
一期一会  (いちごいちえ) 

美幌町立国民健康保険病院 広報誌 平成29年度第3号 

発 行： 美幌町立国民健康保険病院   〒092-0004 北海道網走郡美幌町字仲町２丁目３８－１ 

TEL 0152-73-4111/FAX 0152-72‐3595  mail address：byouin@town.bihoro.hokkaido.jp  

URL http://www.town.bihoro.hokkaido.jp/docs/2014082000023/ 

編 集 ：美幌町立国民健康保険病院広報委員会    2017年12月 発行 ( 通算 第93号） 

目次 

  

 ２  町民医学講座 その122 

    男もつらいよ （更年期は女性だけではありません） 

                            泌尿器科医師     野崎 哲夫 

 ５  町民医学講座 その123 

        片頭痛 と小児、QOLを高めるには                   

                           小児科医師       古賀 正啓 

  ６  町民医学講座 その124  

        胃瘻（いろう）について再度、考えてみましょう 

                            内科医師          小林 秋人   

 ８  町民医学講座 その125 

        当院の最近のMRI事情                    放射線科技師     安藤 宗之 

 

１１  町民医学講座 その126 

         慢性閉塞性肺疾患（COPD）患者様の栄養・食事について 
                            管理栄養士           多田 繭子 

 

１３  編集後記                  総合診療科医師     酒井 英二 

 

１４  外来の診療案内 



２ 

町民医学講座  その122 

 男もつらいよ （更年期は女性だけではありません） 

             泌尿器科医師          野崎 哲夫 

 更年期障害といえば、一般的には女性の更年期障害のことがイメージ

されますが、実は男性にも更年期障害があります。この男性の更年期障

害は、「LOH症候群」ともいわれ、男性ホルモンである“テストステロン”が

大きく影響しています。テストステロンは、新しいことに挑戦する、他者と積

極的にかかわる、勝敗にこだわる、決断するといった行動と深くかかわっ

ています。 

 

 人生で一番テストステロン値が高い時期は20代で、中高年になってくると男性ホルモンは徐々

に減少します。一般的に男性ホルモンの減少と言うと、性欲減退やEDなどと結びつけられるだけ

で、命に別状はないものと思われがちです。しかし、男性ホルモンが少ないと、性的な部分だけ

ではなく、やる気の減退やうつ症状、筋肉痛、心筋梗塞や脳梗塞リスクの上昇など、広範囲に影

響を及ぼし、身体のさまざまな不調とも密接に関わっていることが多いのです。 

 

http://beauty-men.jp/wp-content/uploads/2017/05/0d40a5e4a645fc6b96e767d64ac0878e1.jpg
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 加齢にともなうテストステロンの下がり方は人それぞれで、80代でも30代並みのテストステロン

値を保っている方もいますし、逆に40代でも70歳くらいの値の方もいます。男性ホルモンの分泌

量は、ちょっとしたことでも大きく変動しますので、日々の生活を少し変えるだけでも改善する可

能性があります。更年期障害の症状を軽くするためには、年齢とともに下がっていくテストステロ

ンをどう保つかがポイントになります。 

 

【男性ホルモンを維持する生活習慣】 

 
 

 「LOH症候群、自分は大丈夫だろうか？」と心配になった方はとりあえず次頁の男性更年期障

害問診票でチェックしてみてください。全17項目からなり、体の症状、心の症状、性機能の症状

について5段階で自己評価します。その結果、合計点数が27～36は軽度、37～49は中度、50以

上が重度の判定になります。 

 重度の場合で思い当たる症状のあるかたは、泌尿器科に受診していただければ、血液検査で

ホルモンレベルのチェックを行います。治療が必要なほど男性ホルモンが下がっている場合は、

治療と診断をかねてホルモン注射をすすめていきます。ホルモン注射を3回行っても効果が出な

い場合は、うつ病など精神科的な疾患の可能性が高いと判断されますが、効果のある方では、

早い人は翌日から明らかな体調の変化を実感されることもあります。 

 

 男性更年期障害について心配な方は、泌尿器科で血液中のテストステロン値の検査と治療を

受けましょう。 

 

