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正治

最近、地球温暖化のせいでしょうか、台風による被害が大きくなっています。また、地震や火山の噴火などの自然災
害の脅威が増しているように思います。一方で、太陽の黒点の数が減少しているため、地球の寒冷化が生ずる可能性が
指摘されています。また、これらの地球規模の自然の変化によって、新たな感染症の流行が地球規模で起こるかもしれ
ません。
我々の未来はいったいどうなるのか、不安に駆られますが、右往左往するのではなく、賢く準備をすることが必要で
しょう。堺市医師会では、大きな自然災害が起こったときには、他の政令指定都市の医師会と連携して、お互いに協力
する取り決めをしています。もちろん、堺市とも連携しますが、市民お一人お一人が対応される「自助」や家族などの
近くの人と助け合う「互助」、地域で支え合う「共助」が大切でしょう。
健康を維持するための普段からの心がけと同じですね。

特
集
第11回

肺炎のおはなし
佐々木内科クリニック
院長 佐々木 徳久

肺炎は皆様にとってもなじみの深い病名だと思いま

ためですが、この時肺の奥の奥にある「肺胞」という

す。新聞の訃報・おくやみ記事に原因病名として肺炎

袋状の部分に空気が入ります。この空気の中には細か

が記載されていることも多く、身近な人のなかに肺炎

い粉塵や、その他体にとっては好ましくないものも

で亡くなった方も多いかと思います。実際肺炎は、が

入ってきます。その中にはウイルスや細菌といった病

ん、心臓病に次いで、日本人の死亡原因の第３位になっ

原性微生物も含まれています。人間の臓器の奥の奥ま

ている病気です。特に85歳以上の高齢者の肺炎による

でこのような好ましくないものの侵入を許してしまう

死亡率は若年成人の1000倍以上であり、90歳以上の男

のは肺を除いてないと思います。食べるという行為に

性では、死因の第１位であります。また最近、肺炎予

はアレルギーのあるものは食べない、腐ったものはあ

防のワクチンのＣＭをテレビで見かけることも多いと

えて食べないなど自分の意志が反映されますが、呼吸

思います。今回、

という行為にはそれは難しいのです。そのためこれら

その肺炎につい

を排除する沢山の機能が備わっています。たとえば鼻

て少しおはなし

水に絡めて排除したり、咳やくしゃみでいきおいよく

をさせていただ

排出したり、痰に絡めて外にだしたりなどがそれにあ

きます。

たります。また人間の体には「免疫」という方法で、
病原微生物を退治する機能も備わっています。このよ
うな防御する働きと病原微生物の攻撃との間で戦いが
起こっているのですが、防御力が低下していたり、攻

１

肺炎はなぜ起こるのか

私たちは、ほとんど無意識のうちに呼吸という行為
を行っています。これは生きていく為に、体の中に酸
素を取り入れ、二酸化炭素を外に排出する必要がある
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撃力が強かったりした場合に肺の奥に感染が起こり、
炎症が広がった結果肺炎が引き起こされます。わかり
やすく言い換えれば肺の中に火事が起こった状態で
す。

肺炎のおはなし

２

肺炎の種類

ひとえに肺炎と言っても起こる環境や病原微生物に
よりいくつかのタイプがあります。

ります。これはマイコプラズマ、クラミドフィラ（ク
ラミジア）など細菌とは違った病原体により引き起こ
される肺炎です。第三に前者２つよりも頻度は低いで
すが、ウイルスにより引き起こされる「ウイルス性肺
炎」という肺炎があります。肺炎は肺に起こった火事

