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はじめに
　ピロリ菌（正式名は Helicobacter pylori：ヘリコ
バクター・ピロリ菌）は、1983年に発見された

胃の粘膜に生息する細菌です。

　主に５歳までの幼児期に経口感染し、日本では

家庭内で感染することが多いと考えられています。

　ピロリ菌が作り出す様々な物質が胃の粘膜を傷

害し、消化性潰瘍や胃がんなどを発症させます。

また、ピロリ菌は血液疾患、心・血管疾患や皮膚

疾患など様々な疾患を引き起こすことが分かって

きました。

ピロリ菌感染と胃がん
　ピロリ菌と胃がんは深い関連があり、1994年

にWHO（世界保健機構）はピロリ菌を胃がんの

「確実な発がん因子」と認定しました。

　ピロリ菌が胃の粘膜に感染すると、個人差はあ

れ全例に胃炎を起こします。また、ピロリ菌は除

菌治療をしない限り終世胃の粘膜に感染し続けま

す。そのため、長期間に渡り胃炎が持続し、胃の

粘膜が徐々に萎縮していきます。萎縮が高度にな

ればなるほど、胃がんのリスクが高まります。　

　ピロリ菌感染者と未感染者を約８年間比較した

研究では、感染者の約３％に胃がんを発症したの

に対し、未感染者からは１人も発症しませんでし

た。実際にピロリ菌未感染者からの胃がん発症は、

胃がん全体の１％以下であり、極めて稀なことで

す。

ピロリ菌の除菌と胃がん予防
　ピロリ菌を除菌することで胃がんが予防できる

ことは以前から指摘されていました。2008年に

は、除菌後３年間で胃がんの発症が1/3に減少し

たという報告がされています。

　胃がんは胃粘膜萎縮が高度である方に多いため、

除菌による胃がん予防効果は、胃粘膜萎縮が軽度

な方のほうが有効です。年代別でみると、30歳

未満で99.9％、50歳未満で90％以上胃がんを予

防できるとされています。

　このように、胃がんの予防には、がん年齢前に

除菌することが勧められています。

除菌治療を受けるには
　除菌治療は、胃・十二指腸潰瘍、胃MALTリン

パ腫、特発性血小板減少性紫斑病や早期胃がんに

対し内視鏡的治療を行った方に保険診療が認めら

れていました。しかし、2013年２月から、ピロ

リ菌陽性で半年以内に内視鏡で慢性胃炎と診断さ

れた場合にも除菌治療ができるようになりました。

これによりピロリ菌感染者は、内視鏡を受ける必

要がありますが、すべて保険診療で除菌治療を受

けることが可能になりました。

ピロリ菌感染の診断方法
　ピロリ菌に感染しているかどうかを調べる検査

方法には、内視鏡を用いる方法と用いない方法と

に大きく分けられます。以下に述べる方法のうち

１種類もしくは２種類で検査します。

【内視鏡を用いる方法】
• 迅速ウレアーゼ試験
　内視鏡で採取した胃の組織を試薬に入れ、試

薬の変色の有無により判定します。簡便で迅速

性に優れており、感染診断の精度も高いのです

が、偽陰性（感染しているのに検査結果が陰性

となること）の問題があるため、除菌判定には

適していません。

　また、一部の胃薬（プロトンポンプ阻害剤）

を内服していると、偽陰性となることがあるた

め注意が必要です。

• 鏡検法
　内視鏡で採取した胃の組織を顕微鏡で観察し、

直接胃の粘膜内にピロリ菌がいるかどうかを調

べる方法です。ピロリ菌の感染診断だけでなく、

胃粘膜の組織診断（炎症がどの程度あるのか、

腫瘍性病変が存在しないかなど）も合わせて行

うことができます。しかし、顕微鏡検査には特

殊染色が必要であり、ピロリ菌が存在するかど

うかの判定には診断する医師の熟練が必要です。

• 培養法
　内視鏡で採取した胃の組織を培養し、ピロリ

菌が検出されるかどうかを調べる方法です。特

異性に優れ、ピロリ菌の性質（どのような毒性

をもつ菌なのか、除菌にはどのような抗菌薬が

有効かなど）も調べることができます。しかし、

培養には時間がかかるため、判定までに数日を

要します。また一般的にピロリ菌の培養方法は