 

http://beauty-men.jp/wp-content/uploads/2017/05/76c691c22c7ef40a64aa64b04f05e90c.jpg
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町民医学講座  その123 

 片頭痛と小児、QOLを高めるには 

                 小児科医師       古賀 正啓 

 片頭痛は早いと3歳くらいから発症します。うまく頭痛を訴えることがで

きないので、嘔吐が主体となり、以前は自家中毒とか周期性嘔吐症など

と呼ばれていました。 

 簡単にいうと脳血管が拍動性に脳を刺激して頭痛を誘発するという体

質によるものですので、遺伝傾向があります。 

 拍動性頭痛は数時間から数日間持続するた

め、一般に５時間で効果が切れる鎮痛薬ではあ

まり効かないこともある、ということになってしまいます。 

 では片頭痛発作時の薬はどんなものがあるかというと、 

  アマージ（１錠 ９００円） 

  マクサルト（１錠 ９３０円） 

  ゾーミック（１錠 ９３０円） 

  レルパックス（1錠 ９００円） 

  イミグラン（１錠 ９３３円） 

 どれも高価です。１０回分処方するだけで約１万円も要することになります。しかも頭痛発作時

に内服するため、頭痛頻度が高い人や持続時間が長い人は、結局具合の悪い時間が長いこと

には変わりがなくなってしまします。 

 一方、片頭痛を予防してくれる薬剤もあります。 

  デパケン（１錠 １５円）：朝夕毎日飲んで９００円/月。 

  ミグシス（１錠 ２７円）：朝夕毎日飲んで１６２０円/月。 

 これに保険がききますので、この３割が薬剤代の自己負担額となります。どちらのお薬も妊娠中

は避けるべきものにはなっているので、注意する必要がありますが、なんと一ヶ月の薬価は発作

時の薬の１−２錠分しかないのです。 

 デパケンは子供から大人までてんかんの患者さんに昔から今でもよく使われるお薬ですが、脳

内のドーパミンを増加させる作用があり、これがイライラを抑えたり、片頭痛を抑えたりする作用が

あります。 

 予防薬の片頭痛発作時の薬に比してのメリットは、 

・予防できたら症状で困ることはない。 

・月に複数回頭痛がある人は、毎日飲むほうがむしろ薬代が安い。 

 

 片頭痛は頻度の高い病気で

すが、うまくお付き合いできて

いる人は意外と少なかったりし

ます。私自身も片頭痛があり、

具合が悪い時は大変なのはよ

く理解できます。 

 遺伝性のある血管性頭痛とい

えば片頭痛と、他に忘れては

いけないものがあります。 

 モヤモヤ病といった脳血管そ

のものの病気です。片頭痛様

の頭痛の後に、ある日脳出血・

脳梗塞で発症・発見されます。 

 慢性頭痛がある方は、基本的

にMRI/MRAを受けた上で対応 

モヤモヤ病のMRA 

細かい血管が破綻して出血や梗

塞をきたす。発症前は片頭痛に

似た頭痛があることが多い。 

簡単に検査できるCTでも中大脳

動脈は確認できるため、ある程

度モヤモヤ病の否定はできまる。

しかしMRAまで行うことが望まし

い。 
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されることをお勧めします。 

 

 

