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職員全体研修会の開催
在宅復帰に向けてシェモアでの取り組み
通所リハビリでの取り組み

「暑い夏に向けて、
　食生活と水分補給を上手に調整し、
　　　　　　　夏バテを撃退しよう！」



特集

厚生連だより 大分２

○はじめに
　暑い夏を乗り切るためには、健康が何よりの資本

です。食事や運動はその源になります。ついつい食

べ過ぎたり、急激な運動により脱水症状になったり

していませんか？

　今回は、適切な食事や水分補給についてお話しし

ていきます。

　まずは、夏バテのなりやすさをチェックしてみま

しょう。以下の質問に○か×でお答えください。

　○が１つでもある方は食習慣や生活習慣を見直し

たほうがいいでしょう。また、一般的に低血圧、胃

下垂の方なども夏バテになりやすい傾向にあります。

　

○夏バテの症状は？
　●不眠、睡眠不足

　●だるさ、疲れやすさ

　●食欲不振

　●胃もたれ、消化不良

　●体重減少　など

食事療養科 科長　丸　尾　　　恵

暑い夏に向けて、食生活と
　 水分補給を上手に調整し、
　　　　夏バテを撃退しよう！

○夏のだるさの原因は？
①暑さが原因

　暑さによって大量の汗をかくと、血管内の水

分が減って「血管内脱水」が起きます。すると

血液がドロドロの状態となり、老廃物が溜まっ

てだるさを感じるようになります。また、暑さ

で夜眠れなくなると睡眠不足となり、疲労感が

残ります。

②冷房が原因

　冷房の効き過ぎによる体の冷え、さらに外気

との大きな温度差に体がついていけず、自律神

経失調状態になり、だるさが起こります。自律

神経は日中「交感神経」が、夜間「副交感神

経」がそれぞれ優位に働き、体を調整していま

す。冷房で自律神経が乱れると、夜間も「交感

神経」が優位に働いたままになり、緊張が解け

ず１日中リラックスできない状態になってしま

い、疲労感が残ってしまいます。

○夏バテを防ぐには、まずは食事から！
　自然なリズムの生活のもとに、栄養バランスの

とれた規則正しい食生活を実行することが重要で

す。

　次に挙げる項目に気をつけましょう。

【規則正しい生活】
　１日３回、規則正しく、よく噛んで食べる、

夜遅くまで飲食しない、充分な睡眠をとる、適

度な運動をする、などの注意が必要です。

【うなぎや豚肉など、ビタミンＢ１を摂る】
　夏場はさっぱりした食べ物を好み、甘い清涼

飲料水をよく飲むので、脂肪が少なく糖質の多

い食生活になりがちです。脂肪や糖質をエネル

ギーにかえるには、ビタミンB１が必要です。ビ

タミンB１が不足すると、疲労感や脱力感が生じ、

また胃腸の消化・呼吸能力が低下し、食欲が落ち

るなど、夏バテ症状を悪化させてしまう原因にな

ります。

　ビタミンB１は、うなぎや豚肉、レバーなどに

多く含まれています。昔から夏バテ防止に土用の

うなぎを食べる習慣がありますが、理にかなった

知恵といえるでしょう。

【緑黄色野菜を摂る】
　夏の緑黄色野菜は、カロチン、ビタミンB１、

B２、Cや鉄、カルシウム、カリウムなどのミネ

ラルが多く含まれています。ビタミンの必要量が

増大する夏場には、たっぷり摂りたい食品です。

カロチンは油に溶けて体内に吸収されるので、野

菜炒めや揚げ物など油を使った調理法がお勧めで

す。

～ひと口メモ！！～

●ビタミンＢ１を多く含む食品

　豚肉・大豆・ゴマ・ホウレンソウ

●ビタミンＣを多く含む食品

　ブロッコリー・レモン

●パントテン酸を多く含む食品

　豚レバー・かつお・まぐろ・鶏肉

　これらを毎日摂る必要はありません。１週間に１

～２回程度摂ればよいでしょう。

○夏バテ予防の食事法はこれだ！

①１日３食、できるだけ決まった時間に食事を

しましょう。

②消化がよくなるよう、よく噛んで食べましょ

う。（目安は20～30回）

③食後30分は休憩しましょう。

④良質のタンパク質を積極的に摂りましょう。

⑤冷たいものを摂り過ぎないようにしましょう。

⑥ビタミン、ミネラルが不足しないように、野

菜・果物など十分に摂りましょう。