（１）肺炎が起こる環境による分類
第一に「市中肺炎」という肺炎があります。市中と
は町なかという意味で、普通に日常生活を送っている

と述べましたが、
火事の原因（病原微生物）が違えば、
消火方法（抗生物質等）の種類も変わるのでこのよう
な分類がなされました。

人が、かぜをこじらせたり、あるいは急な経過で肺炎
を引き起こした時に「市中肺炎」と呼びます。
第二に「院内肺炎」という肺炎があります。この肺

３

肺炎の症状

炎は病気のため入院した人のうち入院後２日経過した

肺炎は肺に起こった火事（炎症）ですので、そのた

のちに肺炎を引き起こした時に「院内肺炎」と呼びま

め高熱が出ます。多くの人が38度を超えるような高熱

す。病気等にて抵抗力が下がっていたりする時に起こ

を認めます。ただこの症状には個人差があり、高齢者

ることが多い肺炎です。

では熱がほとんど認められないこともあります。また

最後に「医療・介護関連肺炎」という肺炎がありま

セキ、タンといった症状も認められます。先ほど述べ

す。高齢者の方の中には、病院に入院中や、家で日常

た「細菌性肺炎」では，色のついた膿のようなタンを

生活を送っている人のほかに、その中間的存在である

伴うセキが出ることが多く、
「非定型肺炎」ではタン

介護施設などの医療関連施設に入所していることもあ

を伴わない乾いたセキが多く認められます。肺炎が悪

り、
ここで発生する肺炎は「市中肺炎」と「院内肺炎」

化すると、息が苦しくなったり、肺の表面の膜である

の両方の特徴を持ち、若年者とは違った経過を示すこ

胸膜に炎症が及ぶと胸が痛くなったりすることがあり

とから、「医療・介護関連肺炎」という種類の肺炎が

ます。その他に全身倦怠感、悪寒、筋肉痛、関節痛、

あります。

食欲不振などの症状も出現することがあります。

（２）病原微生物の種類による分類
これは肺炎を引き起こす病原体により分けられま

４

肺炎の診断

す。第一に「細菌性肺炎」という肺炎があります。こ

肺炎は肺に起こった火事と述べましたが、火事が起

れは言葉の通り、いわゆるバイキンにて引き起こされ

こっていることを発見するために胸部Ｘ線検査を行い

る肺炎で、多くの人が肺炎と聞くとこの肺炎を連想す

ます。肺炎を起こしていると胸部Ｘ線では起こしてい

ると思います。第二に「非定型肺炎」という肺炎があ

る場所が白く写ります。より詳しく調べるために胸部
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肺炎のおはなし

ＣＴを行うこともあります。また肺炎と言っても程度

す。これは特に外来で治療する時に重要です。たとえ

があり、火事でいうとボヤから大火事まである様にそ

で言えば、火事において消火活動を行い、火が見えな

の程度を調べるために、血液中の白血球の数やその種

くなってもその後再び燃え広がらないように消火活動

類、ＣＲＰという炎症の程度を表す検査などを行いま

を継続することと同じです。その他無理をせず安静を

す。また火事でいうと出火原因で消火の種類が変わる

保ったり、熱や食欲がないために脱水に陥らないよう

様に、肺炎の原因を調べることでより適切な治療が出

に十分な水分補給も重要です。

来るように、タンの検査や血液中の抗体検査などを
行ったりします。

５

肺炎の治療

６

肺炎の予防

（１）かぜやインフルエンザの予防
かぜをこじらせて肺炎になったとよく聞くことがあ

肺炎は適切な治療を行うことで完治できる病気であ

ると思います。かぜやインフルエンザウイルスにての

る一方で、治療が遅れたり難渋したりすると命にかか

どや気管支などに炎症が起こり、そこから細菌感染が

わる病気です。このためより早期に、また適切な治療

おこり肺炎を引き起こすことがあります。これら感染

が必要です。治療を始めるのが早いほど、回復も早く

症は飛沫感染（くしゃみや咳などに含まれるしぶきを

なりますので早めの受診が重要です。たとえで言うと

浴びることで起こる感染）で起こるのでマスク着用が

火事でより早い消火活動で早く鎮火することに似てい

有効です。また接触感染対策として手洗いも有用だと

ます。多くの人が該当する「市中肺炎」に関してもう

思います。またうがいなども有用だと思います。イン

少し詳しく述べると、まず外来で治療するのか入院で

フルエンザに関してはワクチン接種も有用です。イン

治療するのかの判断が重要です。これはいくつかの指

フルエンザワクチン接種は発病防止効果、入院、死亡

標をみて軽症、中等症、重症、最重症に判断され、軽

阻止効果があり、高齢者、心肺の基礎疾患のある人、

症、中等症の一部は外来で治療、中等症の一部と重症

糖尿病患者、腎疾患患者などが、ハイリスクグループ

以上は入院で加療と判断されます。これと同時に原因

として特に適応と

の病原体が何かを鑑別して治療を行います。この中心

なります。かぜは

になるのが抗菌薬治療です。特に細菌性肺炎（中心に

万病の元と言われ

なるのが肺炎球菌）と非定型肺炎（中心になるのがマ

るように日頃から

イコプラズマ、肺炎クラミドフィラ）では効果を示す

感染予防に心がけ

抗菌薬が違うので鑑別が重要です。また治療が効果的

ることが必要だと

であっても完治するため、治療を中断することなく医

考えます。

師の指導のもとしっかり加療を継続することも重要で
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肺炎のおはなし

