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毎月1回健康教室を開催しています。詳しくは下記までお問合せ下さい。

参加費無料  申込不要 ＊お気軽にご参加ください

健康教室だより
  ～28年度第7回(28.10.21実施)より～

「糖尿病は怖くない
ちょっとの行動で生活習慣を変えてみよう」

講師： 糖尿病認定看護師　横山　小織 主任看護師

糖尿病ってどんな病気？

３つのドックをスタートしました！
　新館１階に開設した「健康創生センター」において、３つのドック（血管ドック、
脳ドック、乳腺ドック）を開始しました。
　病気の予防・早期発見のため、ぜひ受診ください。

新病棟オープンと同時に

滋賀県立成人病センター　新館1F　健康創生センター　検診受付
TEL.077-582-5031   内線 4112　FAX.077-582-5122

　糖尿病とは、体の中で糖の代謝が上手くいかな
くなり、慢性的な高血糖が続く病気です。
　高血糖が続くと、全身に合併症が起こります。

◦ 成人病センターが保有する高性能の検査機器と専門医療スタッフを最大限に活用
◦ 「高度医療センター」との連携

成人病センターのドックの特徴

血管ドック 脳ドック 乳腺ドック
実 施 日 毎週月曜日 11：30〜 毎週水曜日 11：00〜 毎週木曜日 13：00〜
定　 員 3名 2名 4名

メニュー

・血液検査
・栄養食事指導
・問診
・ABI検査
・頸動脈エコー
・心電図（安静3分）
・結果説明

・頭頸部MR検査
　（3.0テスラ）
・結果説明

・マンモグラフィ検査
・乳腺超音波検査
・視触診
　※ 結果は一週間以内に

郵送

料　 金 20,270円
（税込21,892円）

27,980円
（税込30,218円）

14,300円
（税込15,444円）

※ マンモグラフィなしの場合は
7,980円（税込8,618円）

※詳細は各ドックのパンフレットをご覧ください。

お申し込み､お問い合わせ先
（受付時間：月〜金曜日 9時〜17時）

◆薬物療法
　インスリンの分泌を促進する薬、食後高血糖を改善する薬等、さまざまな種類がある。
　薬は最後の手段ではなく、服用によって症状が改善すると、食事療法や運動療法に切
り替えることもある。
◆運動療法
　  インスリンの効きがよくなり、減量や高血圧･脂質異常症の改善がはかれる。
　　→　「運動なんてやってられない」という方は…
　　　　・車から自転車に変える　・遠くの駐車場を利用する　・階段を使う　
　　　　・子どもや孫と遊ぶ　・草むしりをする　・雑巾がけをする　
　　　　・テレビCM中に足踏みをする 等　生活活動から始めてみましょう！

◆見つめなおそう、生活習慣病チェック◆
①喫煙しない 
②定期的に運動する
③飲酒は適量に守るか、しない
　適量…ビール中ビン１本、清酒１合、ワイン200ml
④１日７〜８時間の睡眠
⑤適正体重を維持する
　適正体重＝体重（Kg）÷身長（ｍ）÷身長（ｍ）が18.5以上25.0未満　
　＊身長160㎝の場合：適正体重は約48〜64Kg　　
⑥朝食を食べる
⑦間食をしない
　→生活習慣の改善で健康を守りましょう！
　　できていないところは可能なところから取り組みましょう。

【糖尿病の合併症】

糖尿病の治療の基本は食事療法
【糖尿病の治療方法】

年に1回は健診を受けよう！何かできることから始めて継続することが大切

◆食事療法
　＊栄養バランスのよい食事
　　・３大栄養素（炭水化物、蛋白質、脂質）
　　・ビタミン・ミネラル・食物繊維の摂取
　　　野菜は1日300g。煮物やいも類は糖質が多いので注意。
　　　食物繊維は、血糖値や血中脂質改善に効果。
　＊適切なエネルギー量
　

　

　＊規則的な食事習慣

摂取エネルギー量＝標準体重×身体活動量
　標準体重＝〔身長（m）〕2×22
　身体活動量　※老年期は25で十分だとされている

25〜30 軽い労作（デスクワークが多い職業など）
30〜35 普通の労作（立ち仕事が多い職業など）
35〜 重い労作（力仕事が多い職業など）

（プレスローの７つの生活習慣より）

主菜
魚介類、肉類、卵、大
豆・大豆製品をメイ
ンにしたおかずは
１品。

主食
ごはん、パン、麺類
を毎食適量。夜遅く
はひかえめに。

副菜
野菜、海藻、きのこ、
芋、豆類などがメイ
ンのおかずは毎食
２品以上そろえま
しょう。

汁物
塩分のとりすぎを
防ぐためにも1日１
杯を原則に。

＜バランスのよい食事のイメージ＞
おかずの食べすぎ、油脂類の
摂りすぎに注意しましょう。

薬物療法

運動療法

食事療法

身長160cmで
立ち仕事の場合

標準体重：1.6×1.6×22
56.3×30〜35＝
1689～1971Kcal
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健康教室だより
～28年度第6回(28.9.16 実施)より～