　ビタミン、ミネラルが不足するとエネルギーが

有効活用されず、乳酸が溜まって疲労を招きます。

特に摂りたい栄養素は、疲労回復に有効なビタミ

ンＢ１です。ビタミンＢ１は冬場に比べて体内消

費量が約３倍になりますので、多く摂るようにし

ましょう。また、だるさや疲労感を取り去るビタ

ミンＣと自律神経を整えるパントテン酸を多く含

む食品も摂りましょう。

　なお、１日に必要なエネルギー量は標準体重か

ら求めることができます。標準体重の計算式は次

のとおりです。

標準体重＝身長（ｍ）×身長（ｍ）×22

　（例）身長160㎝の場合

1.6×1.6×22＝56.3kg

　標準体重１kgあたり30～35kcalが目安となりま

すので、身長160㎝の場合でしたら、次のとおり

となります。

　１日に必要なエネルギー量
30kcal×56.3kg＝1,689kcal

【水分・ミネラル不足に注意】
　汗をかいたら、みそ汁、牛乳、お茶、スポーツ

ドリンクなどで水分、ミネラルを補給しましょう。

胃腸を冷やす冷たい飲み物ばかりではなく、緑茶

など温かい飲み物にするのもよいでしょう。

○脱水症とは？
　体にとって不可欠な体液が不足した状態を「脱水

症」と言います。よく誤解されるのですが、脱水症

とは単なる水の不足ではありません。脱水症は体液

が失われた状態ですから「体から水分が失われるだ

けではなく、電解質も同時に失われた状態」のこと

です。

○脱水症状による体のトラブルについて
　体液に含まれる水分と電解質は、生命の維持に不

可欠な働きをしています。その体液が脱水症で失わ

れると体にさまざまなトラブルが生じます。

≪体のトラブル≫

・倦怠感　・発熱　・意識障害　など

○水分はどれだけ摂ればいいの？
　１日に必要なエネルギー量と同じ量をとればよい

でしょう。例えば１日の必要エネルギーが

1,600kcalの方は水分1,600ccが目安となります。

なお、食事から必要な水分の半分程度は摂取できま

すので、飲む水分の量としては800～1,000ccを目

安にするとよいでしょう。（夏場はさらに500ccほ

ど多めにとっても構いません。）心不全、腎臓病な

どで水分制限のある方は、主治医にご相談ください。

　なお、水分の摂り過ぎは胃の機能低下を招き、食

欲不振や栄養不足、だるさの原因ともなりますので

摂り過ぎないように注意しましょう。

○飲む水分はどんな種類がいいの？
　普段は水やお茶、麦茶などにしましょう。多量に

汗をかいたときや発熱、下痢の症状があるときはス

ポーツ飲料を飲むとよいでしょう。なお、スポーツ

飲料は思いのほかカロリーがあります。ちょっと汗

をかいたときなどは、水やお茶などを飲む方がよい

でしょう。

〇水分を十分補給しても熱中症になる？
　夏場や激しい運動などで、急激にたくさんの汗を

かくような場合は、「お水を飲んでいれば大丈夫」

とは言い切れません。大量の発汗によってナトリウ

ム、つまり塩分がいつもより大量に失われてしまい

ます。体内の塩分や糖分のバランスを生命維持でき

るように整えるためには、水分だけではなくナトリ

ウムの補給も必要になってくるのです。

　「急にたくさん汗をかいた」というときは、お水

だけでなく、塩コンブや梅干しなど、塩分も一緒に

補ってください。最近は、熱中症対策として、ナト

リウムが含まれたキャンディーやイオン飲料なども

販売されていますので、上手に活用してください。

○おわりに
　３食規則正しく食べる、睡眠を十分にとる、冷房

で温度を下げ過ぎない、入浴や運動などで気分転換

を図る方法を身に付け、食事や水分を上手に摂り、

今年の夏を乗り切ろう！
ひんやりしたところが好きで、冷房をつけた
部屋で過ごすことが多い。

暑くなるとどうしても外に出る気がしない。

暑くなると寝付きが悪くなったり生活が不規
則になったりして、睡眠時間がとれない。

食事が偏っているという自覚がある。特に夏
は麺類やさっぱりしたものになってしまう。

冷たい飲み物ばかり飲んでしまう。
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分が減って「血管内脱水」が起きます。すると

