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はじめに

　酒は百薬の長と言われますが、アルコールの飲み

過ぎは、いろいろな病気の原因となりえます。特に

肝臓の病気が最も頻度が高く、アルコール性肝障害

は飲酒量と飲酒期間に比例して起こりやすく重症化

します。しかし自分の意思で飲酒量を自制できれば、

肝障害を予防する事も可能な点が他の肝臓の病気と

大きく異なる点です。年齢、体重、性別により個人

差がありますが、適量の飲酒量が守れれば、全く飲

酒しない人と比較して心筋梗塞などの冠動脈疾患の

死亡率が低くなるとの報告もあり、自分にとって適

量となる飲酒量を守ることがお酒とうまく付き合え

るコツと言えます。

アルコールの代謝

　アルコールを摂取すると胃から約20％が小腸か

ら残りの約80％が吸収されます。その後ほとんど

が肝臓に運ばれて処理されます。アルコールは分解

されてアセトアルデヒドを経て酢酸へと分解されて、

最終的には水と二酸化炭素に分解されて尿や汗、呼

気中に排泄されます。

　この代謝で問題となるのが、アセトアルデヒド 

という成分です。人体にとっては猛毒であり、頭痛

や吐き気、動悸、顔面紅潮の原因となります。お酒

を飲むと顔が赤くなったり、飲みすぎて翌日に二日

酔いになる原因は分解し切れなかったアセトアルデ

ヒドによるものです。日本人の約40％は遺伝的に

このアセトアルデヒド脱水素酵素の一部が欠損して

いたり、活性が弱いために西洋人と比較して、アセ

トアルデヒドの分解が十分にできない為、お酒に弱

い体質となっています。二日酔いの症状は、飲み過

ぎによる体からの危険信号でもあるわけです。

　肝臓は体に有害な物質を解毒する働きも担ってお

り、このアセトアルデヒドを分解するために脂肪の

分解を抑制し肝臓に中性脂肪の蓄積を起こします。

過剰な飲酒を続けるとアルコール性脂肪肝になりま

す。さらに飲酒を続けるとアルコール性肝炎や肝硬

変になる可能性があります。

アルコールの適量

　厚生労働省が推奨する国民健康づくり運動「健康

日本21」によると節度ある適度な飲酒量を純アル

コールで１日あたり平均約20g程度としており、男

性では約40g以上、女性では約20g以上を摂取する

と生活習慣病のリスクが高まるとしています。

　また常習飲酒家は、１日平均純アルコール60g以

上、大酒家は、１日平均純アルコール100g以上で

５日間以上継続と定義されています。

　今までは、アルコールは％表示でしたが厚生労働

省の要望により酒類大手各社は度数と共に今後グラ

ム量を容器に表示する予定となっています。

　例えば１日に缶ビール１本と焼酎20度２合を毎

日飲む場合の純アルコール摂取量を上に示した表を

使って計算してみましょう。

　１日のアルコール摂取量は

　　　20g　　+　　29g　　×　２（合）　= 78g
　 （缶ビール１本）　（焼酎20度１合）　  

　１年では

　 　 78g　×　365日　＝　28,470g

　となります。

　この飲酒週間を約36年続けると28,470g×36年

＝1,024,920gと1トンを超えてしまいます。

　生涯の飲酒量が１トンを超えると肝がんを発症す

る可能性が高くなると報告されています。

　代表的なアルコール含有量を表に示しました。毎

日晩酌される方は、一度計算されることをお勧めし

ます。

　純アルコールを正確に計算するには下記の式で計

算できます。

　酒の量（ml）×度数または％

    　１００×比重（０.８）       
＝純アルコール量（g）

　またアルコールを分解する速度は、性別、年齢、