難しく、実際は大学病院などの研究機関でのみ

行われているのが現状です。

【内視鏡を用いない方法】
•  H.pylori 抗体測定法（血清もしくは尿）
　血液や尿のなかにピロリ菌の抗体が存在する

かどうかを調べる方法です。簡便で主に感染診

断に用いられますが、除菌判定には適していま

せん。

• 尿素呼気試験
　試薬を内服し、その前後の呼気を調べること

でピロリ菌の存在を調べます。簡便で迅速性に

も優れ、主に除菌判定に用いられます。しかし、

一部の胃薬（プロトンポンプ阻害剤）を内服し

ていると、偽陰性となることがあるため注意が

必要です。

• 便中H.pylori 抗原測定法
　便と迅速キットを用いて調べる方法です。簡

便で感染診断と除菌判定といずれにも有用です。

しかし、便を採取しなければならない点で他の

検査法と比べやや抵抗感を持たれる方もいらっ

しゃるかもしれません。

ピロリ菌の除菌方法
　除菌治療は、２種類の抗菌薬と１種類の胃薬を

１日２回、朝食後と夕食後に１週間内服します

（１次除菌といいます）。現在は１日の服用分ご

とに１シートにまとめたパック製剤が発売されて

おり、飲み間違いや飲み忘れがないように工夫が

されています。除菌後、約２か月たって除菌判定

の検査をしますが、ピロリ菌が残ってしまう場合

が少なからずあります。こうした１次除菌不成功

の方は、もう一度除菌治療を受けることができま

す。これを２次除菌といいます。２次除菌は、１

次除菌の抗菌薬の１つを別の抗菌薬に変更したも

のです。２次除菌では、ほとんどの方が成功しま

すが、非常にまれながら2次除菌も不成功となる

場合があります。

　しかし、2015年３月に新薬（ボノプラザン）

が除菌治療薬として承認されました。この薬の登

場によって従来と比べて除菌率が格段に高くなり

ました。これまで約70％であった１次除菌率が

90％、約90％であった２次除菌率が98％になり

ました。今後除菌治療を受けようとされている方

に朗報と言えるでしょう。　

　除菌薬の副作用として最も多いのは下痢です。

他に味覚異常、肝機能障害などが挙げられます。

除菌薬を内服し、体調に異変を感じた際は自己判

断で内服を中断せずに、まずは主治医の先生と相

談してください。

　生活上の注意点としては、除菌治療中の喫煙は

除菌率を低下させますので、喫煙は控えてくださ

い。また、２次除菌薬を内服している期間中に飲

酒をすると、腹痛や嘔吐などの症状が現れること

がありますので、治療中の飲酒は控えてください。

　除菌薬に対してアレルギーをお持ちの方は原則

的には除菌ができません。

除菌後の注意点、問題点
　除菌時に胃粘膜の萎縮が軽度であればあるほど

胃がん予防効果が期待できます。反面、胃炎が進

み萎縮が高度な場合には、胃がん予防効果は減弱

します。また、除菌後であっても感染歴のない方

と比べると胃がんのリスクは高いと言えます。そ

のため、除菌後も１年に１回定期的な内視鏡検査

を受けてください。

　また、除菌により胃酸分泌能が改善するため、

一般的に逆流性食道炎が増加することが知られて

います。しかし、多くは軽症であるため、除菌治

療の妨げにはなりません。

おわりに
　現在、日本人の３人に１人ががんで亡くなって

います。中でも胃がんの死亡数は男性で第２位、

女性では第３位を占めています。以前は第１位で

あった時期もあり、日本人は胃がんと深い関わり

を持っています。胃がん予防の観点で、日本ヘリ

コバクター学会はピロリ菌に感染している方全員

の除菌を推奨しています。

　関心のある方は、主治医の先生に相談され、一

度ピロリ菌の検査を受けられてみてはいかがで

しょうか。もし感染していれば除菌治療を受けら

れることをお勧めします。

ピロリ菌

あ べ たか し
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　ピロリ菌（正式名は Helicobacter pylori：ヘリコ
バクター・ピロリ菌）は、1983年に発見された

