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YOUYOUフェスティバル
悠遊健康村まつり2019
　10月19日㈯に悠遊健康村でYOUYOUフェスティバ
ル2019を開催いたしました。
　当施設が毎年地域貢献の一環として行っている行事
で、今年は特に看護部から高齢者のお口の健康の話、
リハビリ部からは介護予防の話と実際の生活に役立つ
内容で一般の方に向けた医療・介護セミナーを開きま
した。
　また、作業療法や足こぎ車椅子の走行を体験できる
リハビリ体験コーナ、看護部による骨密度測定や認知
症チェックも好評でした。そのほか栄養科によるラー
メンの販売、悠遊苑入所者の作品展示販売、家族向
けのゲームやバルーンアートの作品提供等幅広い年齢
層の方々に参加していただきました。
　あいにくの空模様ではありましたが、552名と多く
の方にご来場いただきました。

リハビリ体験コーナーでは実際に機器
に触れて体験していただきました。

イベントコーナーでは様々な催しをご
用意。幅広い年齢層で賑わいました。

フードコーナーも充実。毎年好評の栄
養科のラーメンは完売でした。

看護部による村の保健室で
の健康チェックコーナーも
好評でした。

バルーンパフォーマー
JINさん のバル ーン
アートも大好評！

リハビリ部主催の医療・介護セミナー
を開催。参加者は熱心に耳を傾けて
いました。

毎年恒例長峰唄
うた

多
た

音
ね

会によるカラオケ
ショーも大盛り上がりでした。

特  集特  集 YOUYOUフェスティバル 悠遊健康村まつり2019
米山福祉の里  文化祭2019文化文化のの秋秋

立川メディカルセンター 地域交流事業
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米山福祉の里文化祭2019
　令和元年11月3日㈰に「米山福祉の里文化祭」が開
催されました。精神科医療のご紹介と、入院患者・入
所者さんとそのご家族様との交流の場を設けることを
目的とした、毎年の恒例行事となっています。
　開催内容としては、入院患者・入所者さんの家族会
（あゆみ会）のご協力を得て、特設コーナーのありがた
市（フリーマーケット）の開催や、水ようかん、豚汁、
ジュースの無料配布を行っていただきました。
　3階体育館のメイン会場を中心に、作品展示やバルー
ンアートのプレゼント、2階リハビリ室では、体力測定
ができるコーナーを設営し、終日にぎわっていました。
　作品展示は、日頃リハビリテーションの作業療法の
一環で行っている手工芸で作成された作品で、病院、
米山爽風苑ともどれも力作揃いで、来場者の目を引く
ものでした。
　午後から体育館ステージにおいて、第１部として
COME²くらぶ（カムカムクラブ）によるよさこい演舞、
第2部として成沢有志会による歌謡ショーをご披露し
ていただき、文化祭に花を添えていただきました。
　開催にあたり、患者さん・入所者さんとそのご家族様、
あゆみ会、各ボランディア団体の方々の深いご理解と
温かいご協力を賜り、盛況に終わることができました。
ご協力いただきました皆様に、重ねてお礼申し上げます。
来年も、より盛大に開催できますよう準備いたします。
　皆様のご来場を、心よりお待ちしております。

今年も会場には力作が勢
揃いし、来場者の目を楽し
ませていました。彩り鮮や
かな飾り付けも、文化祭を
一層盛り上げました。

あゆみ会による「あ
りがた市」も大勢の
方々からご利用い
ただきました。

リハビリ部特別企画「心が動けば身体
が動く～昔々の記憶」では参加者も実
際に体験。

恒例のステージイベントは、熱演の数々
に会場も大いに盛りあがりました。

ドリンクコーナーやフードコーナーも
大盛況でした。

YOUYOUフェスティバル 悠遊健康村まつり2019
米山福祉の里  文化祭2019
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Lecture Rep
ort

講演会・研修会
報告

新潟大学 寺井教授講演会
～イノベーションと消化器病学～

⃝令和元年10月25日㊎
⃝立川綜合病院 3階講堂

聖路加国際病院 長坂先生講演会 ⃝令和元年8月30日㊎
⃝立川綜合病院 3階講堂

　聖路加国際病院 麻酔科 部長 長坂安子先生よりご
講演いただきました。
　１題目は「周術期体温管理について」と題して主に
看護師に向けて麻酔によって起こる低体温の仕組みと
周術期に体温を適切に保つことの重要性についてご講
演いただきました。
　２題目は「将来を決めようとしている初期研修医が
麻酔科に入りたくなる話」と題し、研修医に向けて大