体重によって個人差がありますが、男性では約１時

間で９g、女性で6.5g程度です。日本酒１合を分解

するのに２時間以上かかる計算になります。個人が

分解できる以上のアルコールを摂取すると血中のア

ルコール濃度が高くなり、脳内のアルコール濃度も

上昇し酔った状態となります。

　血中のアルコール濃度（％）は

〔飲酒量（ml）×アルコール度数（％）〕

〔８３３（体重１kgあたりの平均血液量）×体重（kg）〕

で計算されます。

　血中のアルコール濃度が0.10未満であれば爽快

～ほろ酔いの状態です。個人差がありますがアル

コール量では20g～25g程度の飲酒量が相当します。

0.31～0.4程度では酩酊状態。0.41～0.5程度は昏

睡状態となります。やはり節度ある飲酒量は１日あ

たり平均約20gが望ましいと言えます。

アルコールと肝臓病

　アルコールを過剰に摂取すると肝臓に脂肪が蓄積

してほぼ100％脂肪肝になります。更に飲み続けれ

ばアルコール性肝炎になり重症化すれば死亡するこ

ともあります。更に飲み続けると肝硬変となります。

肝硬変まで進行すると回復は困難となる場合があり

ます。

　肝機能障害があるかどうかは、採血にて判断しま

す。一般にアルコールによる肝障害の場合には、

AST（GOT）がALT（GPT）と比べてより高値と

なりγGTPの上昇が見られるのが特徴的です。ア

ルコール性脂肪肝の場合には、飲酒量を減らしたり、

休肝日（お酒を飲まない日）を作ったり、体重を減

量する事で改善しますが、飲酒を継続するとアル

コール性肝炎に進行します。

アルコール性肝障害の診断には
以下の基準を満たす場合に診断されます。
１．過剰の飲酒：１日のアルコール摂取量が60g以
上、５年以上の飲酒が続く。
（女性の場合には、40gでも起こり得る。）

２．禁酒によりAST、ALT、γGTPが明らかに改善
する。

３．肝炎ウイルスマーカー、抗核抗体、抗ミトコン
ドリア抗体がいずれも陰性。

　治療法は、断酒や節酒が基本になります。それで

も断酒が守れない場合には、肝硬変へと進行します。

肝硬変まで進行した場合でも、アルコールが原因の

肝硬変では断酒を継続することで肝硬変が改善する

事もあり、断酒の継続が必要です。断酒には強い意

志が必要であり、家族や周囲の人々の協力も必要と

なります。断酒が守れず、社会生活に支障をきたす

ようになるとアルコール依存症が疑われます。その

場合には専門機関での診察や治療が必要となります。

アルコールと上手く付き合うコツ

　最初に述べたように自分にとって適量となる飲酒

量を守ることが大切です。その他に上手く付き合う

ためのいくつかのコツを紹介します。

１．食事を摂りながら、適量をゆっくりと飲む。

２．強い酒は薄めて飲む。

３．週に２日は休肝日を作る。
（可能であれば２日間続けて）

４．他人への無理強いやイッキ飲みは避ける。

５．キリなく長時間飲酒し続けない。

６．肝臓などの定期検査を受ける。

さいごに

　肝臓は沈黙の臓器と言われ、病気が進行して初め

て自覚症状が出現します。ウイルス性肝炎は、新し

い治療により完治が期待できるようになりウイルス

性肝炎からの肝がんの発生率は低下してきており、

代わりにウイルス性肝炎以外の原因からの肝がんが

増える傾向となってきています。飲酒による発がん

のリスクは、肝臓だけでなく食道がん、咽頭喉頭が

ん、胃がん、直腸がんが知られており、膵炎の原因

にもなります。いずれも適量の飲酒を守る事で、予

防できます。現在コロナ禍にあり大勢の人と談笑し

ながら飲酒できる機会はまだ難しい状態です。自宅

でも楽しいお酒を適量飲まれる事をお勧めします。

　