（２）誤嚥の予防

があります。また介護施設入居者は自宅等に居住の高

よく誤嚥して肺炎になったと聞くことがあると思い

齢者に比べて、肺炎球菌感染症の頻度は約14倍と報告

ます。多くの誤嚥性肺炎は加齢や疾患にて口腔内に増

されています。また介護施設入居者に肺炎球菌ワクチ

えた病原性細菌を夜間に誤嚥して発症することが多

ンを接種することで肺炎球菌性肺炎の発症予防ならび

く、このため口腔ケアーによる口腔内清潔化が重要で

に死亡率の減少に有用と報告されています。また慢性

す。また加齢以外に脳血管障害、パーキンソン病、認

肺疾患や65歳以上の高齢者では、インフルエンザワク

知症などの基礎疾患を有していることも誤嚥を助長す

チンと肺炎球菌ワクチンを併用することで、入院や死

ると言われています。このためこれら疾患を予防した

亡のリスクが減ると報告されています。最近ではワク

り、管理したりすることが誤嚥性肺炎予防には極めて

チンの補助制度等もあり、かかりつけの医師に相談し

重要です。これら病気にかかっている人は、かかりつ

てみることをお勧めします。

けの医師にしっかり管理してもらうことも重要です。
（３）持病の管理、治療

７

最後に

慢性閉塞性肺疾患（ＣＯＰＤ）、気管支喘息、気管

肺炎は非常に身近な病気で、日頃からの予防対策で

支拡張症、間質性肺炎などの慢性の呼吸器疾患をもっ

防ぐことも可能な病気です。かりにかかったとしても

ている方は、病原微生物が気管支、肺に感染しやすい

早期に治療を受けることにより完治できることが多い

状況になっており、肺炎を引き起こしやすくなります。

です。発熱等がありセキ、タンなどがある場合をはじ

またひとたび肺炎になると現病の悪化も危惧されます

め、おかしいかなと思った時はかかりつけの医師に早

ので、早い対応が必要です。

めにかかることが望ましいです。

また糖尿病、腎不全、肝硬変などの病気を持ってい
る方も、抵抗力が低下したりして病原微生物感染、し
いては肺炎になりやすくなることもあります。このた
め現疾患をきっちり治療管理して行くことが重要だと
思います。
（４）肺炎球菌ワクチン
最近テレビのコマーシャルでもよく見かけるのでご
存じの方も多いと思いますが、肺炎球菌は市中肺炎の
なかで第一位を占める病原菌であります。慢性の基礎
疾患を有している人ならびに65歳以上の高齢者に適応
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●ご存じですか？

「前立腺の疾患について」
①前立腺肥大症について

には無症状のものもあります。ほとんどが60歳
以上で発症しますが、たまに40 〜 50歳台で発

前立腺の位置

膀胱

症することもあります。早期に発見すると手術
直腸

陰茎

で治癒する可能性がありますが、手遅れになる
と骨転移を起こし予後不良となります。現在は
血液検査で前立腺の腫瘍マーカー（PSA）を
調べることにより（スクリーニング検査）
、早
期に診断がつくことが多くなってきました（確
定診断には前立腺生検という組織診断が必要で