血液がドロドロの状態となり、老廃物が溜まっ

てだるさを感じるようになります。また、暑さ

で夜眠れなくなると睡眠不足となり、疲労感が

残ります。

②冷房が原因

　冷房の効き過ぎによる体の冷え、さらに外気

との大きな温度差に体がついていけず、自律神

経失調状態になり、だるさが起こります。自律

神経は日中「交感神経」が、夜間「副交感神

経」がそれぞれ優位に働き、体を調整していま

す。冷房で自律神経が乱れると、夜間も「交感

神経」が優位に働いたままになり、緊張が解け

ず１日中リラックスできない状態になってしま

い、疲労感が残ってしまいます。

○夏バテを防ぐには、まずは食事から！
　自然なリズムの生活のもとに、栄養バランスの

とれた規則正しい食生活を実行することが重要で

す。

　次に挙げる項目に気をつけましょう。

【規則正しい生活】
　１日３回、規則正しく、よく噛んで食べる、

夜遅くまで飲食しない、充分な睡眠をとる、適

度な運動をする、などの注意が必要です。

【うなぎや豚肉など、ビタミンＢ１を摂る】
　夏場はさっぱりした食べ物を好み、甘い清涼

飲料水をよく飲むので、脂肪が少なく糖質の多

い食生活になりがちです。脂肪や糖質をエネル

ギーにかえるには、ビタミンB１が必要です。ビ

タミンB１が不足すると、疲労感や脱力感が生じ、

また胃腸の消化・呼吸能力が低下し、食欲が落ち

るなど、夏バテ症状を悪化させてしまう原因にな

ります。

　ビタミンB１は、うなぎや豚肉、レバーなどに

多く含まれています。昔から夏バテ防止に土用の

うなぎを食べる習慣がありますが、理にかなった

知恵といえるでしょう。

【緑黄色野菜を摂る】
　夏の緑黄色野菜は、カロチン、ビタミンB１、

B２、Cや鉄、カルシウム、カリウムなどのミネ

ラルが多く含まれています。ビタミンの必要量が

増大する夏場には、たっぷり摂りたい食品です。

カロチンは油に溶けて体内に吸収されるので、野

菜炒めや揚げ物など油を使った調理法がお勧めで

す。

～ひと口メモ！！～

●ビタミンＢ１を多く含む食品

　豚肉・大豆・ゴマ・ホウレンソウ

●ビタミンＣを多く含む食品

　ブロッコリー・レモン

●パントテン酸を多く含む食品

　豚レバー・かつお・まぐろ・鶏肉

　これらを毎日摂る必要はありません。１週間に１

～２回程度摂ればよいでしょう。

○夏バテ予防の食事法はこれだ！

①１日３食、できるだけ決まった時間に食事を

しましょう。

②消化がよくなるよう、よく噛んで食べましょ

う。（目安は20～30回）

③食後30分は休憩しましょう。

④良質のタンパク質を積極的に摂りましょう。

⑤冷たいものを摂り過ぎないようにしましょう。

⑥ビタミン、ミネラルが不足しないように、野

菜・果物など十分に摂りましょう。

　ビタミン、ミネラルが不足するとエネルギーが

有効活用されず、乳酸が溜まって疲労を招きます。

特に摂りたい栄養素は、疲労回復に有効なビタミ

ンＢ１です。ビタミンＢ１は冬場に比べて体内消

費量が約３倍になりますので、多く摂るようにし

ましょう。また、だるさや疲労感を取り去るビタ

ミンＣと自律神経を整えるパントテン酸を多く含

む食品も摂りましょう。

　なお、１日に必要なエネルギー量は標準体重か

ら求めることができます。標準体重の計算式は次

