・心筋梗塞後

脳血管障害

135/80mmHg未満

140/90mmHg未満

130/80mmHg未満

140/90mmHg未満

バルーン

バルーン

ステント 赤血球

血小板血管の断面図
①細い管を狭くなった
　血管まで入れます

②バルーン（風せん）を膨らませる
ことによりステントが広がります

③バルーンを抜くとステントは
　広がったまま残ります
　（血管が狭くなるのを防ぐ）



厚生連だより 大分４

地域住民とのふれあい
　10月26日、鶴見病院にて第23回目の病院祭を開催しました。会場では朝早くから、多くの方々が来場し、

開会式終了後の餅まきでは、ステージ前に大勢の来場者が押し寄せました。会場ではさまざまなパフォーマ

ンスや地域の自治会、各ＪＡの出店で大いに盛り上がり、活気に満ちあふれていました。

　また、シェモア鶴見では、通所リハビリテーションを開放し、ロボットスーツ「ＨＡＬ」の体験や介護機

器等の無料相談会を開催し、多くの人でにぎわいました。

メイン
テーマ

出店に押し寄せる多くの来場者 シェモア鶴見での様子
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　ステージが盛り上がる中、病院内では「癒しの里のまちづくりから見えてきたもの」と題し、由布院 株式

会社 玉の湯 代表取締役会長 溝口薫平氏をお招きし、特別講演を行いました。

　また、各部門が作成した医療や健康など様々なテーマのパネル展示では多くの方が興味深く閲覧していま

した。

「おもてなし」を学ぶ＆手作りのパネル展示

　祭の終盤には毎年恒例となったオークションと

宿泊券などの豪華景品が当たる大抽選会が行われ、

ステージ前は抽選の半券を握りしめた来場者で大

賑いとなりました。

　今年は約3,000人の方々に来場して頂きました。

　これからも地域の方々に寄り添う病院を目指し

ていきます。

盛り上がりを
見せる病院祭！！

～祭を盛り上げたパフォーマンス～

厚生連だより 大分

○キッズチアダンス
チーム

　PONY－Z
○シルバー太鼓 ○ポラーノCa.

○アンジェリーク
　バトンスタジオ

○別府商業高等学校

　吹奏楽部

由布院　株式会社 玉の湯　代表取締役会長 溝口薫平 氏 パネル展示

大抽選会



〒874-8585　大分県別府市大字鶴見４３３３番地
TEL 0977-23-7114　FAX 0977-23-7657

http://www.ok-tsurumi.com

　車　・別府駅より車で７分　・別府インターチェンジより車で約10分
バス・別府駅より「鶴見病院経由鉄輪行き（25番）」に乗車、「鶴見病院前」で下車、徒歩１分
　　・別府駅より「別府医療センター行き（６番）」に乗車、「鶴見病院東口」で下車、徒歩１分

ACCESS

　訪問看護は病状や療養生活をプロの医療職が見守り、身体ケアと
生活上のアドバイスで、自立した生活が自宅で送れるように支援し
ます。
　また、主治医の治療方針やケアプランに沿って、他のサービスと連
携しながら看護を行いますので、安心して在宅療養が続けられます。
　当訪問看護ステーションつるみは、主治医と連携を密に行い、地
域医療・保健・福祉とも連携し、質の高い看護を提供します。また、
鶴見病院の関連施設のため、救急体制も整っています。