陰のう

精のう
前立腺
（外腺）

尿道

前立腺
（内腺）

す）
、心配な方は一度、お近くの医療機関を受
診し、相談して測定してください。

③慢性前立腺炎について

男性が年齢を重ねるとホルモンのバランスが

前立腺肥大症に比べ、慢性前立腺炎はあまり

崩れ、前立腺が肥大してきます。前立腺とは膀

知られていません。慢性前立腺炎は、夜に尿の

胱の出口に尿道を取り巻くようにあるクルミ大

回数が多くなったり、
排尿時間が長くなったり、

の臓器で、精液の一部を分泌しています。これ

残尿感がするなどの肥大症の症状が、比較的若

が肥大することによって、尿が出にくくなり、

い方、30歳代や40歳くらいで出現します。何か

残尿が出てきます。この残尿が刺激になり、夜

おかしいなと思っていても恥ずかしい症状です

間、おしっこに何回も起きる原因となります。

ので放置している方が多いようです。無治療で

進行すると排尿困難や尿漏れ、さらには尿閉と

経過すると排尿痛や下腹部痛が出現したり、精

言って尿が全く出ない状態になります。軽度の

液に血が混じったり（血精液症）
、子供ができ

肥大症ならお薬を飲むことにより症状は軽快し

にくくなったり（男性不妊症）
、睾丸が腫れた

ますが、重症だと手術が必要になります。時に

り（副睾丸炎）してしまいます。検尿と触診、

は前立腺癌の場合（下記参照）もありますので、

超音波検査などで診断可能ですし、抗生剤の内

この様な症状がある場合は、お近くの泌尿器科

服や漢方薬などによる治療で改善します。

へ一度、受診することをお勧めします。

重症化してからでは治療に時間がかかります
し、再発を繰り返したりします。思い当たる方

②前立腺癌について
前立腺癌は男性特有のもので、高齢化に伴い
最近は増加傾向にあります。おしっこがでにく
くなったり、残尿感があったり、といわゆる前
立腺肥大症の症状を示すものが多いのですが中
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はお早めに専門医に受診するようお勧めしま
す。
（泌尿器科医会・池上）

●ご存じですか？

逆流性食道炎について
通常、胃と食道の間は、胃の中の胃酸や食べ

良くなっても、自分の判断で中止すると症状が

物が食道内へ逆流しないように一定の圧力がか

再発しやすくなります。主治医の先生に相談し

かり閉まっています。しかし、何らかの原因で

ながら、きちんとお薬を続けましょう。

胃酸が食道内へ逆流し、その酸が原因で食道粘

以下に、逆流性食道炎の方の日常生活の注意

膜に炎症を起こした状態を「逆流性食道炎」と

点をお話しします。
ご参考になさってください。

いいます。近年、食生活の欧米化やタバコ・飲
酒・肥満などの生活習慣の悪化、高齢化による

〜食事について〜

姿勢の変化などにより、日本でも患者さんが増

★胸やけを起こしやすい食べ物や飲み物は避け

加しています。
主な症状は、胸やけ（胸が焼けるような感じ）、

ましょう。
・脂っぽいもの（フライ・天ぷらなど）

げっぷ、おなかの張り、苦い水が上がるなどで

・甘いもの（あんこ、羊羹、ケーキなど）

すが、食べ物がのどに詰まった感じ、のどの違

・香辛料（唐辛子など）

和感（イガイガ感）、しつこい咳などの、のど

★食後すぐに横にならないようにしましょう。

の症状が起こることもあります。これらの症状

★早食い・食べ過ぎを避け、腹八分目を心がけ

は、食事の後や横になった時、前かがみの姿勢

ましょう。

をとった時、おなかに力を入れた時などに、起
こりやすくなります。症状が気になる方は、早
めに主治医の先生に相談してください。
逆流性食道炎の診断は、主に問診と内視鏡検
査によって行われます。内視鏡検査では、食道
の炎症の程度を確認することができます。また、

〜日常生活について〜
★お酒・タバコは控えましょう。
★前かがみにならないようにしましょう。
★ベルトや下着などでお腹を締め付けないよう
にしましょう。

食道・胃・十二指腸の病気（がん・潰瘍など）

★重い物を持ち上げないようにしましょう。

の早期発見にもつながります。それらの病気が

★便秘や肥満に注意しましょう。

ないことを確認した上で、逆流性食道炎の治療

★眠る時は、おなかから頭にかけて高くしま

を受けてください。
治療には、胃酸が食道に逆流しないように胃

しょう。
（内科医会・石田）

酸を抑えるお薬が使われます。しかし、このお
薬は、食道・胃・十二指腸の他の病気（がん・
潰瘍など）の症状も抑えてしまうので、治療の
前に内視鏡検査を受けておかれることをおすす
めします。逆流性食道炎は、お薬を毎日服用し、
きちんと治療すれば治ります。しかし、治るま
での期間には個人差があります。また、症状が
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Ｑ＆Ａ