胃の粘膜に生息する細菌です。

　主に５歳までの幼児期に経口感染し、日本では

家庭内で感染することが多いと考えられています。

　ピロリ菌が作り出す様々な物質が胃の粘膜を傷

害し、消化性潰瘍や胃がんなどを発症させます。

また、ピロリ菌は血液疾患、心・血管疾患や皮膚

疾患など様々な疾患を引き起こすことが分かって

きました。

ピロリ菌感染と胃がん
　ピロリ菌と胃がんは深い関連があり、1994年

にWHO（世界保健機構）はピロリ菌を胃がんの

「確実な発がん因子」と認定しました。

　ピロリ菌が胃の粘膜に感染すると、個人差はあ

れ全例に胃炎を起こします。また、ピロリ菌は除

菌治療をしない限り終世胃の粘膜に感染し続けま

す。そのため、長期間に渡り胃炎が持続し、胃の

粘膜が徐々に萎縮していきます。萎縮が高度にな

ればなるほど、胃がんのリスクが高まります。　

　ピロリ菌感染者と未感染者を約８年間比較した

研究では、感染者の約３％に胃がんを発症したの

に対し、未感染者からは１人も発症しませんでし

た。実際にピロリ菌未感染者からの胃がん発症は、

胃がん全体の１％以下であり、極めて稀なことで

す。

ピロリ菌の除菌と胃がん予防
　ピロリ菌を除菌することで胃がんが予防できる

ことは以前から指摘されていました。2008年に

は、除菌後３年間で胃がんの発症が1/3に減少し

たという報告がされています。

　胃がんは胃粘膜萎縮が高度である方に多いため、

除菌による胃がん予防効果は、胃粘膜萎縮が軽度

な方のほうが有効です。年代別でみると、30歳

未満で99.9％、50歳未満で90％以上胃がんを予

防できるとされています。

　このように、胃がんの予防には、がん年齢前に

除菌することが勧められています。

除菌治療を受けるには
　除菌治療は、胃・十二指腸潰瘍、胃MALTリン

パ腫、特発性血小板減少性紫斑病や早期胃がんに

対し内視鏡的治療を行った方に保険診療が認めら

れていました。しかし、2013年２月から、ピロ

リ菌陽性で半年以内に内視鏡で慢性胃炎と診断さ

れた場合にも除菌治療ができるようになりました。

これによりピロリ菌感染者は、内視鏡を受ける必

要がありますが、すべて保険診療で除菌治療を受

けることが可能になりました。

ピロリ菌感染の診断方法
　ピロリ菌に感染しているかどうかを調べる検査

方法には、内視鏡を用いる方法と用いない方法と

に大きく分けられます。以下に述べる方法のうち

１種類もしくは２種類で検査します。

【内視鏡を用いる方法】
• 迅速ウレアーゼ試験
　内視鏡で採取した胃の組織を試薬に入れ、試

薬の変色の有無により判定します。簡便で迅速

性に優れており、感染診断の精度も高いのです

が、偽陰性（感染しているのに検査結果が陰性

となること）の問題があるため、除菌判定には

適していません。

　また、一部の胃薬（プロトンポンプ阻害剤）

を内服していると、偽陰性となることがあるた

め注意が必要です。

• 鏡検法
　内視鏡で採取した胃の組織を顕微鏡で観察し、

直接胃の粘膜内にピロリ菌がいるかどうかを調

べる方法です。ピロリ菌の感染診断だけでなく、

胃粘膜の組織診断（炎症がどの程度あるのか、

腫瘍性病変が存在しないかなど）も合わせて行

うことができます。しかし、顕微鏡検査には特

殊染色が必要であり、ピロリ菌が存在するかど

うかの判定には診断する医師の熟練が必要です。

• 培養法
　内視鏡で採取した胃の組織を培養し、ピロリ

菌が検出されるかどうかを調べる方法です。特

異性に優れ、ピロリ菌の性質（どのような毒性

をもつ菌なのか、除菌にはどのような抗菌薬が

有効かなど）も調べることができます。しかし、

培養には時間がかかるため、判定までに数日を

要します。また一般的にピロリ菌の培養方法は

難しく、実際は大学病院などの研究機関でのみ

行われているのが現状です。

【内視鏡を用いない方法】
•  H.pylori 抗体測定法（血清もしくは尿）
　血液や尿のなかにピロリ菌の抗体が存在する

かどうかを調べる方法です。簡便で主に感染診

断に用いられますが、除菌判定には適していま

せん。

• 尿素呼気試験