町民医学講座  その124 

 胃瘻（いろう）について再度、考えてみましょう 

                  内科医師       小林 秋人 

はじめに 

 皆さま、こんにちは。内科の小林です。早いもので私が美幌に赴任し

てから１年半以上が経ちました。 

 さて、つい先日、私はJDDW（日本消化器関連学会週間）という1年に1

回の大々的な学会に参加してきました。そこで在宅医療の話も聞いてき

ましたところ、胃瘻についての講演も見られました。私は胃瘻について確

固たる考えを持つ者ではありませんが、再考する良い機会となりました。   

 今回は皆さまに胃瘻について理解を深めていただいて、その是非を御判断いただきたく筆を

取りました。 
 

胃瘻とは 

 胃瘻という医学用語を御存知の方は多くいらっしゃると思い

ます。いろいろなイメージを持たれていると思います。中には

悪いイメージを持たれている方もいらっしゃるでしょう。 

 胃瘻とは、「おなかの上から胃につながる穴を開けて、栄養

剤を注入するルート」と考えていただけるとよいと思います。胃

瘻には穴を保持するための「ガストロボタン」などの器具を装

着しておきます。ガストロボタンは通常、3-4ヶ月に1回程度の

交換が必要となります。 
 

胃瘻はどんな患者さんが対象となるか 

 簡単に言えば、「口から食事が取れなくなった」患者さんです。脳梗塞、認知症、神経の難病の

患者さんは嚥下障害（飲み込みが悪くなる）を起こすことが多いです。また体が弱ったり、重い病

気にかかって、思うように食事が取れなくなった患者さんに対して、栄養の足しにするため胃瘻を

作ることがあります。 
 

どのように胃瘻を作るのか 

 現在の主流は、内視鏡を用いて胃瘻を作る方法です。昔は外科的に開腹して作ることもあった

ようですが、全身麻酔が必要となることもあり、患者さんにとって負担が大きいものでした。内視鏡

を用いる方法は、局所麻酔で行え、傷も小さくて済むため、安全性が高い方法です。実際には

内視鏡で胃の中を覗きながら、おなかの上から針を刺し、徐々に穴を広げてガストロボタンを装

着します。 
 

胃瘻を作れない患者さんはいるか 

 全員の患者さんに作れるわけではありません。胃の手術をして胃の一部、または全部を切除さ

れている方、また胃の位置が普通の人と異なっている方（ヘルニアなどによる）は胃瘻ができない

ことがあります。出血が止まりづらい体質をお持ちの方も難しいと思われます。 

 このように胃瘻が作れない方が多々いらっしゃるため、事前に血液検査やCTスキャン、内視鏡

などで精密検査をして安全に胃瘻が作れるか検討をします。 
  

なぜ点滴ではダメなのか 

 さて、この胃瘻による栄養方法ですが「点滴の方が簡単で元気になるのではないか？」と疑問

を抱かれる方もいらっしゃるかと思います。点滴による方法は「末梢静脈栄養」と「中心静脈栄
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養」に大きく分かれます。 