http://www.ok-tsurumi.com/TEL 0977－23－7111（代表）　FAX 0977－23－7884

体内におけるアルコールの代謝

アルコール アセトアルデヒド

水

二酸化炭素

酢酸

ミクロゾームエタノール酸化系

アルコール脱水素酵素 アルデヒド脱水素酵素
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はじめに

　酒は百薬の長と言われますが、アルコールの飲み

過ぎは、いろいろな病気の原因となりえます。特に

肝臓の病気が最も頻度が高く、アルコール性肝障害

は飲酒量と飲酒期間に比例して起こりやすく重症化

します。しかし自分の意思で飲酒量を自制できれば、

肝障害を予防する事も可能な点が他の肝臓の病気と

大きく異なる点です。年齢、体重、性別により個人

差がありますが、適量の飲酒量が守れれば、全く飲

酒しない人と比較して心筋梗塞などの冠動脈疾患の

死亡率が低くなるとの報告もあり、自分にとって適

量となる飲酒量を守ることがお酒とうまく付き合え

るコツと言えます。

アルコールの代謝

　アルコールを摂取すると胃から約20％が小腸か

ら残りの約80％が吸収されます。その後ほとんど

が肝臓に運ばれて処理されます。アルコールは分解

されてアセトアルデヒドを経て酢酸へと分解されて、

最終的には水と二酸化炭素に分解されて尿や汗、呼

気中に排泄されます。

　この代謝で問題となるのが、アセトアルデヒド 

という成分です。人体にとっては猛毒であり、頭痛

や吐き気、動悸、顔面紅潮の原因となります。お酒

を飲むと顔が赤くなったり、飲みすぎて翌日に二日

酔いになる原因は分解し切れなかったアセトアルデ

ヒドによるものです。日本人の約40％は遺伝的に

このアセトアルデヒド脱水素酵素の一部が欠損して

いたり、活性が弱いために西洋人と比較して、アセ

トアルデヒドの分解が十分にできない為、お酒に弱

い体質となっています。二日酔いの症状は、飲み過

ぎによる体からの危険信号でもあるわけです。

　肝臓は体に有害な物質を解毒する働きも担ってお

り、このアセトアルデヒドを分解するために脂肪の

分解を抑制し肝臓に中性脂肪の蓄積を起こします。

過剰な飲酒を続けるとアルコール性脂肪肝になりま

す。さらに飲酒を続けるとアルコール性肝炎や肝硬

変になる可能性があります。

アルコールの適量

　厚生労働省が推奨する国民健康づくり運動「健康

日本21」によると節度ある適度な飲酒量を純アル

コールで１日あたり平均約20g程度としており、男

性では約40g以上、女性では約20g以上を摂取する

と生活習慣病のリスクが高まるとしています。

　また常習飲酒家は、１日平均純アルコール60g以

上、大酒家は、１日平均純アルコール100g以上で

５日間以上継続と定義されています。

　今までは、アルコールは％表示でしたが厚生労働

省の要望により酒類大手各社は度数と共に今後グラ

ム量を容器に表示する予定となっています。

　例えば１日に缶ビール１本と焼酎20度２合を毎

日飲む場合の純アルコール摂取量を上に示した表を

使って計算してみましょう。

　１日のアルコール摂取量は

　　　20g　　+　　29g　　×　２（合）　= 78g
　 （缶ビール１本）　（焼酎20度１合）　  

　１年では

　 　 78g　×　365日　＝　28,470g

　となります。

　この飲酒週間を約36年続けると28,470g×36年

＝1,024,920gと1トンを超えてしまいます。

　生涯の飲酒量が１トンを超えると肝がんを発症す

る可能性が高くなると報告されています。

　代表的なアルコール含有量を表に示しました。毎

日晩酌される方は、一度計算されることをお勧めし

ます。

　純アルコールを正確に計算するには下記の式で計

算できます。

　酒の量（ml）×度数または％

    　１００×比重（０.８）       
＝純アルコール量（g）

　またアルコールを分解する速度は、性別、年齢、

体重によって個人差がありますが、男性では約１時

間で９g、女性で6.5g程度です。日本酒１合を分解

するのに２時間以上かかる計算になります。個人が

分解できる以上のアルコールを摂取すると血中のア

ルコール濃度が高くなり、脳内のアルコール濃度も

上昇し酔った状態となります。

　血中のアルコール濃度（％）は

〔飲酒量（ml）×アルコール度数（％）〕

〔８３３（体重１kgあたりの平均血液量）×体重（kg）〕

で計算されます。

　血中のアルコール濃度が0.10未満であれば爽快

～ほろ酔いの状態です。個人差がありますがアル

コール量では20g～25g程度の飲酒量が相当します。

0.31～0.4程度では酩酊状態。0.41～0.5程度は昏

睡状態となります。やはり節度ある飲酒量は１日あ

たり平均約20gが望ましいと言えます。

アルコールと肝臓病

　アルコールを過剰に摂取すると肝臓に脂肪が蓄積

してほぼ100％脂肪肝になります。更に飲み続けれ

ばアルコール性肝炎になり重症化すれば死亡するこ

ともあります。更に飲み続けると肝硬変となります。

肝硬変まで進行すると回復は困難となる場合があり

ます。

　肝機能障害があるかどうかは、採血にて判断しま

す。一般にアルコールによる肝障害の場合には、

AST（GOT）がALT（GPT）と比べてより高値と

なりγGTPの上昇が見られるのが特徴的です。ア

ルコール性脂肪肝の場合には、飲酒量を減らしたり、

休肝日（お酒を飲まない日）を作ったり、体重を減

量する事で改善しますが、飲酒を継続するとアル

コール性肝炎に進行します。

アルコール性肝障害の診断には
以下の基準を満たす場合に診断されます。
１．過剰の飲酒：１日のアルコール摂取量が60g以
上、５年以上の飲酒が続く。
（女性の場合には、40gでも起こり得る。）