厚生連だより 大分６

～みなさん！ 訪問看護をご存じですか？～

訪問看護サービスの内容

★病状、障害、全身状態の観察
　（必要時、主治医へ連絡いたします）

★日常生活の援助
　（栄養、排泄、清潔など）

★医療処置や医療機器の管理
　（床ずれの予防・処置やカテーテル管理、
　　点滴や人工呼吸器等、対応しております）

★在宅療養に関する相談・助言・介護予防

★機能訓練などのリハビリテーション ★ターミナルケア

【申込方法】
○当訪問看護ステーション、主治医、ケアマ
ネージャーへご相談ください。
○訪問看護を利用する場合は、主治医の指示書
が必要です。

【患者相談窓口】

【営業日、時間】
○月曜日～金曜日　8:30～17:00
　※祝日、年末年始を除きます。

○窓　口　大分県厚生連 鶴見病院
　　　　　　１階　患者相談窓口
　　　　　電話：0977-23-7111

○時　間
　平　日　8:30～17:00（休日・祝日を除く）
　土曜日　8:30～12:00（第1、第3を除く）



がんを生きる人を支えるケア
～緩和ケア病棟～

　鶴見病院の緩和ケア病棟では、病気による様々な症状やつらさを可能な限り改善し、本来の生活の場で
ある「自宅」に近い暮らしが提供できるよう、医療スタッフがまごころを込めてケアにあたります。ご家
族へのケアも丁寧にサポートいたします。

緩和ケア病棟に関しては、かかりつけの医師へ
ご相談ください。病院見学もできます。

※入院の相談は紹介元医療機関からの事前連絡及び予約が必要です。

■緩和ケア病棟入院までの流れ

■緩和ケア病棟Ｑ＆Ａ

現在かかっている
医療機関より
申し込み

※面談希望用紙記入があります。

面談・見学（予約制） 入院判定会議 入　院

Ｑ：どのような人が
　　入院できるのですか？

Ｑ：緩和ケア病棟ではどのような
　　治療ができるのですか？

Ｑ：緩和ケア病棟にはどれくらい
　　の期間入院できますか？

Ｑ：入院しても、家に帰ることは
　　できますか？

面談日はご連絡します。 判定結果で入院日が決まります。 入院までは待機期間があります。

Ａ：入院するための条件としては以
下の３点があります。
①がんと診断され、がんに対す
る積極的治療を中止している。

②本人が緩和ケア病棟に入院す
ることを希望している。

③家族が緩和ケア病棟に入院す
ることを了承している。

Ａ：がんを治すための治療は行いま
せん。しかし、本人の苦痛症状
を取る治療は積極的に行います。
例えば、肺炎の治療や胸や腹部
に溜まった水を取り除くなどが
あげられます。また、痛みを取
り除く目的で放射線治療を行う
場合があります。

Ａ：原則２～３ヶ月です。入院後
１ヶ月ごとに話し合いを設け、
病状が安定している場合は、本
人・家族と医師・看護師・ソー
シャルワーカー等で面談を行い、
その後の療養についての相談を
いたします。

Ａ：本人と家族の希望があれば、外
出や外泊ができます。自宅への
退院も可能です。また、在宅療
養中であっても、体調を整える
ことを目的に短期間の入院をす
ることができます。様々なご事
情に合わせてお手伝いいたしま
す。

■入院費について
●医療費は一日あたり定額制です。
●医療保険が適用されます。

●高額療養費・限度額適用制度が利用できます。
●差額ベッド代は保険適用外となります。

■病室概要（全室個室）■病室料金（有料個室）
●有料個室/７床　　●無料個室/７床A（１室） B（３室） C（３室）個　室

タイプ

個室
概要

室料/
１日 10,000円（税別） 8,000円（税別） 5,000円（税別）

〒874-8585　大分県別府市大字鶴見４３３３番地
TEL 0977-23-7208　FAX 0977-23-7219（地域連携センター）（受付時間/平日9:00～16:00）
施設見学をご希望の方は、地域連携センターへ　http://www.ok-tsurumi.com/kanwa/index.html

　車　・別府駅より車で７分　・別府インターチェンジより車で約10分
バス・別府駅より「鶴見病院経由鉄輪行き（25番）」に乗車、「鶴見病院前」で下車、徒歩１分
　　・別府駅より「別府医療センター行き（６番）」に乗車、「鶴見病院東口」で下車、徒歩１分

ACCESS

かかりつけの医療機関へご相談くだ
さい。当院（地域連携センター）へ
申し込みとなります。申し込みの
際、面談希望用紙をご本人・ご家族
の方にご記入いただきます。

医師による面談は完全予約制です。当
院より面談日の日程調整をいたしま
す。ご本人が来院でいない場合はご家
族のみでも可能です。面談終了後、病
棟見学をいたします。
●面談料：3,000円（税別）※面談希望用紙は鶴見病院ホームページからダウンロードできます。