　試薬を内服し、その前後の呼気を調べること

でピロリ菌の存在を調べます。簡便で迅速性に

も優れ、主に除菌判定に用いられます。しかし、

一部の胃薬（プロトンポンプ阻害剤）を内服し

ていると、偽陰性となることがあるため注意が

必要です。

• 便中H.pylori 抗原測定法
　便と迅速キットを用いて調べる方法です。簡

便で感染診断と除菌判定といずれにも有用です。

しかし、便を採取しなければならない点で他の

検査法と比べやや抵抗感を持たれる方もいらっ

しゃるかもしれません。

特集

ピロリ菌の除菌方法
　除菌治療は、２種類の抗菌薬と１種類の胃薬を

１日２回、朝食後と夕食後に１週間内服します

（１次除菌といいます）。現在は１日の服用分ご

とに１シートにまとめたパック製剤が発売されて

おり、飲み間違いや飲み忘れがないように工夫が

されています。除菌後、約２か月たって除菌判定

の検査をしますが、ピロリ菌が残ってしまう場合

が少なからずあります。こうした１次除菌不成功

の方は、もう一度除菌治療を受けることができま

す。これを２次除菌といいます。２次除菌は、１

次除菌の抗菌薬の１つを別の抗菌薬に変更したも

のです。２次除菌では、ほとんどの方が成功しま

すが、非常にまれながら2次除菌も不成功となる

場合があります。

　しかし、2015年３月に新薬（ボノプラザン）

が除菌治療薬として承認されました。この薬の登

場によって従来と比べて除菌率が格段に高くなり

ました。これまで約70％であった１次除菌率が

90％、約90％であった２次除菌率が98％になり

ました。今後除菌治療を受けようとされている方

に朗報と言えるでしょう。　

　除菌薬の副作用として最も多いのは下痢です。

他に味覚異常、肝機能障害などが挙げられます。

除菌薬を内服し、体調に異変を感じた際は自己判

断で内服を中断せずに、まずは主治医の先生と相

談してください。

　生活上の注意点としては、除菌治療中の喫煙は

除菌率を低下させますので、喫煙は控えてくださ

い。また、２次除菌薬を内服している期間中に飲

酒をすると、腹痛や嘔吐などの症状が現れること

がありますので、治療中の飲酒は控えてください。

　除菌薬に対してアレルギーをお持ちの方は原則

的には除菌ができません。

厚生連だより 大分４

除菌後の注意点、問題点
　除菌時に胃粘膜の萎縮が軽度であればあるほど

胃がん予防効果が期待できます。反面、胃炎が進

み萎縮が高度な場合には、胃がん予防効果は減弱

します。また、除菌後であっても感染歴のない方

と比べると胃がんのリスクは高いと言えます。そ

のため、除菌後も１年に１回定期的な内視鏡検査

を受けてください。

　また、除菌により胃酸分泌能が改善するため、

一般的に逆流性食道炎が増加することが知られて

います。しかし、多くは軽症であるため、除菌治

療の妨げにはなりません。

おわりに
　現在、日本人の３人に１人ががんで亡くなって

います。中でも胃がんの死亡数は男性で第２位、

女性では第３位を占めています。以前は第１位で

あった時期もあり、日本人は胃がんと深い関わり

を持っています。胃がん予防の観点で、日本ヘリ

コバクター学会はピロリ菌に感染している方全員

の除菌を推奨しています。

　関心のある方は、主治医の先生に相談され、一

度ピロリ菌の検査を受けられてみてはいかがで

しょうか。もし感染していれば除菌治療を受けら

れることをお勧めします。



※５月12日を含む日曜日から土曜日が
　「看護の日」・「看護週間」と定められています。

委嘱状を受ける生徒

意見交換会の様子

体験の様子①

体験の様子②

ふ　れ　あ　い　看　護　体　験
～看護の心をみんなのこころに～

未来の看護師を目指して
　５月９日、鶴見病院にて別府翔青高校より４名の高校生を迎え、
ふれあい看護体験を行いました。
　この取り組みは看護に対する理解を深めるとともに、「看護の
日」・「看護週間」について普及啓発を行うものです。患者さん
のお世話を体験することで看護の心に触れ、看護について関心を
高めることにより、体験者の看護職への就職促進を図ることを目
的としています。