　10月25日㈮立川綜合病院講堂にて、新潟大学大学
院医歯学総合研究科 消化器内科学分野 教授 寺井崇二
先生よりご講演頂きました。
　地域医療における消化器内科診療体制ネットワー
クの設置、消化器癌に対する先制医療の必要性、肥
満と加齢が消化器の発癌に与える影響等をお話され、
FUJI ROCK FESTIVALと連動した肝炎啓発活動の
様子もご紹介頂きました。
　また最新の研究として、新しい治療技術の開発や

変、刺激になるご講演をしていただきました。
　最初は内科医としてキャリアをスタートさせた長坂
先生が麻酔科医となり、研究者として渡米して11年間
を過ごしたマサチューセッツ総合病院での苦闘、そし
て再び日本で麻酔科の臨床医としてご活躍されるまで
のまさにドラマチックな半生を振り返りながら麻酔科
医として働くということの素晴らしさや面白さについて
お話いただきました。

次世代内視鏡手術システム、新型アタッチメント機器
開発などの新規医療技術のお話があり、地元産業分
野との医工連携を積極的に図られているとのことで
した。
　肝再生医療や免疫細胞の研究をはじめ、消化器分
野の再生医療研究を推進し、新潟の地から未来を変え
る、国際的イノベーションが必要とお話があり、今後
起こりうる技術進歩の一端を伺うことが出来た講演会
でした。
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今年も大民踊流しに出演しました 晴麗看護学校 
8/1
㊍

　９月28日㈯、毎年恒例の晴麗祭が行われました。今
年のテーマは「Hand in Hand 健康の輪を作ろう！広
げよう！」で円、輪をイメージしたビジュアルにも表され
ています。
　ちょっと懐かしい遊びを集めた「晴麗縁日」のコー

ナーで楽しんだ後はマッサージのコーナーでほっと一息、
そしてお食事は「晴麗食堂」へ。おにぎりと焼きそばで
ボリューム満点の晴麗セットはとても好評でした。
　毎年人気の「晴麗茶会」ではきりりとしたお点前を
披露しました。ちょっと蒸し暑い日ではありましたが
爽やかな秋の風情を楽しんでもらえたのではないで
しょうか。
　また、学校を紹介するコーナーでは、学生たちが血圧
の測定や手洗いのしかた、赤ちゃんの抱っこ体験を通じ
て晴麗看護学校での学びを説明してくれました。
　最後に、今年は米山自在館さんのしおりと箸を販売し
ました。初めての試みでしたが完売できてよかったです。
　ご協力いただいた皆様に心より感謝申し上げます。

　この夏も暑かったですね! 長岡まつり大民踊流しに今
年も出演しました。
　「明るく楽しく元気よく」をモットーに、毎年実行委員
会の学生を中心に取り組んでいます。実行委員の学生
たちは、２年生を中心に構成されています。６月頃か
らはじまる大民踊流しの主催者説明会や練習会に参加
して、準備を進めていきます。通常の学校生活もかな
り忙しくなる時期ですが、その中で経験のない新入生
に踊りを教えたり、備品や飲料の手配をするなど、い
つもほんとうにお疲れさまです。
　いまや熱中症の話題が報じられない日がないくらい
暑い夏ですが、幸い体調不良を訴える者もなく、無事
終えることができました。

　当日応援に駆け付けてく
ださった職員や卒業生のみ
なさんと、毎年飲料や軽食
を提供してくださる立川メ
ディカルセンターのバック
アップにお礼申し上げます。

　公益財団法人 日本医療機能評価機構による病院機
能評価（3rdG:Ver.2.0）を受審し、令和元年9月6日
に認定されました。
　立川綜合病院では医療の質改善の一環として第三
者機関評価が必要との観点から1999年より継続して
病院機能評価を受審しており、通算で５回目の認定と
なります。全国では2,000以上の病院が認定されてお
り、新潟県内でも26病院が認定を受けています。
　今回の受審では診療要請を原則、断らないという姿
勢を評価していただきました。今後も継続的な医療の
質の改善に取り組んでまいります。