入院判定会議は、医師及び各専門ス
タッフで入院適応を審議いたしま
す。判定の結果は速やかにご連絡い
たします。

当院から入院時期・入院日をご連絡
いたします。

角部屋　家族室／
書斎・ソファー・
応接セット・テレ
ビ・ミニキッチ
ン・冷蔵庫 など

家族室／書斎・ソ
ファー・応接セッ
ト・テレビ・ミニ
キッチン・冷蔵庫 
など

ソファー
テレビ
冷蔵庫 など

厚生連だより 大分 ７

居室 ホール
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市役所

別府公園 鶴見丘高校

緑丘小学校

中部中学校

実相寺サッカー
競技場

鶴見台中学校

別府駅

流
川
通
り

富
士
見
　
通
り

JR日豊本線

九
州
横
断
　
道
路

至 日出町

至 大分市 的ヶ浜公園
別府警察署

別府国際観光港

別　府　湾

210

大分空港道路

塩浜 至 大分空港

杵築市役所

杵築大橋

杵築警察署

至 別府

守　江　湾

【大分県厚生連】

・介護老人保健施設 しおはま
・しおはま診療所

実相寺サッカー
     競技場

実相寺野球場

鶴見台中学校

大分県厚生連
健康管理センター

大分県厚生連
鶴見病院

大分県厚生連
介護老人保健施設
シェモア鶴見

介護保険支援センター
つるみ

発行／大分県厚生農業協同組合連合会　　〒874-8585 大分県別府市大字鶴見4333番地

TEL 0977-23-7465　FAX 0977-23-7493　http://www.oita-koseiren.com

健康管理センター

10月の健診/受診結果
国 東 事 業 部
姫 島 事 業 部
杵 築 事 業 部
山 香 事 業
大 分 事 業 部
由 布 事 業 部
臼 杵 事 業 部
佐 伯 事 業 部
野 津 事 業 部
豊後大野事業部
竹 田 事 業 部
日 田 事 業 部
豊後高田事業部
中 津 事 業 部
宇 佐 事 業 部
安心院事業部

名
名
名
名
名
名
名
名
名
名
名
名
名
名
名
名
名
名
名
名

208
8

181
31
17
18
101
82
15
75
35
31
66 
43
26
18
237
30
2
22

J A べ っ ぷ 日 出
J A 玖 珠 九 重
J A 九 重 町 飯 田
大 分 大 山 町

Ｊ
　
Ａ
　
お
　
お
　
い
　
た

《10月健診》
受診者数総合計 5,238名

（うちJA 1,246名）

　11月に入り、急に寒さを感じるようになりました。
みなさん！　体調は崩されていないでしょうか？　
風邪にも負けず、寒さにも負けない体をこの冬に作
り上げましょう。そして、笑顔で年末を迎えられる
よう１日１日を大切に生きましょう。（Ｈ・Ｗ）

編集
後記

※健診内容や料金などをご覧になりたい方は
　健康管理センターのホームーページにアクセス

　http://www.ok-kenkou.com/

ワンポイント健 康 の健 康 の ～忘年会シーズン！
　　　　飲み過ぎにご注意～

　これからのシーズンは忘年会等でお酒を飲む機会が増えますが、飲み過ぎ
て二日酔いにならないように気をつけましょう。体内でアルコールを処理す
るのは肝臓ですが、ビール大瓶１本分のアルコールを処理するのに約３時間
かかると言われています。大量に飲酒をすると肝臓がアルコールを処理しき
れず、二日酔いを引き起こしてしまうのです。
　お酒は適量を守って飲むこと、空腹のときには飲まずに食べながら飲むこ
となどを心がけ、二日酔いにならないようにしましょう。
　また、アルコールを摂取した後は、①水を飲む　②すぐに寝ない　③すぐ
にお風呂に入らないを注意して過ごされることをオススメします。

訪問看護
ステーション
　つるみ

たくさん収穫できました！たくさん収穫できました！

１０月１５日、ひよこ保育園の園児たちが芋掘りを行いました。
大きな芋がたくさん収穫できました。