 末梢静脈栄養は入院した時によくされる、腕や足に針を刺して点滴する方法です。こちらは簡

便な方法ではありますが、細い静脈を使用するため、あまり濃い栄養は入れられません。長期間

食事が摂れない場合は栄養失調を来すため不適切です。 

 中心静脈栄養は末梢静脈栄養の欠点をカバーすることができ、栄養たっぷりの点滴をすること

ができます。しかし欠点もあります。心臓に近い静脈にカテーテルを挿入する必要があるため、

首や鎖骨の下などより針を刺す必要があります。その際には気胸といって、肺の周りに空気が溜

まって胸が苦しくなる状態を起こしてしまうことがありますし、動脈などの血管を傷つけることもあり

ます。またカテーテルを長い間留置していると、カテーテルに細菌が付きやすくなり、「菌血症」

や「敗血症」など、細菌が血液に乗って全身に障害を起こしてしまう状態になることがあります。 

 何より中心静脈栄養について最も問題となるのは「胃腸を使わない」ことです。胃腸は食物を消

化吸収し、栄養分を肝臓に送る役目があり、また免疫を司る臓器でもあります。胃腸を長期間使

わないと、栄養を吸収する役目のある腸の絨毛組織が萎縮してしまいます。また、腸内細菌のバ

ランスが崩れ、悪玉菌が腸の血液から侵入しやすくなります。それによって命に関わる状態に

なってしまうこともあります。 

 すべての患者さんに点滴が適さないということではありません。胃腸の状態が悪く、点滴に頼ら

ざるを得ないこともあります。胃腸が使える方は胃腸を使いましょう、ということです。 
 

なぜ鼻の管ではないのか 

 胃瘻と同様に胃腸に栄養を入れる方法として、「経鼻胃管」とい

う方法があります。鼻から胃に届くチューブを入れる方法です。こ

ちらは胃腸に栄養を入れる方法としては非常に簡便です。しか

し、鼻にチューブを通す苦痛、喉にチューブを通す苦痛がありま

す。大抵、入れたままにしますので鼻と喉に常に違和感がありま

す。鼻に傷がついて、潰瘍ができることもあります。また、この管

を通している状態だと、口から食事がやや取りづらくなります。更

にこの管はつまりやすいため、1ヶ月に1回は交換しなくてはなり

ません。その度に苦痛が生じることとなってしまいます。しかし、

諸々の事情で経鼻胃管を長期間入れざるを得ない方はいらっ

しゃることを御理解下さい。 
 

胃瘻にすることのメリット 

 さて、胃瘻について具体的にはどんなメリットがあるかをお話したいと思います。胃瘻を作ること

を検討する際の代表的な例を挙げながら考えてみます。 

① 脳梗塞など神経の病気となってしまい、食物を飲み込めなくなった。しかし体は元気で、生

命に危険はなく、リハビリにより改善が期待できる。 

→胃瘻を作るには最も良い例だと思います。胃瘻から十分な栄養を取り入れることで、良好な栄

養状態を保ちながら、リハビリを継続することができます。口から十分に摂れるようになったら、胃

瘻のボタンは外すことができます。ボタンを外せば、穴はあっという間にふさがってしまいます。 

② 慢性的な病気などで元気がなくなってきて、口から十分に食事が摂れない。飲み込みは問

題ない。 

→元気がないから食事が摂れない、食事が摂れないから余計に元気がなくなる、という悪循環に

陥っています。このようなケースでは口から摂る栄養剤を飲んだり、点滴を受けたりしますが、十

分な栄養状態改善を得られないこともあります。そこで胃瘻を作って、十分な栄養剤を入れること

で、栄養状態の改善を期待できます。しかし、実際にはこのようなケースで胃瘻が作られることは

少ないでしょう。 
 

胃瘻に関するデータ 

 ある病院の報告では、胃瘻を用いた栄養方法を継続した場合、1年生存率が65%程度、５年生
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存率が25％ということでした。このデータをどう捉えるかは人それぞれだと思います。口から食べ

られなくなっても、5年ぐらい生きられる方もいらっしゃるということも言えます。 
 

胃瘻に対するマイナスイメージ 

 胃瘻について良い印象を持たれていない方が多いと思います。どのようなイメージを持たれて

いるでしょうか。私が想像するものを列挙します。 

・胃瘻を作って長生きしたとしても、ずっとベッドに寝たきりになる。 

→栄養状態の改善をはかれば、リハビリの効果が上がりやすくなるため、ずっと寝たきりとは限ら

ないです。 

・胃瘻を作ったら、口から食べることができない。 

→肺炎になる危険が大きくなければ、口から摂るリハビリを続けて、口から摂れるようになることを

目標にします。 

・胃瘻は管理が大変だから、ずっと病院や施設にいなくてはならない。 

→管理するには慣れが必要ですが、難しくはありません。自宅で胃瘻から栄養剤を注入している

方もいらっしゃいます。 

・胃瘻はずっとつけていなくてはならない 

→必要が無くなれば、いつでも外すことができます。 
 

胃瘻に対する私の考え 

 今まで色々書き綴ってきましたが、いかがでしょうか。御理解を深めていただけたでしょうか。私

は胃瘻を無理強いするつもりはありません。よくメディアでは賛成派、反対派の意見が出されて

いますが、私は中立という立場を取りたいと思います。メリットがある場面ではお勧めしたいと思っ

ています。患者さん、御家族が十分に理解された上であれば、どちらの選択でもよいのではない

かと思います。もし御不明な点、御意見などあれば、いつでもおっしゃって下さい。 

 

 

