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厚生連だより 大分２

「 肺　炎 ｣
　～知られざる症状と治療～

鶴見病院 呼吸器内科 部長　岸　　　建　志

＜はじめに＞
　肺炎とは、肺における炎症性疾患の総称であり、その原因は感
染症だけでなく自己免疫疾患・アレルギーなど多岐にわたります。
一般的に肺炎というと、何らかの病原微生物が肺に侵入し、炎症
を起こす疾患である細菌性肺炎を示す事が多いです。今回は、細
菌性肺炎の分類と治療及び予防策を話していきます。
＜呼吸器系の基本構成＞

　人の呼吸器系は鼻腔～咽
頭～喉頭～気管～気管支～
肺で構成され、鼻腔から喉
頭までの部分を上気道、気
管から下の部分を下気道と
言います。
　肺は胸部の肋骨で囲まれ
た胸郭の中にあり、左右一
対の構造になっています。
肺は心臓のある左側よりも
右側の方が大きい左右非対

称であり、右肺は上葉・中葉・下葉の三つに分けられ、左肺は上
葉と下葉の二つに分かれます。
　気管から左右の気管支に分岐した後は、葉気管支→区域気管支
→亜区域気管支と分岐を繰り返し、18～22分岐したところで肺
胞と呼ばれる小さな袋のような構造になります。この肺胞の外側
には毛細血管が走っています。つまり肺とは無数の肺胞と毛細血
管で構成されています。
＜肺の機能＞
　肺の役割は呼吸を行うことですが、いわゆる吸ったり吐いたり
する呼吸運動は、肋間筋や横隔膜の運動で胸郭が動く事で行われ
ており、肺そのものは運動する能力は持っていません。
　肺の主な機能は、呼吸運動で肺胞の中に取り込まれた空気と心
臓から送られてきた血液との間で、酸素と二酸化炭素を交換する
ガス交換機能です。
＜肺内でのガス交換の過程＞
　肺胞の中に取り込まれた空気中の酸素は、毛細血管中に流れる
赤血球内のヘモグロビンという鉄を含んだ蛋白質に引き寄せられ
結合します。一方、二酸化炭素は血液中から肺胞内の空気に拡散
して放出されます。肺内でガス交換が行われた酸素の豊富な血液
は、肺静脈を通って心臓に戻り全身の組織に送られます。肺内で
行われるガス交換は「外呼吸」といわれ、全身に送られた血液と
組織との間で行われるガス交換は「内呼吸」といわれます。
＜肺炎とは？＞
　何らかの原因で肺に炎症が起きている状態です。炎症の部位に
より肺胞性肺炎、間質性肺炎に分かれます。炎症のためにガス交
換ができず、低酸素血症を引き起こすなど生命に危険を及ぼしま
す。
＜肺炎の原因＞
①感染症（細菌、ウイルス、真菌、寄生虫）　②自己免疫性疾患
（リウマチ性疾患など）　③アレルギー　④腫瘍　⑤異物、化学
物質　⑥放射線　などがあります。
＜感性症とは？＞
以下の過程を経て感染症が発症します。
★微生物の体内への進入　
　→　★微生物の定着・増殖　
　　　→　★微生物 vs 宿主免疫バランスの破綻

＜肺に感染する微生物とは？＞
★細　菌
・約１μｍの大きさ　　　　・自己複製能力を有する　
・核酸（DNA）が核膜で覆われていない
（原核細胞）肺炎球菌、黄色ブドウ球菌などがあります。

★真　菌
・いわゆるカビ　　　　　　・数μｍ以上の大きさ　
・酵母～菌糸の形態を示す　
・核酸（DNA）が核膜で覆われている（真核細胞）
・免疫不全患者で発症
アスペルギルス、クリプトコップスなどがあります。

★ウイルス
・10～100ｎｍの大きさ　・核酸と殻だけの極小生物
・自己複製能力がなく、標的細胞内に侵入して複製を作ります。
インフルエンザ、麻疹、風疹などがあります。

★寄生虫
・数mmの大きさ　・イノシシ、カニなどの体内に寄生、これ
を生で摂食して感染する。
宮崎肺吸虫などがあります。

＜肺炎の特徴＞
・多くの病原体は細菌である
・高齢者では死亡率が高くなる
・冬期に多い傾向がある（インフルエンザと合併する）
・高齢者の誤嚥性肺炎が多い
・多くの場合、濃厚な接触がない限り、ヒトからヒトへの感染は
問題にならない