健康
Ｑ

魚の骨が刺さってしまいました。どうすれば良いのでしょうか？

Ａ

アジやイワシなどの小さな魚の場合は扁桃腺や舌の後ろ側に刺さりやすいですが、タ
イやブリ、サバなどの大きな魚の場合だと食道の入り口に刺さることがあります。た
だ、子供の場合は大きな魚を口に入れる機会も少ないでしょうし、扁桃腺も大人より
大きいので、扁桃腺に刺さっていることがほとんどです。扁桃腺に刺さっている場合
は、刺さっている側の顎の下が痛くなることが多く、食道の入り口に刺さっている場
合は、のど仏のあたりが痛くなります。また、骨が抜けた後でも粘膜が障害されるこ
とにより違和感や痛みが残ることがあります。
民間でよく試されているご飯の丸呑みの有効性は学問的に証明されていません。何度
も呑み込みを繰り返すことで、骨が深く刺さって粘膜が腫れ上がったり、医師が発見
しにくくなったり、場合によっては穿孔、出血をきたし非常に重篤な症状を引き起こ
す可能性があります。魚の骨が刺さり、症状が持続する場合は耳鼻咽喉科に受診して
ください。
（耳鼻咽喉科医会・文珠）

Ｑ

母が認知症です。認知症に遺伝性はないのでしょうか？

Ａ

認知症の遺伝性についてのご質問ですが、ごくまれに
「遺伝性の認知症疾患」が存在しますが、きわめて稀
です。多くの認知症にははっきりとした遺伝性は認め
られません。認知症はいろいろな要因が複雑に絡み
合って起こってくるものです。まだまだ分かっていな
いことも多いので確実なことは言えませんが、高血
圧、糖尿病など生活習慣病は認知症発生のリスクファ
クターとなっており、
「両親が脳卒中で亡くなったら、
子供も脳卒中になりやすい」くらいの遺伝性は認められるかもしれないという程度で
す。また、高齢になるほど認知症の発症率が高くなるので、長寿の家系ほど認知症に
なる人の割合は高くなります。男女ともに平均寿命が80歳を超えようとしている高齢
社会なので、先のことを心配するより、長い人生を生き甲斐を持って楽しく過ごすた
めにはどうしたらよいかを考えた方がよいでしょう。
（精神科医会・中村）
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Ｑ

子供が頭を打ったときどのようにしたらいいでしょうか？

Ａ

頭を打ったときは、まれに、頭の中に出血が起こることがあ
ります。この時、すぐに適切な処置をしないと命が危ないこ
とがあります。
頭を打った直後から、意識がなく、ぐったりしているとき、
けいれんを起こしたとき、傷があり出血がひどいとき、鼻や
耳から血や透明な液が出てきたときはすぐ救急車を呼びま
しょう。
数秒だけ意識がなくその後顔色が悪く嘔吐したときでも、しばらくして元気になった
ときは脳しんとうの可能性があります。心配のないことが多いのですが、念のため、
ＣＴの撮影できる病院を受診しましょう。
大声で泣いている、受け答えができる、手足が良く動く等の時は、少し様子を見ても
いいでしょう。食欲もあり、元気に遊んでいれば家で様子を見てもいいでしょう。心
配なら、病院を受診しましょう。
しかし、頭を打った後すぐは元気なのに、数時間後に意識障害、嘔吐、けいれん等が
おこることがあります。これは頭の中でゆっくり出血が起こり、脳が圧迫されて、い
ろんな症状が出ます。頭部打撲後数時間、まれに数日たってから起こることがありま
す。以下の症状があるときは、すぐ、脳神経外科の救急外来を受診しましょう。
１．頭痛がだんだん強くなる時
２．はきけやおう吐（食べたものを吐いたり、何も食べないのに物を吐く）が何回も
起こる時
３．ぼんやりしてくる時、あるいはほっておくとすぐねむってしまい起こしてもなか
なか起きない時
４．視力（物を見る力）が弱くなったり、物が２重に見えたりする時
５．手足が動きにくくなったり、しびれたり、歩きにくくなった時
６．けいれん（ひきつけ）が起る時
７．熱がどんどん高くなる時
乳幼児では、症状を訴えることができないので特に頭を打った日は十分注意してあげ
てください。いつもと様子が違えば、すぐ脳神経外科の救急外来を受診しましょう。
頭を打ったときはすくなくとも２から３日は安静を保ち、一人で遊びに行かせること
はさけましょう。
（外科医会・北川）
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堺看護専門学校

