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第31回 大分県厚生連ＯＢ会の開催
市民公開講座の開催
介護老人保健施設シェモア鶴見でのひととき
クリスマスコンサートの開催

「肺 炎」 ～知られざる症状と治療～
特集



上気道
　鼻腔
　咽頭
　喉頭

下気道
　気管
　気管支
　細気管支

心臓

横隔膜

咽頭蓋

声帯ヒダ

食道

肋骨

肋間筋

壁側胸膜

臓側胸膜
（肺の表面を覆う）

肺炎 25％

下痢 18％
結核 18％

マラリア 12％

AIDS 9％

B型肝炎 6％

麻疹 6％

破傷風 3％ 百日咳 2％
寄生虫 1％

死
亡
率
（
人
口
10
万
対
）

40

35

30

25

20

15

10

5

0

万人

悪性新生物（がん）357,305

脳血管疾患（脳梗塞など）123,867

心疾患（心不全など）124,749

肺炎 124,749

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2011 年

厚生労働省 人口動態統計（確定数）2011年より作成

厚生労働省 人口動態統計（確定数）2011年より

65歳以上 96％　

65歳未満 4％　

健常人 肺炎患者

肺が白くなっている

特集

厚生連だより 大分２

＜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、
感染部位等を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を組み合わせ
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。

「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



疫　　学 推 定 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

症　　状
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
比較的徐脈

予想される原因菌
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

宿主免疫力の減弱カテーテルの使用など
医原的要因

耐性菌出現

「肺 炎」 ～知られざる症状と治療～

厚生連だより 大分 ３

＜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、
感染部位等を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を組み合わせ
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。