・新型肺炎は、ヒトからヒトへの感染が問題である。
★死亡率が高い感染症の
　上位10位（世界）
　感染症の中で肺炎の
死亡率が１番高い結果
となっています。

★日本における肺炎死亡率の年次推移
　戦後、減少し続けて
いた肺炎による死亡者
数は人口の高齢化に伴
い、1980年代から増
加に転じ、2011年に
は日本人の死亡第３位
となりました。

★肺炎の死亡者のうち
　65歳以上の割合

＜肺炎の症状＞
①咳 ②喀痰 ③発熱 ④胸痛 ⑤呼吸困難 ⑥チアノーゼ
※高齢者では、食欲不振、活力低下など、非特異的な症状しか表
わさない場合も多いので注意を要します。

＜肺炎を疑うときの検査＞
①腹部聴診 ②胸部レントゲン写真 
③胸部Ｘ線ＣＴ写真
※健常人と肺炎患者の
　胸部レントゲン写真

＜診断したらすぐに治療＞
　細菌性肺炎は診断したら４時間以内に治療が必要です。治療の
遅れ、不適切な抗菌薬の選択は予後不良につながります。
★抗菌薬の種類
●β-ラクタム系抗菌薬（ペニシリン系、セフェム系、カルパ
ペネム系など）　　　　　　　　→細胞壁を作らせないぞ！

●キノロン系抗菌薬　　　　　　　→DNAを作らせないぞ！
●グリコペプチド系抗菌薬　　　　→MRSAならまかせて！
●ミノグリコシド系抗菌薬　　　　→蛋白質を作らせないぞ！
●マクロライド系抗菌薬　●テトラサイクリン系
●リンコマイシン系　　　●ケトライド系
　　　　　　　　　　　　　　　→非定型肺炎ならまかせて！

＜抗菌力＞
・原因細菌によって抗菌力は様々です。
　例えば、第１世代セフェムはグラム陽性菌であるのに対し、
第３世代セフェムは陰性菌であるなど。

・各抗菌薬の抗菌スペクトルを理解して選択
　例えば、同じペニシリン系でもＰＣＧはグラム陽性菌にしか
抗菌力を持ちませんが、ＰＩＰＣは陰性菌にも効果を示すなど。

＜抗菌薬の選択＞
　原因となる細菌が分かれば適切な抗菌薬を選択できます。
　例えば、肺炎球菌、黄色ブドウ球菌にはペニシリン系抗菌薬が
効果を示すなど。
　しかし、細菌を培養・同定するには数日を要します。培養結果
を待っていたら患者に負担が大きいことから、最近では病状、患
者背景、感染部位等から広く科学的に起炎菌を推定し、推定した
起炎菌に対して最も適切な抗菌剤を投与し、起炎菌決定は同時並
行で実施する経験的治療が必要となります。
＜市中肺炎と院内肺炎＞
・市中肺炎
 一般的生活を営んでいる人に発生。健常人に起こることが多
いですが、基礎疾患を有する人にも発症します。
　最も多いのは肺炎球菌で、ついで非定型病原体です。さらに
細菌性肺炎か非定型肺炎かを想定して抗菌薬を選択する必要が
あります。

・院内肺炎
　入院後、48時間以上経過してから発生します。入院時にす
でに感染したものではありません。
　抗菌薬選定時は緑膿菌やＭＲＳＡ（メチシリン耐性黄色ブド
ウ球菌）を想定して選択します。

＜細菌性肺炎と非定型肺炎＞
　市中肺炎の場合、２種類に大別されます。
①細菌性病原体
→肺炎球菌、インフルエンザ菌、
　モラキセラ・カタラーリスなど
②非定型病原体
→マイコプラズマ、肺炎クラミジア、レジオネラ、
　Ｑ熱コクシエラなど

★細菌性肺炎と非定型肺炎の鑑別
～鑑別に用いる項目～
①年齢60歳未満　②基礎疾患がない、あるいは軽微
③頑固な咳がある　④胸部聴診上所見が乏しい
⑤痰がない、あるいは迅速診断法で原因菌が証明されない
⑥末梢白血球数が10,000／μＬ未満
～鑑別基準～
上記６項目を使用した場合
　・６項目中４項目以上合致した場合　→非定型肺炎疑い
　・６項目中３項目以下の合致　　　　→細菌性肺炎疑い
この場合の非定型肺炎の感度は77.9％、特異度は93.0％となり
ます。
上記１から５までの５項目を使用した場合
　・５項目中３項目以上合致した場合　→非定型肺炎疑い
　・５項目中２項目以下の合致　　　　→細菌性肺炎疑い