「健脚を維持する！」
講師： リハビリテーション科　弘部　重信　主任技師長

健康教室だより
～28年度第5回(28.8.18 実施)より～

更年期はエストロゲン（女性ホルモン）の減少が原因
　女性ホルモン「エストロゲン」は、初潮のころから分泌
量が増加し、妊娠・出産期の20〜40代に多くなり、閉経
年齢の50歳前後から減少していきます。
　エストロゲンが低下する時期を「更年期」といいます。卵巣機能
低下やエストロゲン分泌減少により、エストロゲンの働きによって
保たたれていた自律神経の安定等の機能が低下し、顔のほてりや発
汗等、からだの不調がでてきます。

「 更年期を乗り切る！」
講師： 婦人科　宇田　さと子 副部長

　日常生活に支障のない期間を「健康寿命」といいます。
　平成22年度のデータでみると、平均寿命は男性79.55
歳、女性86.30歳、健康寿命は男性70.42歳、女性73.62
歳となっており、平均寿命と健康寿命とは男性で9.13年、
女性で12.68年の差があります。

　この差が少ないほど、健康で活動的に過ごしている期間
が長いことになります。

　一方で、要支援者・要介護
者における介護が必要になっ
た主な原因は、生活習慣病が
３割、認知症や高齢による衰
弱、関節疾患、骨折・転倒で5
割を占めています。

更年期を乗り切るには

＜エストロゲンの働き＞

①症状を悪化させる条件を減らす
　＊規則正しい生活習慣
　＊ 毎食きちんと食べ､ ホルモンバランス等を整える食材

を摂取する
　　 ・ビタミンE…かぼちゃ、アボガド､ ナッツ類
　    ・亜鉛…牡蠣、レバー、ごま
　    ・大豆イソフラボン…豆腐、納豆、味噌
　　 ・ビタミンB1、B12…豚肉、レバー、あさり、牡蠣
　　・ビタミンC…イチゴ、レモン、ホウレンソウ
　＊適度な運動
　　・ウォーキング、散歩など
　　　　一駅歩く、階段を使う、買物などでもよい
　＊趣味をもつ（ 重要！）

②女性ホルモンを補う（根本治療）
　　エストロゲン製剤の服用 → 即効性がある
　　医療機関（婦人科）の受診必要
　　内服のほか貼り薬（パッチ、ゲル）もある。
　　 副作用として血栓症、長期投与（5年以上）により、
　　子宮体がん、乳がんのリスク上昇

つらいときには我慢せず
婦人科医に相談
　更年期と思っていても違う病気が
かくれていることもある。自己判断
せず受診しましょう。

つらい時は婦人科医を受診

③つらい症状を抑える（対症療法）
　＊不眠、イライラ → 安定剤
　＊ 動悸、めまいなど → 自律神経失調症治療薬
　＊冷え、貧血、のぼせ、むくみ、肩こり等 → 漢方薬
　　即効性はなく、２〜３か月は継続必要
　　体力や症状によって使い分ける 
　　＜産婦人科の三大漢方薬＞
　　　・当

とうきしゃくやくさん
帰芍薬散…体力のない人向き

　　　・加
かみしょうようさん

味逍遙散…虚弱体質向き
　　　・桂

けいしぶくりょうがん
枝茯苓丸…体力のある人向き　

＜更年期の症状＞
ホットフラッシュ（のぼせ）・
発汗・肩こり・冷え・疲れやす
い・腰痛・物忘れ・イライラ・
頭痛・不眠・集中力低下・めま
い・動悸息切れ・不安感・関
節痛・高血圧･高脂血症・無気
力・胃の症状・うつ状態　など

＜更年期障害になりやすい人＞
①若い時に「月経前症候群」の方
② 低血圧、寝起きが悪い、乗り物酔いをしやすい等、

自律神経を乱しやすい体質
③ 完璧主義、ネガティブ思考、まじめ、几帳面な性格
④ 不規則な生活、食習慣の乱れ、喫煙、睡眠不足、過

労などの生活習慣

＜平均寿命と健康寿命の差＞

資料： 厚生労働省「平成22年完全生命表」
　　　厚生労働科学研究費補助金「健康寿命における将来予と
　　　生活習慣病対策の費用対効果に関する研究」

体力を落とさないために筋力をつけましょう
　骨、関節、軟骨、椎間板、筋肉といった運動器のいずれか、あるいは複数に障害が起こり、

「立つ」「歩く」といった機能が低下した状態を「ロコモティブシンドローム（ロコモ）」
といいます。
　いつまでも自分の足で歩き続けていくため、ロコモを予防し、筋力を強化しましょう。
　また、体の柔軟性や持久力の維持・向上、栄養・睡眠をとることも大切です。

