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脂質異常症について
脂質異常症とは、 血液中の脂質であるコレス
テロールや中性脂肪が多すぎる状態です。
といっても、 「あなたは脂質異常症ですよ。」
と言われても、 みなさん実感がわきません。
なぜなら症状がないからです。 脂質異常症自
体症状はありませんが、 進行したり放置したり
すると、 重大な病気が発症しやすくなります。

以上のように、 表には出ませんが、 しっかり
治療をすることが必要な疾患なのです。
大きく 3 つのタイプに注目します。
①ＬＤＬコレステロール高値
②ＨＤＬコレステロール低値
③中性脂肪高値
大きな診断基準としては、
①ＬＤＬコレステロール 140mg/dl 以上
②ＨＤＬコレステロール 40mg/dl 未満
③中性脂肪 150mg/dl 以上
です。
細かく言えば、 リスクによって多少目標値は
変わりますが、 一度冠動脈疾患の既往がある
方は、 LDL コレステロールを 100mg/dl 未満が
目標となります。

脂質が多すぎると、 脂質が血管の内側に貯
まっていって、 動脈硬化が進行していきます。
血管は３つの膜でできており、 一番内側の膜
は特に血液が固まるのを防いだり、 血管を広
げるなどの作用をもっています。 糖尿病や高
血圧などにより血管の内側の膜が傷つくと、 血
液中の脂質が膜に入り込みます。 そうすると、
その場所の膜は厚くなっていきます。 それでで
きるものがプラークといったものです。 プラーク
ができると、 血流が悪くなり、 血流がわるくなっ
た臓器に障害を与えます。 代表的なのは、脳、
心臓です。 それぞれ血液が栄養、 酸素を運ん
でいく重要な臓器ですが、 血流が不足すること
で脳梗塞、心筋梗塞を発症します。 心臓に至っ
ては、 プラークが不安定な状態であれば突然
破れて、 そこに血の塊ができて、 突然心筋梗
塞に至る可能性があります。

治療としては、 まず生活習慣の改善が大事
となってきます。
過食と身体活動の不足はメタボリックシンド
ロームの原因となり、 中性脂肪増加、ＨＤＬコレ
ステロールの減少をきたします。
食事に関しては、 コレステロール、 動物性脂
肪 （飽和脂肪酸） の過剰摂取によって、 血液
中のコレステロールが増加します。
具体的にいうと、ＬＤＬコレステロールを低下さ
せるためには、 飽和脂肪酸の摂取を減らした
分、 不飽和脂肪酸の摂取を増やす。 また、
コレステロールの摂取を制限し、 食物繊維の
摂取を増やします。 中性脂肪を低下させるた
め に は、 炭 水 化 物、 ア ル コ ー ル を 制 限 し、
n-3 系多価不飽和脂肪酸の摂取を増やします。
HDL コレステロールを上昇させるためには、 中
等強度の有酸素運動を継続するとともに、 体
重を減らし、 トランス脂肪酸の摂取を避けます。

第１１０号

○○脂肪酸といわれても、、、 といった方は、
いわゆる日本食を想像していただければ結構で
す。 肉類や卵類よりも魚類と大豆 ・ 大豆製品
を多めに摂取し、 脂肪酸を動脈硬化予防に適
したバランスで摂取しています。 ただし日本食
の欠点は食塩摂取量が多くなることであり、 減
塩も心がけなければなりません。
外来でも食事のパンフレットがありますので、
必要あれば声をかけてください。
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運動に関しては、 体力を維持させ、 増加さ
せます。 そのことで血清脂質を改善していきま
す。 そうすると、 血管機能を改善し、 血栓の
できやすさを軽減します。 また、 精神的ストレ
スや認知機能低下を抑制しますので、 とても
重要です。 軽いジョギングや水泳、 サイクリン
グなど 1 日 30 分程度でいいと思います。
それでも値の改善がいまいちのときもあります。
その際は内服薬での治療が必要です。
それぞれの治療にはもちろんいい面、 そうで
ない面ありますので、 疑問におもうことあれば、
医療スタッフに相談してください。
（内科 井上 重宏）

医療技術修学生ワークショップが行われました
８／１４（木）に医療技術修学生ワークショップが開催され、
８名の修学生（看
護師修学生７名、薬剤師修学生１名）が参加しました。
午前中、看護師修学生は２階～５階病棟に分かれてシーツ交換や看護ケアの
実習を行い、薬剤師修学生は薬局にて業務見学と業務体験を行いました。
午後からは引き続き各部署で実習を行った後、『今以上に、上五島病院を良い
病院にするには、どうすべきか？』をテーマにグループワークを行い、将来共
に働く仲間との貴重な意見交換の場となりました。

8/14

医療技術修学生ワークショップ（グループワーク・意見交換会のようす）
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薬の飲み方について
皆さんが病気やけがで病院を受診すると、 治
療のために内服薬を処方されます。 鎮痛剤、
胃薬、 血圧やコレステロールの薬など種類は
様々ですが、 服用の仕方や薬の管理、 飲み
忘れなど気になることも多いと思います。 今回、
一般的な 「薬の飲み方」 についてまとめてみ
ました。