晴麗祭開催 晴麗看護学校 
9/28
㊏

病院機能評価が更新認定されました 9/6
㊎

血圧測定コーナー 手洗いのしかたコーナー
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日本人と肥満

　WHOの調査では、世界各国の成人の肥満の頻度は
平均18.9%ですが、日本は4.5%と極端に低く、先進
国の中では最低です。日本人の食習慣と遺伝的素因が
肥満を防いでいるのでしょう。だから、日本で「肥満
だ」、「メタボだ」と騒ぐ必要はありませんが、肥満は、
糖尿病や心臓血管病になり易く、関節を傷害するので、
肥満の予防と治療は必要です。

肥満

　肥満は身長と体重を測定してBMI = 体重（㎏） /身
長（m）2で診断します。世界ではBMI 30以上を肥満
とし、日本では、BMI 30以上の人は非常に少ないの
で、BMI 25以上を肥満とします。この全身肥満に対
して腹囲を指標とする腹部肥満という考え方がありま
す。しかし、腹囲 何㎝以上を腹部肥満とすべきか、定
説がありません。腹部肥満の方が全身肥満よりも病気
との関係が強いと
されていますが、
その差はわずかで
あり、両者は非常
に強く相関するの
で、通常、腹囲を
測定する必要はあ
りません。

メタボ

　メタボは糖尿病と心臓血管病になり易い状態で
あり、病気ではありません。世界共通のメタボ診
断基準は ⑴血圧130/85mmHg以上、⑵空腹時血
糖100mg/dL以上、⑶中性脂肪150mg/dL以上、
⑷HDLコレステロール 男性40mg/dL未満、女性
50mg/dL未満、⑸腹部肥満 の5項目中3項目以上そ
ろった状態です。⑸は人種・性別に腹囲基準値を決め
ることになっていますが、未だに決まらないので、私
は⑸を腹部肥満の代わりにBMI 25以上とした方が良
いと思っています。日本では「内臓脂肪症候群」がメ

タボとされていますが、この学説は世界では認められ
ません。なぜなら、内臓脂肪は病気の原因になるが皮
下脂肪は生体を保護するという学説は誤りだからです。
内臓脂肪が将来の死亡を予知する因子としてBMIより
優れているだろうという予想も誤りであることが示さ
れました。

肥満の予防と治療

　糖尿病と同じ食事・運動療法です。要点は、厳格な
行動療法（早食い、ながら食い、間食、夜食の禁止
など）、食事日誌をつけること、おおざっぱにカロリー
を食事量の目安にすることです。体重の増減は摂取カ
ロリーと消費カロリーの差し引きで決まります。食事・
運動療法の良し悪しは体重の増減で判断してくださ
い。ダイエットに安易な方法はありません。内臓脂肪
を減らすというトクホや、○○ダイエットなどは信用で
きません。高度肥満には500cal/日以下のVLCDとい
う特殊なダイエットもありますが、これには入院を要し
ます。薬物療法は、適応が高度肥満のみであり、副作
用が強く、勧められません。手術療法は、高度肥満ま
たは糖尿病の合併など病的肥満が適応です。

肥満関連危険因子の管理が重要

　体重管理とともに、血圧、血糖、コレステロールの
管理と禁煙が大切です。今日では高血圧、糖尿病、高
コレステロール血症のそれぞれに対して優れた薬があ
りますから、これらの病気には食事・運動療法で不十
分な場合は薬が勧められます。ただし、これらの薬は
病気を根本的に
治すのではなく、
服用している間
だけ効く薬です
から、健康食の
ようなものであ
り、中断せずに
継続することが
大切です。

8号連続でたちかわ総合健診センターの特集を掲載いたします。

⑧

たちかわ総合健診センター
センター長　小田 栄司

肥満とメタボについて
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貝瀬皮膚科

内科・呼吸器内科 山口医院

●開業年月／ 2019年6月
●診療科目／内科、呼吸器内科
●中心となる診療科／呼吸器内科
●住所／〒955-0823　三条市東本成寺12-1
●ＴＥＬ／ 0256-46-8537　ＦＡＸ／ 0256-46-8547
●ご出身地／新潟県三条市
●ご趣味／畑仕事、里山歩き