堺市医師会

http://www.sakaikango.jp/
准看護師・看護師として安全で質の高い看護を提供するために必要な専門的知識・技術を身につける
と共に、問題解決能力や倫理観を育てます。また、それらを通じて豊かな人間性や豊かな感性、自立
性をもたせ、社会に貢献し得る有能な人材を育てることを目的としています。

1973 堺市医師会附属堺准看護学院

堺市駅

近畿中央胸部
● 疾患センター
●

堺東駅

北区役所

新金岡駅

■看 護 高 等 課 程

准看護科

准看護師になるコース

■看護専門課程３年課程

看護第１学科 看護師になるコース

■看護専門課程２年課程

看護第２学科 准看護師から看護師になるコース

北堺
けいさつ

国
道
310

号
線

中百舌鳥駅

堺看護専門学校

大阪中央環状線
三国ヶ丘駅

至松原市方面

1985 堺看護専門学校

堺大和高田線

北

大泉緑地

1966 堺市医師会附属阪南准看護学院

至千里中央

地下鉄御堂筋線

阪神高速道路

1962 阪南准看護学院開設
（有志会員）

至天王寺

ＪＲ阪和線

至なんば

● 浅香山病院
南海高野線

沿革

至和歌山

平成28年度の学生募集をしています。詳しくは、下記までお問い合わせください。
〒591-8021 堺市北区新金岡町5-10-1

TEL 072-251-6900

Email:office@sakaikango.jp

堺市急病診療センター
http://www.sakai99.or.jp/
日頃からかかりつけ医を持ち、診療所等の診療時間帯にできるだけ早く受診したいですが、どうしても待ってくれない
病気もあります。休日・夜間の急に起こった病気のために２ヵ所の急病診療センターを設けています。

診療日および診療受付時間
津

久
Ｊ
野
Ｒ
駅
阪
和
線

線
号
２
北
泉
石津川

大阪和泉泉南線

小児科︵中学生以下︶

線
はま
とき
堺市立
総合医療センター

家原大池体育館

日

土曜日

竹城台東
小学校

いずみ
の郷
丑池

駅
泉ヶ丘

大阪狭山市へ

栂 美木多駅へ

中百舌鳥駅へ

線
北
北
泉

泉北急病診療
センター

日・祝日
小児科

小児科

20：30〜翌
朝４：30

平

北

台へ
宮山

野田尾
バス停

平

小児科

17：30〜翌
朝４：30

９：30〜11：30
12：45〜16：30
17：30〜翌
朝４：30

西区家原寺町１丁１番２号
TEL：072-272-0909 FAX：072-272-5959

西区役所

竹城台二丁
バス停

内科
︵中学生以下は診察できません︶

こども急病診療センター 泉北急病診療センター

北

こども急病診療
センター

日

土曜日

日・祝日
内科

————

内科

17：30〜20：30

９：30〜11：30
12：45〜16：30
17：30〜20：30

南区竹城台１丁８番１号
TEL：072-292-0099 FAX：072-292-0629

表紙写真：「ツアーオブジャパン堺ステージ」 堺市医師会
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日下

自転車の町、堺の大仙公園で今年も自転車レースが行われました。

陽子

診療は受付開始時
間の30分後からで
す。ただし、12時
45分のときは13時
00分から診療を開
始します。年末年
始、お盆には診療
体制が変わります
ので、詳しくは「広
報さかい」をご覧
ください。
受診時には健康保
険証、公費医療証
（子ども医療証・
高齢受給者証な
ど）をお持ちくだ
さい。