実際に看護体験を行って
　鈴木院長より委嘱状並びに激励の挨拶が
あった後、２班に分かれ、４・５病棟を回
りながら、看護の仕事についての説明や現
場での様々な体験などが紹介されました。
高校生が入院患者さんの洗髪・検温・血圧
測定などを体験し、患者さんから感謝や激
励の言葉をいただくなど医療の現場を肌で
感じていました。

是非、未来の看護師へ

厚生連だより 大分 ５

　すべての体験を終えた後、増田看護部長、黒木看
護科長、４・５病棟の看護師長を交え、意見交換会
を行いました。
　意見交換会では、看護を体験した高校生から｢実
際に患者さんとふれあう中でコミュニケーション力
が必要なことを知った｣や「入浴やリハビリの風景
を見ることができ、とてもよい経験ができた」など、
多くの感想が出ていました。
　最後に増田看護部長が「今日の体験を活かし、是
非、看護師になってください」と激励の言葉をかけ、
意見交換会は終了しました。
　今回の体験をきっかけとし、看護師への道を選択
されることを期待しています。



厚生連だより 大分６

～職員全体研修会の開催～
　５月16日、鶴見病院南館５階研修ホールにて、「AMR（薬剤耐性菌）対策

について」と題して職員全体研修会がありました。呼吸器内科部長の岸建志

医師がAMRの概要について講演を行い、感染管理認定看護師の田中奈津美

看護師がAMRに感染しないための具体的な対策について講演を行いました。

約300名の職員が参加し有意義な研修会となりました。

講演をする岸医師

講演をする田中看護師

老健しおはまでおせったいレクを行いました！
　４月27日㈮、杵築事業所にあります介護老人保健施設しおはまで、「おせったい」をレクリエーション
の一環として行いました。施設の３ヶ所に【おこぼさま】をおまつりして、お参りしていただきました。
　利用者さんが箱にお賽銭を入れ、礼拝し、おせったい係が「よ～、おいで下さいました。」とお菓子を
渡していました。渡すお菓子も昔懐かしいおせったい菓子で、お菓子を受取った利用者さんは「若い日を
思い出す味やわ」と昔を懐かしんでいました。
　終始和やかな雰囲気で、楽しいレクリエーションとなりました。

お菓子を渡す利用者さん お参りをする利用者さん

老健しおはま

※おせったいとは、弘法大師の縁日にあたる旧暦3月21日を中心に、地域の平和と繁栄を
　願って行われ、大師信仰から生まれた風習・行事と言われています。



厚生連だより 大分 ７

【お問合せ先】大分県厚生連健康管理センター　℡0977-23-7112　平日の8時30分～17時

人間ドックでわかる今の自分
大分県厚生連 健康管理センター 医師　佐　藤　竜　吾

　今ＪＡでは、みなさんの健康をお守りするために、年に一回人間ドックを受けるよう呼びかけています。

健康は重大な関心事であり、本来、生活習慣病やがんは、病気になって症状があらわれてからでは治療が

困難です。家族や自分の為に体の点検だと思って一度受けてみてはいかがでしょうか。健康なうちに、人

間ドックを受け、健康をチェックして、自己管理に努めましょう。

　人間ドックをより受けやすくするために補助金制度があります。　

①ご加入の健康保険によっては人間ドックや特定健診を受けると補助金が出る場合があります。
お手元に特定健診受診券と書いてある用紙があれば、人間ドックを受ける場合に補助金が出ますので
ご確認ください。