町民医学講座  その125 

 当院の最近のMRI事情 

               放射線科技師       安藤 宗之 

 平成28年9月「1.5テスラMRI」が導入 

 
 当院では高画質で、検査を受けられる患者様にやさしいMRIとして開発された1.5テスラMRI

『Vantage Elan』(TOSHIBA)を導入しましたのでご紹介します。 

検査中の音が従来の装置より静かです 

 静音化技術(PianissimoΣ)を搭載しており、全ての検査音を低減することができ、快適に検査

が受けられます。 

体格や撮影体位の制限が緩和されます 

 従来のMRIでは、体の大きい方や痛みのため仰向けになれない患者様には検査ができません

でした。しかし今回のMRIでは開口部が広く内腔の高さが高いため、胴回り160㎝・体重200㎏の

方まで検査が可能です。また、頭頚部撮影用コイルがチルトするため、首を伸ばしにくい患者様

にも楽な姿勢で検査が可能です。 
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検査時間が短縮されます 

 最新の1.5テスラMRIのため、短時間に多くの信号が得られます。また、自動処理機能M-Power

(患者登録から再構成・画像転送まで拘束にナビゲートする機能)が備わっているため、従来の

MRIより検査時間を短縮できます。 

診断の質を高める高精度の画像が得られます 

 ・体動補正技術(JET)や金属アーチファクト低減技術(VAT)によって、画像が鮮明に得られやす

く、撮り直しが少なくなります。 

 ・高い磁場均一性により広い範囲(55㎝×55㎝×50㎝)が可能なため、周辺部まで鮮明な画像

が得られます。 

 ・造影剤を用いなくても、血管やミエログラフィーが鮮明に描出できます。 

 

そもそもMRI検査とは？ 

 MRIとはMagnetic Resonance Imagingの頭文字をとった略称で、日本語では磁気共鳴画像法と

いいます。 

 MRI検査は強い磁場と電波を使って体内の臓器や血管などを撮像する装置です。 

 頭部、頚部、脊椎、関節、腹部など様々な部位の検査が可能であり、多くの診療科において重

要な役割を占めています。特に脳や脳血管の病変(脳梗塞や動脈瘤など)を調べる上で欠かせ

ない装置です。 

 またCTと比べて、より多様な撮影条件の画像を作成することができますので、質的診断(形だ

けでなく、どのような成分からなるものかを診断すること)に向いています。 

 

MRIの原理 

 MRIは体内の水(水素原子)に磁石(磁場)と電波をあてたときに起こる共鳴現象による信号を測

定し、画像化するものです。その画像を見て、脳梗塞や脳動脈瘤などを診断します。 

 ここでMRIの原理について触れてみたいと思います。(少しマニアックな内容ですので興味のな

い方は読み飛ばしてください) 

 まず、科学の授業で習った方も多いかもしれませんが、原子は原子核と電子から構成されてい

ます。この原子核は原子核スピンにより磁石の性質を持っています。しかし、それぞれのスピンの

向きは普段はばらばらであり、全体では磁化されていない状態で存在しています。ここに外側か

ら強い静磁場をかけることで、それぞれの原子は静磁場をかけた方向に揃い、全体で見ると静

磁場をかけた向きに巨視的磁化というものが形成されます。この巨視的磁化にある特定の周波

数のラジオ波を照射すると、静磁場方向が傾き、歳差運動を行うようになります。その運動の周

波数のことをラーモア周波数と言いますが、それは各原子核に固有の周波数であり、かけた地

場の強さに比例して変化します。ラジオ波の照射をやめると元に戻りますが、この際、それぞれ

の組織によって戻る速さが異なります。MRIの画像は、主にその違いを利用して作られているの

です。ただし、このままではその核磁気共鳴信号(NMR信号)をどこが発しているのかの位置情報

が不明であるため、静磁場とは別に距離に比例した強度を持つ磁場をかけ、その信号をフーリ

エ変換することで、個々の位置に分解し、画像を描くことが可能となります。 

 

MRIの利点と欠点 

 磁石は無害なため、放射線などの被ばくもなく、また、より精密に検査することができます。た

だし、CTなど放射線を使った画像診断を行わないと判別できない疾患もあり、すべてMRIで判定

できるものではありません。病態に合わせた使い分けが大切です。また、以下に該当する方は

MRI検査を受けられない場合があります。事前にスタッフまでお申し下さい。 

 