④ 薬の保管のしかた
薬は光や湿気に弱いので、 缶やタッパーに
入れて保管してください。 冷所保存の薬は冷
蔵庫に入れてください。 冷凍庫はダメです。
夏の炎天下では、 車から離れるときは車の中
に置かないでください。 また、 小児の手の届
かない所に置いてください。

① 薬の正しい飲み方
原則として、 薬はコップ１杯くらいの水 （白湯）
でかまずに服用します。 薬を水なしで飲むと、
薬が食道につまり、 そこで炎症を起こしたり潰
瘍ができることがありますのでやめましょう。 た
だし、 新しい薬の型で、 水なしでも服用できる
錠剤が出されています。
“口腔内崩壊錠” は口に含むと口の中で速や
かに崩れ、 簡単に飲み込むことができ、 かつ
適正に効果が出るように開発された錠剤です。
しかし、 まだほんの一部の薬しかこの剤型は
ありません。

⑤ 薬を飲み忘れたとき
目安として、 飲み忘れに気がついた時が本
来の飲むべき時間より次回に飲む時間に近い
ときは、 忘れた分はとばしてください。 逆に、
飲み忘れに気がついた時が本来飲むべき時間
からあまりたっていなければ、 気が付いた時点
で服用してください。 いずれにしろ、 忘れたか
らといって２回分を１度に服用してはいけませ
ん。 詳しいことは、 医師やかかりつけ薬局の
薬剤師に聞くか、 事前に対処法を聞いておくと
よいでしょう。
また、 飲み忘れた場合は必ず次回の診察時
に医師にそのことを伝えましょう。 医師は処方
された薬が正しく服用されたことを前提に診察し
ます。 ですから、 正しく服用されていないこと
を知らないで診察しますと、 医師は前回の処
方の薬では効果がみられないと判断し、 薬の
処方量を多くしたり、 種類を増やしたり、 もっと
強い薬にかえたりすることがあるかもしれませ
ん。 それは患者さんの身体にとって、 とても負
担になります。 必ず服用中の出来事を次回の
診察時に伝えてください。

② 正しい服用時間
薬の服用時間は、 薬の効き方や食事の影響
などを考えて決められています。 ぜひ守るよう
にしてください。
食前 食事の 30 分前に服用することです。
食直前 食事の直ぐ前に服用することです。
食後 食事の 30 分後に服用することです。
食間 食事の 2 時間後に服用することです。
寝る前 寝る前の 30 分前に服用することです。
③ とんぷく薬の使い方
とんぷく薬は発作のときや症状のひどいとき、
一般的に飲む薬です。 解熱薬、痛み止めの薬、
便秘の薬、 喘息の発作を抑える薬などがあり
ます。 症状がなくなった後は飲まなくてもよい
薬です。

最後に
薬は病気を治すために患
者さんに服用して頂いてい
ます。 飲み方や使い方を
間違えると、 上手に薬と付
き合えなくなります。
わからないことや困ったことがあれば、 自分
で判断しないで、 必ず医師やかかりつけ薬局
の薬剤師に相談しましょう。
（薬局長 湯川 浩一）
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平成 26 年９月の特診外来予定表
泌尿器科

耳鼻科

9月1日（月）

畑地先生
★午前、午後

9月2日（火）

畑地先生
★ 午前

循環器科

神経内科

皮膚科

江口先生
★午前、午後
原先生
午前

9月3日（水）
9月4日（木）

計屋先生
★午前、午後

9月5日（金）

計屋先生
午前、午後（～15時）

9月8日（月）

駒澤先生
★午前、午後

9月9日（火）

駒澤先生
★ 午前

森先生
★午前

鍬塚先生
午前

9月10日（水）
9月11日（木）

松尾先生
★午前、午後

9月12日（金）

松尾先生
午前、午後（～15時）

9月15日（祝）
北岡先生
★ 午前

9月16日（火）

土居先生
★午前、午後
竹中先生
午前

9月17日（水）
9月18日（木）

竹原先生
★午前、午後

9月19日（金）

竹原先生
午前、午後（～15時）

調先生
★午前

畑地先生
★午前、午後

9月22日（月）
9月23日（祝）

鍬塚先生
午前

9月24日（水）
9月25日（木）

大庭先生
★午前、午後

9月26日（金）

大庭先生
午前、午後（～15時）

9月29日（月）

北岡先生
★午前、午後

9月30日（火）

北岡先生
★ 午前

江口先生
★午前、午後

※赤字の診察は予約・紹介予約の患者さんのみです。
※船の欠航等により、予定は変更となる場合があります。ご了承ください。
★ 午前の受付開始時刻は 8：30 となっておりますが、診療開始時刻は医師来院時の交通機関の都合により、
9：00 〜 10：00 頃の間で変動します。ご了承ください。
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栄養管理室のオススメレシピ