院長

山口 美沙子 先生

自院の特徴と診療方針

内科一般、そして咳・痰・息切れなどの呼吸器
症状のある方のお役に立てれば幸いと考えます。
禁煙外来・CPAP外来も始めました。

診療日

診療時間 月 火 水 木 金 土 日・祝

9：00～13：00 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 休
診
日15：00～17：30 ◯ ◯ ◯ ◯

※待合室の混み具合を、貝瀬皮膚科公式ホームページの携帯・スマホサイトで確認できます。

診療日

診療時間 月 火 水 木 金 土 日・祝

9：00～12：00 ◯ ◯ ◯ 休
診
日

◯ ◯ 休
診
日15：00～18：00 ◯ ◯ ◯ ◯

自院の特徴と診療方針
皮膚科専門医として皮膚疾患にお悩みの方々のお
役に立てれば幸いです。当院では、主として冬季
にホクロや粉瘤などの良性腫瘍に対する外来小手
術（予約制）を行っております。これからも誠心誠
意診療を行い、地域の医療に貢献して参ります。

●開業年月／ 2002年4月
●診療科目／皮膚科
●中心となる診療科／皮膚科
●住所／〒954-0082　見附市柳橋町274-25
●ＴＥＬ／ 0258-66-8100　ＦＡＸ／ 0258-66-8120
●ホームページ／ http://kaise.my.coocan.jp/
●ご出身地／新潟県魚沼市（旧小出町）
●ご趣味／語学学習、音楽鑑賞・演奏

院長

貝瀬 　明 先生

立 川 綜 合 病 院
オープンシステム 登録医のご紹介 OPEN SYSTEM
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アレンジアレンジ
レシピレシピ

★注意　はちみつは１歳未満の乳児には与えないでください。

さつまいも ………………………………………… 1本（200ｇ程度）
牛乳………………………………………………………………300ml
卵…………………………………………………………………… 1個
はちみつ……………………………………………………… 大さじ3
ゼラチン ………………………………………………………………5g

材料（プリン型５個分）

❶   さつまいもの皮をむいて細かく切り、電子レンジで
加熱して軟らかくする。

❷   ❶と牛乳をミキサーにかけてしっかり混ぜる。

❸   ❷をボールに移し、卵、はちみつ、加熱して溶かし
たゼラチンを順に加えて混ぜる。

❹  ❸を裏ごしし、容器に移して冷蔵庫で冷やし固める。

作り方

★管理栄養士おすすめ★

とっておき 簡単レシピ�

〒940-8621 新潟県長岡市旭岡1丁目24番地  TEL（0258）33-3111  ＦＡＸ（0258）33-8811
https://www.tatikawa.or.jp　　E-mail tatikawa@tatikawa.or.jp

■編集・発行
バックナンバーをご希望の方は下記までご連絡下さい。

さつまいもと
はちみつのプリン

さつまいもとはちみつを使用した、優しい甘さ
のプリンをご紹介します。
「お菓子作りは難しそう」という方にも、少な
い材料ででき、面倒な工程もないためお手軽に
チャレンジできます。また、砂糖や生クリーム
を使用せず、さつまいもそのものの甘さやはち
みつの風味をいかすため、「カロリーが気にな
る」という方にもおすすめです。

　令和2年より第5土曜日の外来診療が終日休診と
なります。
　第2、第4の土曜日につきましては、これまで通
り午前中の診療を行っております。
　皆様にはご不便をお掛けしますが、何卒ご理解
の程お願い申し上げます。

第5土曜日の外来診療休診のお知らせ

栄養価（プリン型１個分）
一人分　146kcal
たんぱく質　4.8g

同量の市販のプリン
約200kcal

土曜日の診療体制

第２・４土 曜 日 ➡ 午前の診療あり

第１・３・５土曜日 ➡ 終日休診

さつまいもを南瓜に、牛乳を豆乳に、はちみつをメープルシロップに…アレンジ方法はたくさん！
自分好みの味を見つけてみましょう♪

infomation
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