②75歳以上の方は健康保険（後期高齢者医療広域連合）より補助金が出ます。
③その他、お住まいの市町村等より補助金が出る場合がございます。

　人間ドックについてのお問合せ、ご相談は是非、健康管理センターまでご連絡ください。

　↓健康管理センターのパンフレットになります。コース内容の詳細はこちらをご覧ください。

特別宿泊健康診断 １泊２日
宿泊健診に、脳ドック、心臓超音波検査などを追加し、コースの中でも最も充実した検査内容

宿泊健康診断
●頭部 MRI・MRA　●頸動脈超音波
●胸部 CT　　　　　●心臓超音波

男 性 100,400円 女 性 105,200円
（別途 税 8,032円） （別途 税 8,416円）

特別宿泊健康診断
宿泊健康診断

内
容
詳
細

●血液検査　●肺がん検査　●心電図　●各種基本検査（身体測定　血圧測定　検尿　免疫便潜血　視力　聴力　眼底　眼圧など）●体組成測定

●男性の方には 前立腺がん検査（ＰＳＡ）　●女性の方には 子宮頸部がん検査　乳がん検査　●血清反応　●腹部超音波　●骨部エックス線　●胃カメラ　

●Ｓ状結腸カメラ　●体力測定　自転車エルゴ　●摂取栄養分析　●頭部MRI・MRA　●頸動脈超音波　●胸部ＣＴ　●心臓超音波

宿泊健康診断 １泊２日 胃・Ｓ状結腸カメラ検査、自転車エルゴ検査などを
追加した全身を総合的に診る健診コース

男 性 61,500円 女 性 66,300円
（別途 税 4,920円） （別途 税 5,304円）

●胃カメラ　●Ｓ状結腸カメラ　
●体力測定　自転車エルゴ　
●摂取栄養分析　●糖負荷試験

●血清反応
●腹部超音波

宿泊健康診断

充実コース（健康診断）日本人間ドック協会が定めた基準検査項目で、
さらに内容を充実させた健診コース

標準コース ●血清反応　●腹部超音波　●骨部エックス線

男 性 39,000円 女 性 43,800円
（別途 税 3,120円） （別途 税 3,504円）

充実コース（健康診断）
標準コース

標準コース標準コース

標準コース（一般健診）メタボリック症候群などの生活習慣病や、全身の状態を知るための一般的な健診コース

●血液検査　●肺がん検査　●心電図　●胃がん検査（胃エックス線）

●各種基本検査（身体測定　血圧測定　検尿　免疫便潜血　視力　聴力　眼底　眼圧など）

●男性の方には 前立腺がん検査（PSA） ●女性の方には 子宮頸部がん検査　乳がん検査

男 性 30,500円 女 性 35,300円
（別途 税 2,440円） （別途 税 2,824円）

標準コース（一般健診）

46,400円

日帰り脳ドック
脳の健康状態を知る脳の専門ドックです。
日帰りコースに頭部 MRI・MRAと
高次脳検査・頸動脈超音波が
追加されます。

7,500円

定期健康診断（労安法コース）

職場検診や採用時検診として
ご利用いただくのに便利なコース

◇血液検査 ◇肺がん検査 ◇身体測定 ◇尿検査 ◇問診

（別途 税 600円）（別途 税 3,712円）

コース及び料金のご案内
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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
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編集
後記

６月に入り、梅雨の季節が
やってきました。雨が多い
と湿度が上がり、蒸し暑さ
を感じます。これからの暑

い季節は冷房に頼りがちですが、除湿
して湿度を調節するだけでも感じる暑
さは和らぐそうです。エアコンの機能
を正しく使い分けて快適な日々を送り
ましょう。（S.S）

健康管理センター

４月の健診/受診結果
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受診者数総合計 3,715名
（うちJA 17名）
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《４月健診》
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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
　

※鶴見病院のホームーページへの
　アクセスはこちら
　
http://www.ok-tsurumi.com/

http://www.ok-kenkou.com/

人権の
おはなし とはェジ ン ハ ラ

　「ジェンダーハラスメント」

の略です。男はこうだ、女はこ

うだ、のような固定観念に基づ

く行動から外れた言動や態度に

対して非難や嫌がらせをする事

で、性別に基づいて社会的に要

求される役割などの社会的性差

をいいます。

ジェンハラの一例
 ・男のくせに細かい

 ・女なのに料理できないの？

 ・男なんだから強気でいけ！

 ・女のくせに大食いだ

JAべっぷ日出で健康講話を開催
　ＪＡべっぷ日出本店で職員の方を対象に健康講話を開催しました。 
　２日間に分けて循環器内科と消化器内科の病気や治療についてお
話しをしました。 職員のみなさん興味深く聞かれていました。 
　鶴見病院では健康講話や最新治療の紹介など出張講演を行ってい
ます。
　講演の依頼や問い合わせはお気軽に鶴見病院事務課にご相談くだ
さい。TEL 0977-23-7775(直通)