厚生連だより 大分４

～30名のＯＢが出席～

第31回 大分県厚生連ＯＢ会の開催

　11月13日、別府パストラルにて第31回厚生連OB会を開催しました。今回のOB会では厚生

連を長年にわたり支えた30名のOBの方々が参加。総会では厚生連OB会の曽根﨑章一会長が

開会のあいさつを行い、続いて、厚生連会長の二宮会長があいさつ。その後、髙田理事長が情

勢報告を行いました。

　総会では、昨年度の活動報告や今年度の活動方針が承認されました。

　記念写真撮影の後に行われた懇親会では、久しぶりに会う懐かしい顔に会話がはずみ、思い

出話などで楽しいひと時を過ごし、盛会のうちに終了しました。

挨拶を行う曽根﨑ＯＢ会長 総会後、行われた懇親会の様子



厚生連だより 大分 ５

女性が気になる病気
～乳がんと頻尿～

　11月14日、トキハ別府店７階大会議場にて鶴見病院主催の公開講座を開催しました。

　藤富院長のあいさつの後、初めに乳腺専門医の亀井美玲先生が「乳がんの検診から治

療まで」と題した講演を、続いて、腎臓外科・泌尿器科部長の住野泰弘先生が「女性の

頻尿・尿もれについて」と題し、多くの女性が悩んでいる病気について２題の講演を行

いました。また、会場では参加者が乳がんの触診模型に実際に触れ、自己触診の方法を

体験しました。

　多くの参加者が出席した公開講座。参加費等は無料。次回は、来年２月に「あなたの

心臓大丈夫？(仮)」と題して、トキハ別府店で開催予定ですので、是非ご参加ください。

市民公開講座の開催

講演を行う　乳腺専門医 亀井美玲先生 講演を行う　腎臓外科・泌尿器科部長 住野泰弘先生

乳房自己触診を体験する参加者と藤富院長 公開講座会場の様子



★介
護老人保健

施設
シェモア鶴見でのひととき★

厚生連だより 大分６

やる気に満ちあふれた参加者の皆さん

選手宣誓を行う入所者

白熱する競技の模様

優勝トロフィー返還を行う白組

～白熱！ 笑顔と熱気に包まれた
　　　　　シェモア鶴見大運動会～

熱気に包まれた大運動会
　11月12日、シェモア鶴見にて運動会を開催しました。まず初めに入所者による選手宣誓が

行われ、前年優勝の白組より優勝トロフィーの返還が行われました。競技では入所者が日頃の

練習の成果を発揮し、楽しく、闘志を燃やし、競技に参加。多くの競技が行われる中、入所者

はひとつひとつの競技に一生懸命、全力で取り組み、会場は熱気に包まれました。



★介護老人保健施設シェモア鶴見でのひととき★

厚生連だより 大分 ７

　12月18日、鶴見病院１階ホールにてクリスマスコンサートを開催しました。鶴見病院では、
毎月第４金曜日にさわやかコンサートを開催しており、中でも毎年12月はクリスマス特集を
行っています。クリスマスの雰囲気に包まれる中、コンサートが始まる前にひよこ保育園の園
児たちが明るく元気に合奏やお遊戯を披露し、会場は笑顔に包まれました。

　12月９日、介護老人保健施設シェ
モア鶴見にてクリスマス会を行いま
した。会では職員がハンドベルを使
いジングルベルや赤ひげのトナカイ
などの合奏を披露しました。

　会場にはクリス
マスバージョンのおや
つも登場し、大いに盛
り上がりました。

鶴見病院クリスマスコンサートの開催

ジングルベル♪ジングルベル♪～奏でる音色～　シェモア鶴見 クリスマス会の開催

サンタが登場！ 合奏を行う職員

趣向を凝らした
クリスマス
バージョン
のおやつ

キャンドルサービスを行う職員

サンタ登場！ ダンスを披露する園児たち
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《11月健診》

　12月に入り寒さが一段と厳しくなりました。今年１年厚生
連だよりにお付き合いいただき、誠にありがとうございました。
厚生連だよりの担当となり５年を迎えます。
　来年も大分県厚生連のホットなニュースを情報発信していき
ます。どうぞよろしくお願いします。（Ｈ.Ｗ）

ワンポイント健 康 の健 康 の ～インフルエンザ流行の
　　シーズンとなりました～

　インフルエンザとは、インフルエンザウイルスを原因とする呼吸器感染症で
す。発熱、頭痛、咳、咽頭痛、鼻水、筋肉痛などの症状があります。

○予防のポイント
　インフルエンザ予防のポイントは｢ワクチン｣｢手洗い｣｢咳エチケット｣の３つ
です。より身近な｢手洗い｣、｢咳エチケット｣から始めてみましょう。

①手洗いをしましょう
　インフルエンザウイルスは生体外では短時間しか存在できませんので、
手洗いが有効です。外出した際などはこまめに洗いましょう。また、咳や
くしゃみを手でおおったときにも洗いましょう。洗い方はハンドソープを
使って手のひらから手の甲、指の間やつめの間、手首までしっかりと洗い
ましょう。

②咳エチケット
　咳・くしゃみが出る時は、他の人にうつさないためにマスクを着用しま
しょう。マスクを着用していない場合はティッシュなどで口と鼻を押さえ、
他の人から顔をそむけて１ｍ以上離れましょう。マスクの装着は説明書を
よく読んで、正しく着用しましょう。

～乾燥対策をして快適な冬を過ごしましょう～
　12月に入り、急に寒くなりました。冬の時期の悩みとして寒さと空気の乾
燥が挙げられます。空気が乾燥すると肌がカサカサになったり、目が乾いて痛
くなったりします。また、鼻やノドの粘膜が乾燥すると、風邪をひきやすくな
ります。部屋の湿度をうまく調整して、快適な冬を過ごしましょう。

○お部屋の乾燥対策
①部屋の温度は20℃くらい、湿度は50％くらいを目安に調整しましょう。
②濡れたタオルを部屋に干し、加湿器代わりにする
③フローリングを水拭きする
④観葉植物を置く

　他にもさまざまな対策がありますので実践し、快適な冬を過ごしましょう。

鶴見病院
 12 月 29 日㈫ 11 時まで
 1 月 4 日㈪ ８ 時より

しおはま診療所
 12 月 29 日㈫ 16 時30分まで
 1 月 4 日㈪ ９ 時より

年末年始の
診療時間の
お知らせ