◆「ロコトレ」（ロコモを防ぐ運動）　＜ロコモパンフレット2015より＞
　続けることが大切です。頑張りすぎず、自分のペースで行いましょう。

◆柔軟運動とストレッチング　＜ロコモパンフレット2015より＞
　呼吸は止めないで、20〜30秒ゆっくり伸ばしましょう。
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ちょっとの行動で生活習慣を変えてみよう」

講師： 糖尿病認定看護師　横山　小織 主任看護師

糖尿病ってどんな病気？

３つのドックをスタートしました！
　新館１階に開設した「健康創生センター」において、３つのドック（血管ドック、
脳ドック、乳腺ドック）を開始しました。
　病気の予防・早期発見のため、ぜひ受診ください。

新病棟オープンと同時に

滋賀県立成人病センター　新館1F　健康創生センター　検診受付
TEL.077-582-5031   内線 4112　FAX.077-582-5122

　糖尿病とは、体の中で糖の代謝が上手くいかな
くなり、慢性的な高血糖が続く病気です。
　高血糖が続くと、全身に合併症が起こります。

◦ 成人病センターが保有する高性能の検査機器と専門医療スタッフを最大限に活用
◦ 「高度医療センター」との連携

成人病センターのドックの特徴

血管ドック 脳ドック 乳腺ドック
実 施 日 毎週月曜日 11：30〜 毎週水曜日 11：00〜 毎週木曜日 13：00〜
定　 員 3名 2名 4名

メニュー

・血液検査
・栄養食事指導
・問診
・ABI検査
・頸動脈エコー
・心電図（安静3分）
・結果説明

・頭頸部MR検査
　（3.0テスラ）
・結果説明

・マンモグラフィ検査
・乳腺超音波検査
・視触診
　※ 結果は一週間以内に

郵送

料　 金 20,270円
（税込21,892円）

27,980円
（税込30,218円）

14,300円
（税込15,444円）

※ マンモグラフィなしの場合は
7,980円（税込8,618円）

※詳細は各ドックのパンフレットをご覧ください。

お申し込み､お問い合わせ先
（受付時間：月〜金曜日 9時〜17時）

◆薬物療法
　インスリンの分泌を促進する薬、食後高血糖を改善する薬等、さまざまな種類がある。
　薬は最後の手段ではなく、服用によって症状が改善すると、食事療法や運動療法に切
り替えることもある。
◆運動療法
　  インスリンの効きがよくなり、減量や高血圧･脂質異常症の改善がはかれる。
　　→　「運動なんてやってられない」という方は…
　　　　・車から自転車に変える　・遠くの駐車場を利用する　・階段を使う　
　　　　・子どもや孫と遊ぶ　・草むしりをする　・雑巾がけをする　
　　　　・テレビCM中に足踏みをする 等　生活活動から始めてみましょう！

◆見つめなおそう、生活習慣病チェック◆
①喫煙しない 
②定期的に運動する
③飲酒は適量に守るか、しない
　適量…ビール中ビン１本、清酒１合、ワイン200ml
④１日７〜８時間の睡眠
⑤適正体重を維持する
　適正体重＝体重（Kg）÷身長（ｍ）÷身長（ｍ）が18.5以上25.0未満　
　＊身長160㎝の場合：適正体重は約48〜64Kg　　
⑥朝食を食べる
⑦間食をしない
　→生活習慣の改善で健康を守りましょう！
　　できていないところは可能なところから取り組みましょう。

【糖尿病の合併症】

糖尿病の治療の基本は食事療法
【糖尿病の治療方法】

年に1回は健診を受けよう！何かできることから始めて継続することが大切

◆食事療法
　＊栄養バランスのよい食事
　　・３大栄養素（炭水化物、蛋白質、脂質）
　　・ビタミン・ミネラル・食物繊維の摂取
　　　野菜は1日300g。煮物やいも類は糖質が多いので注意。
　　　食物繊維は、血糖値や血中脂質改善に効果。
　＊適切なエネルギー量
　

　

　＊規則的な食事習慣

摂取エネルギー量＝標準体重×身体活動量
　標準体重＝〔身長（m）〕2×22
　身体活動量　※老年期は25で十分だとされている

25〜30 軽い労作（デスクワークが多い職業など）
30〜35 普通の労作（立ち仕事が多い職業など）
35〜 重い労作（力仕事が多い職業など）

（プレスローの７つの生活習慣より）

主菜
魚介類、肉類、卵、大
豆・大豆製品をメイ
ンにしたおかずは
１品。

主食
ごはん、パン、麺類
を毎食適量。夜遅く
はひかえめに。

副菜
野菜、海藻、きのこ、
芋、豆類などがメイ
ンのおかずは毎食
２品以上そろえま
しょう。

汁物
塩分のとりすぎを
防ぐためにも1日１
杯を原則に。

＜バランスのよい食事のイメージ＞
おかずの食べすぎ、油脂類の
摂りすぎに注意しましょう。

薬物療法

運動療法

食事療法

身長160cmで
立ち仕事の場合

標準体重：1.6×1.6×22
56.3×30〜35＝
1689～1971Kcal