のとおりです。

標準体重＝身長（ｍ）×身長（ｍ）×22

　（例）身長160㎝の場合

1.6×1.6×22＝56.3kg

　標準体重１kgあたり30～35kcalが目安となりま

すので、身長160㎝の場合でしたら、次のとおり

となります。

　１日に必要なエネルギー量
30kcal×56.3kg＝1,689kcal

【水分・ミネラル不足に注意】
　汗をかいたら、みそ汁、牛乳、お茶、スポーツ

ドリンクなどで水分、ミネラルを補給しましょう。

胃腸を冷やす冷たい飲み物ばかりではなく、緑茶

など温かい飲み物にするのもよいでしょう。

○脱水症とは？
　体にとって不可欠な体液が不足した状態を「脱水

症」と言います。よく誤解されるのですが、脱水症

とは単なる水の不足ではありません。脱水症は体液

が失われた状態ですから「体から水分が失われるだ

けではなく、電解質も同時に失われた状態」のこと

です。

○脱水症状による体のトラブルについて
　体液に含まれる水分と電解質は、生命の維持に不

可欠な働きをしています。その体液が脱水症で失わ

れると体にさまざまなトラブルが生じます。

≪体のトラブル≫

・倦怠感　・発熱　・意識障害　など

○水分はどれだけ摂ればいいの？
　１日に必要なエネルギー量と同じ量をとればよい

でしょう。例えば１日の必要エネルギーが

1,600kcalの方は水分1,600ccが目安となります。

なお、食事から必要な水分の半分程度は摂取できま

すので、飲む水分の量としては800～1,000ccを目

安にするとよいでしょう。（夏場はさらに500ccほ

ど多めにとっても構いません。）心不全、腎臓病な

どで水分制限のある方は、主治医にご相談ください。

　なお、水分の摂り過ぎは胃の機能低下を招き、食

欲不振や栄養不足、だるさの原因ともなりますので

摂り過ぎないように注意しましょう。

○飲む水分はどんな種類がいいの？
　普段は水やお茶、麦茶などにしましょう。多量に

汗をかいたときや発熱、下痢の症状があるときはス

ポーツ飲料を飲むとよいでしょう。なお、スポーツ

飲料は思いのほかカロリーがあります。ちょっと汗

をかいたときなどは、水やお茶などを飲む方がよい

でしょう。

〇水分を十分補給しても熱中症になる？
　夏場や激しい運動などで、急激にたくさんの汗を

かくような場合は、「お水を飲んでいれば大丈夫」

とは言い切れません。大量の発汗によってナトリウ

ム、つまり塩分がいつもより大量に失われてしまい

ます。体内の塩分や糖分のバランスを生命維持でき

るように整えるためには、水分だけではなくナトリ

ウムの補給も必要になってくるのです。

　「急にたくさん汗をかいた」というときは、お水

だけでなく、塩コンブや梅干しなど、塩分も一緒に

補ってください。最近は、熱中症対策として、ナト

リウムが含まれたキャンディーやイオン飲料なども

販売されていますので、上手に活用してください。

○おわりに
　３食規則正しく食べる、睡眠を十分にとる、冷房

で温度を下げ過ぎない、入浴や運動などで気分転換

を図る方法を身に付け、食事や水分を上手に摂り、

今年の夏を乗り切ろう！
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思いついたら、まず行動！
～心を動かす言葉の力～