この場合の非定型肺炎の感度は83.9％、特異度は87.0％となり
ます。
★特殊な病態・病歴から推測

★症状から推測

★肺炎球菌
　紫色やや楕円、２個ペア、周囲に透明帯があります。
★黄色ブドウ球菌（ＭＲＳＡ）
　紫色、球形で数個が集族し、ブドウの房のような形状が特徴的
です。
★緑膿菌
　ピンク色、桿菌ムコイド型は周囲に粘液多糖体が特徴的です。
＜ＰＫ/ＰＤ理論とは＞
　ＰＫ/ＰＤ理論とは、薬物の作用を薬物動態学と薬力学の組み
合わせにより解析することです。
・ＰＫ（薬物動態）
　生体内における薬物の動態（吸収・分布・代謝・排泄など）
・ＰＤ（薬力学）
　生体内における薬物の作用（抗菌薬の効果、副作用の予測）
　生体内で抗菌薬がどれだけ有効に利用され、また、作用してい
るかを考えた概念です。
＜耐性菌の出現機構＞

＜副作用＞
①薬物によるアレルギー反応
　・ショック、麻疹などがあります。
②抗菌薬に特有の副作用
　・アミノグリコシド系は腎障害が多い
　・ニューキノロン系は解熱剤との併用で痙攣
　・クロラムフェニコールで再生良性貧血

＜肺炎の予防法＞
①うがい　
②マスク、歯磨き　
③ワクチン接種
　・インフルエンザ　・肺炎球菌など

＜おわりに＞
　冬期のインフルエンザの予防接種は重要です。まずは、日常生
活でできる予防法を実践していきましょう。
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ペネム系など）　　　　　　　　→細胞壁を作らせないぞ！
●キノロン系抗菌薬　　　　　　　→DNAを作らせないぞ！
●グリコペプチド系抗菌薬　　　　→MRSAならまかせて！
●ミノグリコシド系抗菌薬　　　　→蛋白質を作らせないぞ！
●マクロライド系抗菌薬　●テトラサイクリン系
●リンコマイシン系　　　●ケトライド系
　　　　　　　　　　　　　　　→非定型肺炎ならまかせて！
＜抗菌力＞
・原因細菌によって抗菌力は様々です。
　例えば、第１世代セフェムはグラム陽性菌であるのに対し、
第３世代セフェムは陰性菌であるなど。
・各抗菌薬の抗菌スペクトルを理解して選択
　例えば、同じペニシリン系でもＰＣＧはグラム陽性菌にしか
抗菌力を持ちませんが、ＰＩＰＣは陰性菌にも効果を示すなど。
＜抗菌薬の選択＞
　原因となる細菌が分かれば適切な抗菌薬を選択できます。
　例えば、肺炎球菌、黄色ブドウ球菌にはペニシリン系抗菌薬が
効果を示すなど。
　しかし、細菌を培養・同定するには数日を要します。培養結果
を待っていたら患者に負担が大きいことから、最近では病状、患
者背景、感染部位等から広く科学的に起炎菌を推定し、推定した
起炎菌に対して最も適切な抗菌剤を投与し、起炎菌決定は同時並
行で実施する経験的治療が必要となります。
＜市中肺炎と院内肺炎＞
・市中肺炎
 一般的生活を営んでいる人に発生。健常人に起こることが多
いですが、基礎疾患を有する人にも発症します。
　最も多いのは肺炎球菌で、ついで非定型病原体です。さらに
細菌性肺炎か非定型肺炎かを想定して抗菌薬を選択する必要が
あります。
・院内肺炎
　入院後、48時間以上経過してから発生します。入院時にす
でに感染したものではありません。
　抗菌薬選定時は緑膿菌やＭＲＳＡ（メチシリン耐性黄色ブド
ウ球菌）を想定して選択します。
＜細菌性肺炎と非定型肺炎＞
　市中肺炎の場合、２種類に大別されます。
①細菌性病原体
→肺炎球菌、インフルエンザ菌、
　モラキセラ・カタラーリスなど
②非定型病原体
→マイコプラズマ、肺炎クラミジア、レジオネラ、
　Ｑ熱コクシエラなど