・心臓ペースメーカーや植込み型除細動器(ICD)を体内に留置されている方 

・人工内耳、人工中耳の方 

・ステント留置術受けられた方 
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・人工心臓弁の手術をされている方 

・チタン製以外の脳動脈クリップが入っている方 

・可動型の義眼をされている方 

・体内に金属が入っている方 

・刺青やアートメイクをされている方 

・磁石を用いた義歯やその他医療機器がある方 

・妊娠中もしくは妊娠の可能性がある方 

・閉所恐怖症もしくは狭いところが苦手な方 

※化粧品には、磁性体(磁石に反応する)の金属が含まれている場合があります。これらは検

査画像に影響を及ぼすだけでなく、目の粘膜を傷つけたり、やけどの原因になります。過度な化

粧はお控えいただくか、可能であれば付けずにご来院ください。 

 

検査当日の更衣・準備 

以下のものは機器が故障したり、検査に影響したりすることがあるため、検査室内に持ち込む

ことができません。検査前に取り外しておいて下さい。 

 ・金属類：時計、メガネ、鍵、指輪、アクセサリー類、ヘヤピンなど 

 ・カード類：キャッシュカード、ICカードなど 

     ・その他：入れ歯、磁気治療貼付剤、カイロ、ベルト、携帯電話、コンタクトレンズ、湿布、経皮

吸収貼付剤(ニトロダーム、ニコチネル)など 

 検査前に更衣をして頂きます。荷物は前室に置いて頂きますので、貴重品や必要以上の現金

はお持ちにならないようにお願いします。ヒートテックなどの機能性衣類や下着を着用しての検

査はできませんのでご注意ください。 

 

MRIにおける代表的な疾患 

頭頚部領域 

・脳血管障害(脳梗塞、脳出血、奇形) ・脳腫瘍 

・認知症 ・感染症、炎症 ・脱髄、変性疾患 など 

腹部、骨盤部領域 

・肝細胞癌、胆管癌、膵癌、腎細胞癌、前立腺癌、膀胱癌、子宮頸癌 

・肝血管腫 ・脂肪腫 など 

 

脊椎、脊髄領域 

・脊椎の変性疾患(椎間板ヘルニア、脊柱管狭窄症)  

・脊髄の変性疾患(多発性硬化症) ・外傷 ・脊髄炎  

・先天奇形 ・腫瘍 ・脊髄の血管障害 など 

四肢関節領域 

・半月板損傷 ・靱帯損傷 ・腱板断裂 ・脱臼 ・骨転移  

・軟骨肉腫 ・骨壊死 ・変形性関節症 ・炎症 ・軟部腫瘍 など 

血管領域 

・動脈瘤 ・大動脈解離 ・閉塞性動脈硬化症  

・深部静脈血栓症 ・下肢静脈瘤 など 

 

まとめ 

 今回は簡単ではございますがMRIについて紹介させて頂きました。MRIについてご不明な点、

不安なことがありましたら医師、診療放射線技師、またはその他スタッフに遠慮なくお尋ね下さ

い。 
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町民医学講座  その126 

 慢性閉塞性肺疾患（COPD）患者様の栄養・食事について 

               管理栄養士       多田  繭子 

 前回の一期一会の安井先生の記事では、慢性閉塞性肺疾患

（COPD）についてお話しされており、国保病院で実施している多職種に

よる呼吸リハビリテーションプログラムについて紹介されていました。 

 COPD患者様では栄養障害を起こしてしまうことがあることから、今回

は栄養の大切さ、また栄養状態改善のためにはどのようなことに気を付

ければ良いのか、ご紹介いたします。 

 

                                                  

＜どうして栄養が大切なの？＞          

 COPD患者様は、悪くなってしまった肺 

をカバーするために呼吸筋を一生懸命動 

かそうとするので、健康な人よりも呼吸 

にたくさんのエネルギーが必要となりま 

す。ところが、多くの患者様は息切れに 

よって食事量の低下や胃腸の働きの低下 

を招いてしまい、上手く食事がとれず、 

ますます体力や筋力が落ちて痩せていく 

傾向にあります。その結果、さらに息切 

れが強くなり、倦怠感が増加し、体を動か 

したくなくなり、さらに食欲が低下する 

という悪循環に陥りやすくなってしまう 

ため、十分な栄養が必要になってきます。 

 