職員全体研修会の開催
　５月23日、鶴見病院５階研修ホールにて職員全体研修会を行いました。大分県厚生連では、毎年全職員を

対象にした研修会を行っており、今年も約200名の職員が研修会に参加しました。

　講師には、みやざき中央新聞 編集長の水谷もりひと氏、大分県生活環境部 人権・同和対策課 啓発班 課

長補佐 石垣和之氏をお招きしました。

　水谷氏は「心の時代に心を動かせ！」～取材で出会ったいい言葉・いい話～という演題で講演をいただ

き、石垣氏は「みんなが幸せな社会に」という演題で人権研修を行っていただきました。職員は皆、熱心

に講義を聴いており、実りのある研修会となりました。

みやざき中央新聞 編集長 水谷もりひと氏 大分県生活環境部 人権・同和対策課 啓発班 課長補佐 石垣和之氏

職員全体研修会講師
水谷もりひと氏
　　著書のご紹介
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在宅復帰に向けて
～ 介護老人保健施設シェモア鶴見での取り組み ～
　今回は在宅復帰に向けた介護老人保健施設シェモア鶴見での取り組みを２つご紹介します。介護老人保

健施設シェモア鶴見では、入所利用者さんの在宅復帰支援の一環として入所前後、退所前後訪問を
積極的に行っています。

　訪問は支援相談員・介護支援専門員・作業療法士等の他職種がチームを組み、行います。

【入所前（もしくは入所後）訪問】

　生活環境と本人の動作や動線を確認します。在宅復帰へ向けた

課題を確認するとともに、必要な訓練内容を絞り提供することが

できます。また、他職種と一緒に訪問することで、いろいろな視

点からの気づきもあり、

環境を見ながら本人やご

家族の希望を確認するこ

とができます。
　段差や手すり等の計測
や、転倒の危険性の高い
箇所の確認をします。在
宅復帰に向けて、安全で
円滑な動作を行える環境
作りのための提案を行っ
ていきます。

【退所前訪問】 　訓練における効果（安全な生活動作を行えるか否か）の確認を行うとともに、
介助方法の伝達、入所中に提案した環境調整（改修・取り付け・レンタル等）
の再確認、若しくは調整後の環境を居宅の介護支援専門員や専門業者とともに
確認し、安全で円滑かつ介護者の方の負担を
できる限り軽減できるような環境での生活を
行えるように調整を行っていきます。施設に
入所される方も訪問を行い、環境の確認と、
施設スタッフへの情報伝達を行います。

【退所後訪問】

　安全に生活動作を行えているか、調整した環境に適応できて
いるか、困っていることはないかなどの確認をするため自宅に

訪問します。
　どんな立派な施設でも、
住み慣れた自宅に勝ると
ころはありません。今後
も、多くの方が在宅復帰
できるよう、そして、在
宅生活を長期にわたり継続できるよう、ご家族にも積極的にサ
ポートを行いながら支援をしていきたいと思っています。

安全に生活ができるかスタッフが訪問し、確認

屋内外の手すりや段差を確認
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　通所リハビリの利用者さんでは、要支援・要介護に関わらず歩行が可能な方に対して、