★細菌性肺炎と非定型肺炎の鑑別
～鑑別に用いる項目～
①年齢60歳未満　②基礎疾患がない、あるいは軽微
③頑固な咳がある　④胸部聴診上所見が乏しい
⑤痰がない、あるいは迅速診断法で原因菌が証明されない
⑥末梢白血球数が10,000／μＬ未満
～鑑別基準～
上記６項目を使用した場合
　・６項目中４項目以上合致した場合　→非定型肺炎疑い
　・６項目中３項目以下の合致　　　　→細菌性肺炎疑い
この場合の非定型肺炎の感度は77.9％、特異度は93.0％となり
ます。
上記１から５までの５項目を使用した場合
　・５項目中３項目以上合致した場合　→非定型肺炎疑い
　・５項目中２項目以下の合致　　　　→細菌性肺炎疑い

この場合の非定型肺炎の感度は83.9％、特異度は87.0％となり
ます。
★特殊な病態・病歴から推測

★症状から推測

★肺炎球菌
　紫色やや楕円、２個ペア、周囲に透明帯があります。
★黄色ブドウ球菌（ＭＲＳＡ）
　紫色、球形で数個が集族し、ブドウの房のような形状が特徴的
です。
★緑膿菌
　ピンク色、桿菌ムコイド型は周囲に粘液多糖体が特徴的です。
＜ＰＫ/ＰＤ理論とは＞
　ＰＫ/ＰＤ理論とは、薬物の作用を薬物動態学と薬力学の組み
合わせにより解析することです。
・ＰＫ（薬物動態）
　生体内における薬物の動態（吸収・分布・代謝・排泄など）
・ＰＤ（薬力学）
　生体内における薬物の作用（抗菌薬の効果、副作用の予測）
　生体内で抗菌薬がどれだけ有効に利用され、また、作用してい
るかを考えた概念です。
＜耐性菌の出現機構＞

＜副作用＞
①薬物によるアレルギー反応
　・ショック、麻疹などがあります。
②抗菌薬に特有の副作用
　・アミノグリコシド系は腎障害が多い
　・ニューキノロン系は解熱剤との併用で痙攣
　・クロラムフェニコールで再生良性貧血

＜肺炎の予防法＞
①うがい　
②マスク、歯磨き　
③ワクチン接種
　・インフルエンザ　・肺炎球菌など

＜おわりに＞
　冬期のインフルエンザの予防接種は重要です。まずは、日常生
活でできる予防法を実践していきましょう。

疫　学 推定原因菌

症　状 予想される原因菌

インフルエンザ流行時
慢性呼吸器疾患・反復感染・喫煙
脳血管障害、誤嚥、口腔病変、閉塞性病変
糖尿病
温泉旅行、循環式風呂
鳥類との接触
家畜や妊娠している猫との接触
長期ステロイド投与、HIV感染症
アルコール依存症
老人医療施設入居者

鉄錆色の喀痰
悪臭を伴う喀痰
消化器症状（下痢、腹痛など）
中枢神経症状
ヘルペス口唇炎
水疱性鼓膜炎
比較的除脈

肺炎球菌
嫌気性菌
レジオネラ
レジオネラ、マイコプラズマ
肺炎球菌
マイコプラズマ
レジオネラ、マイコプラズマクラミジア

肺炎球菌、インフルエンザ菌、黄色ブドウ球菌、化膿連鎖球菌
肺炎球菌、インフルエンザ菌、モラクセラ、緑膿菌、レジオネラ
嫌気性菌
肺炎球菌、グラム陰性桿菌（クレブシエラほか）
レジオネラ
オウム病クラミジア
Ｑ熱コクシエラ
カリニ、結核、サイトメガロウイルス
肺炎球菌、嫌気
肺炎球菌、グラム陰性桿菌、インフルエンザ菌、黄色ブドウ球菌、嫌気性菌、肺炎クラミジア

・医療従事者の手指などを介した感染
・生活環境における感染

抗菌薬の使用

宿主免疫力の減弱

耐性菌出現
カテーテルの使用など
医原的要因
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「飛躍の年に」