＜エネルギーをしっかりとりましょう＞ 

 体の筋肉を使ってエネルギーを作り出すため、不足するとますます痩せてしまいますので、

しっかりエネルギーをとりましょう。 

 １日３回の食事でしっかりエネルギーをとることが理想ですが、３食で十分なエネルギーがとれ

ない場合は、２～３回の間食を加えるなど食事の回数を多くしましょう。 

 

＜呼吸商の低い脂質で効率よくエネルギー補給を＞ 

 食事で摂取した栄養分をエネルギーとして利用する時には、酸素が消費され、二酸化炭素が

発生します。この時の二酸化炭素発生量÷酸素消費量を栄養素における「呼吸商」と言います。 

 呼吸商は、炭水化物、たんぱく質、脂質などの栄養素の種類によって異なり、炭水化物では

「1」、たんぱく質では「0.8」、脂質では「0.7」となり、この数値が低いものほど二酸化炭素の発生

量が少なくなります。 

呼吸で二酸化炭素を排出する機能が低下しているCOPD患者様では、二酸化炭素がたまる

のを防ぐために、呼吸商の低い栄養素を含む食事をとり、肺の仕事の負担を軽減する必要があ

ります。 

呼吸商が0.7と低い脂質（オリーブ油、ゴマ油、サラダ油など）は高エネルギー食品のため、少

量で多くのエネルギーを摂取できます。おかずに炒め物や揚げ物を加えるなど、脂質を食事に
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取り入れて、効率よくエネルギーを補給しましょう。 

＜たんぱく質もしっかりとりましょう＞ 

 たんぱく質は筋肉をつくるのに欠かせないため、不

足すると呼吸筋の筋力低下につながります。たんぱく

質は約20種類のアミノ酸でつくられています が、とりわ

け体内で合成することができない必須アミノ酸の約35%

を占めているBCAA（分岐鎖アミノ酸）は積極的に摂る

ようにしましょう。 

この必須アミノ酸をバランスよく含んだたんぱく質を「良

質のたんぱく質」といいますが、良質のたんぱく質は魚

介類、肉類、卵、大豆製品、乳製品などに含まれてい

ます。また、たんぱく質は免疫力 を高める原料とな

り、肺炎予防にも繋がりますので、しっかりとりましょう。 

 

＜ミネラルムも重要＞ 

 カルシウムやマグネシウム、リンなどのミネラルは、 

呼吸筋の収縮や骨・歯をつくる大切な材料であり、骨

粗鬆症の合併が多いCOPD患者様には重要な栄養素

です。特に高齢の方はカルシウムが不足しがちであ

り、骨に含まれるカルシウムが少なくなってしまうため

注意が必要です。 

 

＜量をたくさん食べられない場合＞ 

量をたくさん食べられない場合は、少量でエネルギーや栄養素を補給できる栄養補助食品を

利用するのも効果的です。 

 

＜控えたい食品＞ 

 ①胃にガスがたまりやすいもの…さつまいも、ビール、炭酸飲料など 

    ガスでおなかが膨れて食欲が低下したり、横隔膜の動きのじゃまをして、呼吸をしにくくしま

す。 

 ②塩分の多いもの…漬物、汁物、麺類、加工食品など 

  高血圧、動脈硬化、心臓病などの病気を合併しやすいので、塩分を摂りすぎないようにし 

ましょう。 
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＜食事の基本はバランスよく＞ 

栄養バランスの良い食事にするために、主食＋主菜＋副菜を揃えましょう。 

●主食…働く力になるもの（ごはん、パン、麺） 

●主菜…血や肉になるもの（肉、魚、卵、大豆製品) 