毎月歩行能力の計測を行っています。計測の種類は以下の２種類を利用しています。

　在宅生活を安全に送るためには転倒を防ぎ、歩行能力の維持および向上が不可欠です。

目標を持たずに運動を行うだけでは徐々に意欲も低下していきます。計測を通じて自分の

歩行能力を知り、毎月の変化を確認することで、運動に対する意欲が湧き、また、自分の

歩行能力を把握することで転倒に対する注意が図れると考えています。今後も、利用者さ

んが主体となり、運動に対する意欲が保たれるよう努めていきます。

　５ｍ最大歩行速度を小数第１位まで計り、歩行補助具の

使用など歩行形態（杖歩行や歩行器歩行など）を記録します。

　計測時、利用者さんには、「走らない程度にできるだけ

速いペースで歩いて下さい」と伝えます。

５ｍ歩行テスト５ｍ歩行テスト

　椅子に腰かけた状態からはじめます。背中が背もたれか

ら離れ、コーンを回り椅子に座るまでを計測します。５ｍ

歩行テストと同様に最大歩行速度や補助具の使用等記載を

行います。この動作では、起立や着座、方向転換等の複合

的な動作能力を見ることができます。

Timed Uｐ ＆ Go 
Test

Timed Uｐ ＆ Go 
Test

入所・通所リハビリのご相談や介護等のお悩みは下記の連絡先までお問い合わせください。

T E L ：０９７７－２３－７１１３
シェモア鶴見 事務課

「 歩行能力の計測 ～自分の歩行能力を知ろう！～ 」

自分の歩行能力を知ろう！
～ 通所リハビリでの歩行能力の計測 ～



日　時：８月22日（土） 午前10時～ １時間程度
場　所：大分県厚生連鶴見病院 南館５階会議室
講　師：腎臓外科・泌尿器科 住野 泰弘 医師
　　　　

～健康セミナーの開催～

10

ビーコンプラザ

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

マルショク

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
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※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/

訪問看護
ステーション
　つるみ

※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/

編集
後記

健康管理センター

５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 部
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

353
6
0
0
15
22
152
2
9
11
26
21
26
0
50
3

179
53
0
11
0

Ｊ
　
Ａ
　
お
　
お
　
い
　
た

受診者数総合計 2,364名
（うちJA 939名）

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 下 郷

ワンポイント健 康 の健 康 の ～自覚が少ない高脂血症～

　高脂血症は、血液中の中性脂肪やコレステロールが増え、血液がドロドロに
なる病気で、自覚症状は少ないのですが、放置しておくと動脈硬化を併発し、
心臓や脳の病気を招く危険性があります。高脂血症の傾向が見られたら、食生
活の改善が必要となってきます。
　中性脂肪が高い人はアルコールや炭水化物を、コレステロールが高い人はコ
レステロールを控えるような食事を摂るよう心がけるようにしましょう。ただ
し、コレステロールを多く含む食品に注意をするだけでなく、コレステロール
の材料となる糖質や脂質の摂り過ぎにも注意しましょう。
　特に肉類や卵はコレステロールの形成を促すので
注意が必要です。代わりに野菜は含まれる食物繊維
やビタミンＥ・ビタミンＣがコレステロール値を下
げたり、動脈硬化の予防につながる作用を持ってい
ますので、積極的に摂取するよう心がけましょう。

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

《５月健診》

　梅雨に入り、雨の日が多い季節になりました。特に九州南部では集中
豪雨に見舞われ、土砂災害等で道が遮断されている地域もあります。ま
た、群馬県では竜巻が発生し、多くの被害が出ています。これからの季
節、急な豪雨や雷等、天候の変化に注意が必要ですね。

　ちょっと先になりますが、今年も病院祭を行います。次回号でお知らせします。
お楽しみに！！（Ｈ．Ｗ）

～健康セミナーの開催～
参加費
無 料

お申し込み
不 要

　細菌やウイルスが食べ
物に付着し、体内に侵入

すると食中毒を発症します。
　食中毒を防ぐためには、細菌などを
食べ物に「つけない」、食べ物に付着
した細菌を「増やさない」、食べ物や
調理器具に付着した細菌やウイルスを
「やっつける」という３つのことが原
則となります。
　調理を始める前には必ず手を洗い、
肉や魚はもちろん、野菜なども加熱し、
調理後は洗剤で調理器具をよく洗いま
しょう。

お問い合わせ先：0977-23-7111 鶴見病院 看護部 黒木 まで

細菌が増殖する
　季節になりました

まずは、お電話で、ご相談の予約日を決めさせて頂きます。

鶴見病院 がん相談支援センター 
　がんに関わる疑問や不安・悩みをがん
専門の相談員がお話をお聞きし、一緒に
問題解決のお手伝いをさせて頂きます。
　がんでお悩みの患者さんやご家族の方、
どうぞお気軽にご相談ください。

受付時間　9:00～16:30（月曜日～金曜日）
連　絡　先
　がん相談支援センター（地域連携センター）
　　　TEL：0977-23-7208
相談費用　無 料

について