年頭のあいさつを行う二宮会長

決意表明を行う藤富院長

～2017年仕事始め式～

　１月４日、鶴見病院南館５階研修ホールにて

仕事始め式を行いました。はじめに役職員全員

で新年のあいさつを交わした後、二宮伊作会長

より「新年あけましておめでとうございます。

今年の農業や医療を取り巻く環境は、依然とし

て厳しい状況にあります。役職員が一丸となっ

て、日々、患者さんや利用者の方々のニーズに

応え、地域医療の発展と安定に尽力し、飛躍の

年にしていきましょう」と年頭の挨拶を行いま

した。

　二宮伊作会長の挨拶後、職員を代表して藤富豊院長が「去年４月の診療報酬改定や病

床機能再編など、医療制度改革が本格化し、医療介護をめぐる情勢は一層厳しくなって

おります。すべての職員が恕（おもいやり）の精神を持ち、各自の役割を果たしてまい

ります。」と決意表明を行いました。

　今年も大分県厚生連はおもいやりの精神をもって精進してまいります。

「すべての職員が恕の精神を」
（おもいやり）



厚生連だより 大分 ５

～永年勤続表彰式～
「22名の職員が表彰」

　仕事始め式終了後、永年勤続

表彰式が行われました。毎年、

年初めに大分県厚生連では、勤

続年数が35年、25年、15年に

達した職員の表彰を行っていま

す。今年は35年表彰が２名、

25年表彰が13名、15年表彰が

７名、計22名の職員が永年勤続

の表彰を受けました。

　表彰者を代表して35年勤続表彰を

受けた中央検査部病理診断科の甲斐俊

一調査役係長より「これまで私どもが、

勤務できたのも、上司、先輩、後輩の

皆様方のお力添えがあってからこそだ

と思っています。これからもより一層、

尽力してまいりますので、今後ともよ

ろしくお願いいたします。」と謝辞が

述べられました。

永年勤続受賞者

「多くのみなさんの力添えあってこその表彰」

代表して謝辞を述べる甲斐調査役係長

＜３５年表彰＞
中央検査部病理診断科　甲　斐　俊　一
医療技術部食事療養科　稲　川　純　子

＜２５年表彰＞
シェモア事務部事務課　安　東　利　明

内部検査室　白　石　和　洋
看　護　部　竹　本　美　鈴

看護部看護科　後　藤　鉄　也
看護部看護科　土　谷　幸　子
看護部看護科　阿　部　元　美
看護部看護科　廣　瀬　徳　子
看護部看護科　矢　野　智　江
看護部看護科　大　野　益　美

中央検査部放射線技術科　原　田　賢　一
中央検査部臨床検査科　黒　瀬　由紀子
中央検査部臨床検査科　武　村　理津子
介護部介護指導科　築　城　陽　子

＜１５年表彰＞
診療専門部　大　賀　正　俊

医療技術部リハビリ技術科　高　橋　篤　史
看護部看護科　藤　内　幸　恵
看護部看護科　松　尾　智　美
看護部看護科　東　　　真　紀

中央検査部放射線技術科　園　　　光　博
介護部介護指導科　森　　　友　和
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最新型320列ＣＴ装置導入
　平成29年１月、最新型320列ＣＴ装置 Aquilion ONE を導入しました。従来の装置よりも