●副菜…体の調子を整えるもの（野菜、きのこ、海藻） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

 COPD患者様の栄養、食事についてお話ししましたが、糖尿病、肥満、腎臓病、脂質異常症な

どで食事療法の必要のある方や、必要栄養量（食事量）の確認、栄養補助食品の利用など、主

治医または呼吸器内科 安井医師にご相談ください。 

 

 

 

編集後記 

                          総合診療科医師       酒井 英二 

 美幌町の皆さん、こんにちは。 

 さて、この原稿を書いている11月初旬は氷点下の気温も見られるようになり、いよいよ冬の到来

を痛感させられる頃となってきました。毎年この季節になると、インフルエンザの話題となります

が、今年は全国的に例年より流行が早い兆候があり、またワクチンの製造量が昨年の使用量を

下回る見込みとなっています。そのため厚労省では、「65歳以上の高齢者や60 歳以上 65 歳未

満で心臓や腎臓、呼吸器、免疫系の持病がある方がワクチンを受けられるように配慮すること」

や、「13歳以上は1回接種を徹底すること」など、ワクチンの効率的な使用を呼びかけています。

例年、10月から予防接種の受付を始める医療機関が多いですが、今年は11月まではワクチンの

供給量が少なく、安定供給されるのは12月頃になる見込みだそうです。それまでは情報収集を

怠らず、まずは体調管理や手洗い・マスクの着用・人ごみを避けるなどの一般的な予防対策が

大切です。今年もあと少し、元気でお過ごしください。 
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外来診療案内 

診療科 時間 月 火 水 木 金 

総合診療科 
午前 酒井英二   酒井英二   酒井英二 

午後   酒井英二   酒井英二   

内科 

循環器内科 

午前   松井寛輔   松井寛輔   

午後 松井寛輔   松井寛輔   松井寛輔 

内科 

呼吸器内科 

午前     安井浩樹 安井浩樹   

午後 安井浩樹 安井浩樹     安井浩樹 

月曜日の午後の診療は総合診療科のお部屋(6番）となります。 

内科    

消化器内科 

午前 西村光太郎 西村光太郎 小林秋人 西村光太郎 小林秋人 

午後 小林秋人   西村光太郎 小林秋人 西村光太郎 

火曜日の午後は内視鏡治療のため休診となります。 

禁煙外来 
呼吸器内科の安井医師、消化器内科の小林医師の診療時間に受診してくだ

さい。 

                                

外科  

午前  森﨑善久 横山康弘 森﨑善久 横山康弘 横山康弘 

午後 横山康弘 森﨑善久 横山康弘 森﨑善久  

午後及び金曜日の午前は手術等により担当医が変わる場合があります。 

整形外科 
午前 又吉章政 又吉章政 又吉章政 又吉章政 又吉章政 

午後   午後は手術等のため休診となります。（急患の方の診療はお問い合わせ願います） 

泌尿器科 

午前   野崎哲夫   野崎哲夫   

午後 野崎哲夫   野崎哲夫     

金曜日の午前・午後は、手術により休診となります。 

腎臓内科 

午前   野崎哲夫   野崎哲夫   

午後 野崎哲夫   野崎哲夫     

金曜日の午前・午後は、手術により休診となります。 

脳神経外科 

午前 宮澤隆仁    

第２、第４ 
        

午後 

第２・第４月曜日が祝日の場合や、飛行機が欠航となった場合は翌週の月曜日が診

療日となります。 

                                

小児科 
午前 

古賀正啓 古賀正啓 
古賀正啓 

古賀正啓 古賀正啓 
午後 15:00～診察 

                                

眼科 
午前 

旭川医大出張医 
旭川医大出張医 

予約検査 予約検査 
午後 予約検査 

受付時間 受付窓口 再来受付機（再来の方のみ） 

午 前  8：45～11：00  8：00～11：00 

午 後 12：30～16：00 12：30～16：00 

手術等により診察時間の変更や休診となる場合がありますので、詳しくは当院までお問い合わせください。

※ 土日・祝日は休診です   

※受診の際は、下記の診療

体制をご確認の上ご来院願

います。

電話：0152-73-4111 