堺地域産業保健センター
http://www.sakai-med.jp/sanpo/
従業員50人未満の事業所を対象に産業保健サービスの提供を行っております。
市内６カ所で医師による健康相談、メンタルヘルス、過重労働に対する面談等を開催しております。
■過重労働・メンタルヘルス・健康相談窓口

第３土曜日

サ ン ス ク エ ア 堺

第１木曜日

新 金 岡 エ ブ リ ー

第２水曜日

おおとりウィングス

第３木曜日

屋

堺

堺市医師会

午後５時～７時

YAMAHA●

三菱UFJ証券●
りそな銀行●

●カニ道楽
●
堺合同庁舎

●
堺市役所

●日本生命

南海高野線

店

島

東洋ビル

N

堺 東 駅

髙

午後２時～４時

●ジョルノ

第１土曜日

至なんば
ホテル第一堺●

ロータリー

おおとりウィングス

大和高田線

野村證券
●
●三菱東京
ＵＦＪ銀行

第３火曜日

●東洋ビル

髙島屋

大阪府総合労働事務所南大阪センター

悩みをお持ちの方（家族の方
も）
、勤労者、事業場のメン
タルヘルス担当者、人事労務
担当者、メンタルヘルスに興
味のある方を対象に開催し
ております。精神科医と産業
医がわかりやすくアドバイ
スいたします。

●郵便局

第１・２・４・５火曜日

阪神高速堺線

堺 市 医 師 会 別 館

■メンタルヘルス無料講演会・相談会

至中百舌鳥

⃝時間：午後６時30分～８時30分（相談受付は午後８時まで）
⃝場所：東洋ビル（堺区北花田口3︲1︲15）第２木曜日

訪問看護ステーション
http://www.sakai-med.jp/visitstation/

■看護師が訪問し、住み慣れた我が家で安心して療養生活が送れるようサポートいたします。
■病院・施設・診療所の医師の指示に基づいて訪問看護サービスを提供いたします。
■介護負担のある方、心配なことがある方はご相談ください。
営業時間：平日（月～金曜日）9：00～17：00

各ステーションのお問合せ・ご相談先

訪問看護ステーション堺

訪問看護ステーション東

〒590-0953 堺市堺区甲斐町東3-2-26 堺市医師会館５階
TEL：072-222-5511 FAX：072-222-5850

〒599-8112 堺市東区日置荘原寺町195-1 東保健福祉総合センター４階
TEL：072-286-2460 FAX：072-286-2470

訪問看護ステーション西

訪問看護ステーション南

〒593-8325 堺市西区鳳南町4-444-1 鳳保健文化センター３階
TEL：072-260-2750 FAX：072-260-2760

〒590-0105 堺市南区竹城台1-8-2 介護老人保健施設いずみの郷内
TEL：072-290-3111 FAX：072-290-3112

堺市医師会 介護老人保健施設
http://www.sakai-med.jp/izuminosato/
□ 包括的ケアサービス
□ リハビリテーション
□在 宅 復 帰 支 援
□在 宅 生 活 支 援
□ 地域に根ざした施設
〒590-0105

介護老人保健施設は、利用者
の尊厳を守り、安全に配慮し
ながら生活機能の維持・向上
をめざし総合的に援助します。
また、家族や地域の人びと・
機関と協力し、安心して自立
した在宅生活が続けられるよ
う支援します。

堺市南区竹城台１丁８番２号

平成12年7月開所

入所80名

通所40名

TEL：072-290-2277
敷地面積4305㎡

FAX：072-290-1300

延床面積4413㎡

介護保険事業所番号

2750180115
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「健康ライフさかい」の感想をお聞かせください。
堺市医師会では市民の皆様に広報誌「健康ライフさかい」を発行しています。
今後、取り扱ってほしい健康情報や本誌のご意見ご感想をお聞かせください。
ご意見等をいただいた方より抽選で10名様に図書カード500円分をお送りいたしますの
であなた様の住所、氏名もお書きください。
なお、当選は発送をもってかえさせていただきます。個人情報は図書カードの発送以外は
使用いたしません。締切は発行月の翌月末となります。

宛先：堺市医師会「健康ライフさかい」係

FAX（072）223−9609

〒590−0953 堺市堺区甲斐町東3−2−26
※ いただいたご意見は本誌の編集に反映してまいります。