〜

南

蛮

煮

魚や野菜を揚げて、甘酢でさっぱりといただきます☆

〜

病院食の１品です。

【作り方】
① なすは大きめの乱切りにする。
② 魚は【Ａ】で下味をつけておき、表面
に片栗粉をつけ①と共に１７０℃の油で揚
げる。
③ 【Ｂ】を鍋に入れ一煮立ちさせ、
②を入
れ表面に味がしみ込んだら皿に盛り付け茹
【栄養価】（1 人分）
エネルギー：225kcal/ 蛋白質：14．6ｇ
脂質：8．6ｇ/ 塩分：1．5ｇ

でた人参とオクラをのせたら完成！

【材料】（２人分）
・なす……………………………中１本
・白身魚……160ｇ（魚切り身 2 枚）
・酒……………………………大さじ１

【Ａ】・生姜汁……………………………少々
・塩……………………………０．6ｇ
・片栗粉……………………………適量
・油…………………………………適量
・薄口醤油……………………小さじ２
・みりん………………………小さじ１

【Ｂ】・酢……………………………小さじ１
・だし汁…………………………２０ｇ
・砂糖………………………………少々
・人参……………………………２０ｇ
・オクラ……………………………2 本

栄養士からのアドバイス
●お酢は、 「酢酸 （さくさん）」 という成
分によって唾液・胃液の分泌を促し、酸っ
ぱい味や香りから、 食欲を刺激してくれ
ます。
●料理のアレンジとしては、 ピーマン、
人参、 玉ねぎなどの野菜を細切りして炒
め物を漬けると南蛮漬け、 具材を豚肉、
玉ねぎ、 ピーマン、 パプリカなどに代え、
調味料にケッチャップ
を 加 え、 水 溶 き 片 栗
粉でトロミをつけると
酢豚風になります。
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有川医療センターより

有川医療センターの夜間診療と土曜診療について
有川医療センターは平成 21 年 11 月から外来診療を夜間 ・ 土曜でも行うようになり、 5 年
が経過しようとしております。 現在の夜間診療 ・ 土曜診療は以下のとおり行っております。

夜間診療
毎週水曜・金曜
◎受付時間：17 時～ 19 時まで
土曜診療
◎受付時間：8 時 30 分～ 11 時 30 分まで
※祝祭日は休診します
今回は診療代についてお知らせをいたします。 既にご存じの方もい
らっしゃるとは思いますが、 当センターの夜間診療 ・ 土曜診療の診療
代は、 時間外加算による割増料金では計算しておりません。 なぜなら、
時間外加算は” 医療機関が表示する診療時間以外の時間において診
療を行った場合” に加算するからです。 当センターは夜間診療も土曜
診療も診療時間を表示していますので、 通常の計算にて行っています。
例） 18 時 30 分受診、 診察を行い処方箋を発行する。 35 歳、 初診の方。
①他の病院で受診した場合 （診療時間は 17 時までと表示）
初診料
２８２点
時間外加算
８５点
処方箋料
６８点
計
４３５点
３割負担で 1,310 円
②有川医療センターで受診した場合
初診料
２８２点
処方箋料
６８点
計
３５０点

３割負担で 1,050 円

なお、 夜間診療も土曜診療も、 医師 ・ 看護師 ・ 検査技師 ・ レントゲン技師 ・ 事務職員が
所内にいます。 皆様のご利用お待ちしております。
（有川医療センター 総務医事係 大瀬良 昭郎）
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原作：ウセ

最近トビウオが
よく釣れるな

9 月 1 日は「防災の日」です。
台風高潮、津波、地震等の災害につ
いての認識を深め、それらの災害に対
処する心構えを準備するためとして、
昭和 35 年（1960 年）に政府によっ

とうさん
そろそろ
かえろう

あ！
燃料が
きれてる

て制定されました。また、昭和 57 年
（1982 年）からは、9 月 1 日の「防
災の日」を含む 1 週間（8 月 30 日
から 9 月 5 日まで）が「防災週間」
と定められています。
9 月 1 日という日付は、大正 12 年（1923 年）9 月 1 日に発生し、
10 万人以上の死者・行方不明者を出した『関東大震災』に由来しています。
また、台風の接近・上陸は 8 月から 9 月にかけて多く、制定の前年で
ある昭和 34 年（1959 年）9 月には、5000 人を超える死者・行方不
明者を出した『伊勢湾台風（昭和 34 年台風 15 号）
』が襲来しました。
このことからも、この時期は防災について考えるいい機会と言えるでしょ
う。
「防災の日」及び「防災週間」では、
全国各地で防災訓練や防災意識を高め、
防災知識を普及・啓発するための行事
等が行われています。この機会に自分
の周囲で起こる可能性がある災害や、
身の回りの危険な箇所、また避難場所
や避難経路等を確認して、災害にしっ
かり備えましょう。
（広報委員会 舛田・清水）

○基本理念
地域と共に歩み、
信頼され親しまれる病院

◆ご意見、ご感想を下記までお寄せ
ください。

○５つの行動目標
①信頼と満足の得られる医療の提供
②地域の基幹病院としての診療機能の
充実
③地域における保健・医療・福祉の連携
④ＩＴ化によるさらなる医療の効率化
⑤地域における疫学研究と医療従事者の
教育・研究の推進

長崎県上五島病院
〒857-4404
長崎県南松浦郡新上五島町青方郷 1549-11
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