短時間撮影、高機能、高画質、低被ばく線量、少量の造影剤で検査が行えるため、小児や高齢

者および救急の患者さんにとって負担の少ない有用な検査が実施できます。

装置の特徴

・従来の64列CT装置に比べ、広い撮影範囲を

少ない寝台移動で、かつ短時間に撮影する

ことが可能になりました。（図1）

　脳の全領域を１回

転の撮影により、単

純画像や造影画像の

三次元ボリューム

データが得られ、見

たい部分の断面や三

次元画像が容易に作

成できます。そのた

め、脳全体の高分解能な全脳血流検査が可能と

なり、三次元の画像として脳血管障害の診断に

寄与できます。（図3）

・0.5㎜幅の検出器を体軸方向に320列装備し、

脳や心臓などの最大16㎝の範囲をわずか

0.35秒で1回転の撮影ができます。（図2）

頭部検査

　心臓全体の画像情報を１回転で得られるため、

心拍によるズレがなく、ノイズのない鮮明な画

像が得られます。

心臓検査図1　320列ＣＴ装置 Aquilion ONE（東芝）

図2　ＣＴ検査風景

図3　頸部血管 ３Ｄ表示

図4　冠動脈 曲面変換表示および３Ｄ表示

　また、特定の拍動を終始とらえることで時間

軸を加えたデータが得られるため、心臓壁の厚

さや動き、押し出される血液の量など、形態診

断だけでなく機能診断ができます。さらに心電

同期により必要な時相のみX線を曝射すること

で被ばく量を大幅に減らすことができます。

（図4）



厚生連だより 大分 ７

★介
護老人保

健施設
シェモア鶴見でのひととき★

中学生が施設入所者へ
ふれあい訪問

　県内の学校が冬休みに入った中、10月７日に

引き続き12月27日に鶴見台中学校の生徒さん

がシェモア鶴見にふれあい訪問に来られました。

　今回は全校生徒にボランティアを募り、合計

20名の生徒さんが来られ、交流会として生徒さ

んたちが考えた手遊びや歌を披露して、入所者

と一緒に楽しいひと時を過ごしました。

　また今回も生徒さんが作成した手作りカレン

ダーを入所者一人一人にプレゼントされました。最後に入所者より前回訪問に来られた生

徒さんへのお礼に手作りのお守りを手渡し、交流を深めていました。

胸腹部領域・整形外科

　このような装置の特徴を活かし、患者さんにとって有用で優しい検査が可能となるように、

今後も画像診断の向上と検査の安全性と効率化に努めてまいります。

　不安で怖がったり、状態が悪く静止の出来な

い新生児や幼児でも、短時間で被ばく線量の少

ない撮影が可能ですので、鎮静等の必要がない

有用な検査ができます。

小児検査

　三次元ボリュームデータは広範囲をタイムラ

グなしに撮影したもので、これを時系列に並べ

た動態解析により、

臓器全体の機能診

断が可能です。金

属アーチファクト

の少ない鮮明な画

像が得られます。

その応用範囲は、

胸腹部領域や整形

外科分野に広がる

ことが期待されて

います。（図5）

　心臓全体の画像情報を１回転で得られるため、

心拍によるズレがなく、ノイズのない鮮明な画

像が得られます。

図5　上腕骨 ３Ｄ表示

　また、特定の拍動を終始とらえることで時間

軸を加えたデータが得られるため、心臓壁の厚

さや動き、押し出される血液の量など、形態診

断だけでなく機能診断ができます。さらに心電

同期により必要な時相のみX線を曝射すること

で被ばく量を大幅に減らすことができます。

（図4）
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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/

健康管理センター

12月の健診/受診結果
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受診者数総合計 2,777名
（うちJA 644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 農 協
下 郷 農 協

名
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名
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名
名
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名
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名
名
名
名
名

《12月健診》

編集
後記

東部事業部

中西部事業部

南部事業部

豊肥事業部

北部事業部
　２月に入り、日中の寒さが少しずつ和らいできているのではない

かと感じています。これからの季節は花粉が飛散し、花粉症の方た

ちにはつらい時期となりますが、きちんと対策をして乗り切ってい

きましょう。（T.A）

人権の
おはなし

とはエ イ ハ ラ
　「エイジハラスメント」の略です。もともとは企業内での中高

年者に対する年齢を理由にした差別・嫌がらせのことです。企業

においては主に役職についていない中高年社員に対する無視等が

あり、また、永年勤続の女性に対するセクハラは、内容や理由に

よってはエイハラにも含まれます。

　家庭や施設でのエイハラについては心理的虐待・身体的虐待・

経済的虐待とそれぞれ具体的に定義されており、無理やり食事を

口に運ぶことやベッドに縛りつける、子どものように扱うなどが

挙げられます。

健康講座の開催健康講座の開催

日時：平成29年2月25日 ㈯
　　　14:00～16:00(開場 13:30～）
場所：トキハ別府店 ７階 大会議室

定員
100名

申込不要
参加費無料

テーマ

講演１ 貧血について
～たかが貧血!? 
　隠れた病気を探しましょう～

　　　　血液内科部長　中 山 俊 之 氏
講演２ 骨髄移植の最先端

～ここまで進んだ骨髄移植術～
　　血液化学療法部長　幸 野 和 洋 氏

血 液 の病 気 あ れ こ れ
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腎臓病教室の開催

開催日時　2月16日 ㈭
　　　　　13時～15時

予約・申込は不要で、参加費も無料です。 13：00
13：20
13：35
13：45
13：55
14：00
14：15
14：30
14：45
15：00

腎臓病について
食事について
日常生活の注意
腎臓病の検査
　休　憩
腹膜透析療法
血液透析療法
薬について
医療保険と福祉制度
質疑応答

講　　師　医　師
管理栄養士
薬剤師
看護師
臨床工学技士
社会福祉士

見て・聴いて・知ろう