２．禁酒によりAST、ALT、γGTPが明らかに改善
する。

３．肝炎ウイルスマーカー、抗核抗体、抗ミトコン
ドリア抗体がいずれも陰性。

　治療法は、断酒や節酒が基本になります。それで

も断酒が守れない場合には、肝硬変へと進行します。

肝硬変まで進行した場合でも、アルコールが原因の

肝硬変では断酒を継続することで肝硬変が改善する

事もあり、断酒の継続が必要です。断酒には強い意

志が必要であり、家族や周囲の人々の協力も必要と

なります。断酒が守れず、社会生活に支障をきたす

ようになるとアルコール依存症が疑われます。その

場合には専門機関での診察や治療が必要となります。

アルコールと上手く付き合うコツ

　最初に述べたように自分にとって適量となる飲酒

量を守ることが大切です。その他に上手く付き合う

ためのいくつかのコツを紹介します。

１．食事を摂りながら、適量をゆっくりと飲む。

２．強い酒は薄めて飲む。

３．週に２日は休肝日を作る。
（可能であれば２日間続けて）

４．他人への無理強いやイッキ飲みは避ける。

５．キリなく長時間飲酒し続けない。

６．肝臓などの定期検査を受ける。

さいごに

　肝臓は沈黙の臓器と言われ、病気が進行して初め

て自覚症状が出現します。ウイルス性肝炎は、新し

い治療により完治が期待できるようになりウイルス

性肝炎からの肝がんの発生率は低下してきており、

代わりにウイルス性肝炎以外の原因からの肝がんが

増える傾向となってきています。飲酒による発がん

のリスクは、肝臓だけでなく食道がん、咽頭喉頭が

ん、胃がん、直腸がんが知られており、膵炎の原因

にもなります。いずれも適量の飲酒を守る事で、予

防できます。現在コロナ禍にあり大勢の人と談笑し

ながら飲酒できる機会はまだ難しい状態です。自宅

でも楽しいお酒を適量飲まれる事をお勧めします。

　

お酒の種類とアルコール量
お酒の種類 お酒の量 アルコール度数 純アルコール量（約）

ビ ー ル

ビ ー ル

焼 　 酎

焼 　 酎

日 本 酒

酎 ハ イ

ウ イ ス キ ー

ワ イ ン

３５０ml

５００ml

１合（１８０ml）

１合（１８０ml）

１合（１８０ml）

３５０ml

ダブル（６０ml）

グラス（２００ml）

５％

５％

２０％

２５％

１５％

７％

４３％

１２％

１４g

２０g

２９g

３６g

２２g

２０g

２０g

１９g
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はじめに

　酒は百薬の長と言われますが、アルコールの飲み

過ぎは、いろいろな病気の原因となりえます。特に

肝臓の病気が最も頻度が高く、アルコール性肝障害

は飲酒量と飲酒期間に比例して起こりやすく重症化

します。しかし自分の意思で飲酒量を自制できれば、

肝障害を予防する事も可能な点が他の肝臓の病気と

大きく異なる点です。年齢、体重、性別により個人

差がありますが、適量の飲酒量が守れれば、全く飲

酒しない人と比較して心筋梗塞などの冠動脈疾患の

死亡率が低くなるとの報告もあり、自分にとって適

量となる飲酒量を守ることがお酒とうまく付き合え

るコツと言えます。

アルコールの代謝

　アルコールを摂取すると胃から約20％が小腸か

ら残りの約80％が吸収されます。その後ほとんど

が肝臓に運ばれて処理されます。アルコールは分解

されてアセトアルデヒドを経て酢酸へと分解されて、

最終的には水と二酸化炭素に分解されて尿や汗、呼

気中に排泄されます。

　この代謝で問題となるのが、アセトアルデヒド 

という成分です。人体にとっては猛毒であり、頭痛

や吐き気、動悸、顔面紅潮の原因となります。お酒

を飲むと顔が赤くなったり、飲みすぎて翌日に二日

酔いになる原因は分解し切れなかったアセトアルデ

ヒドによるものです。日本人の約40％は遺伝的に

このアセトアルデヒド脱水素酵素の一部が欠損して

いたり、活性が弱いために西洋人と比較して、アセ

トアルデヒドの分解が十分にできない為、お酒に弱

い体質となっています。二日酔いの症状は、飲み過

ぎによる体からの危険信号でもあるわけです。

　肝臓は体に有害な物質を解毒する働きも担ってお

り、このアセトアルデヒドを分解するために脂肪の

分解を抑制し肝臓に中性脂肪の蓄積を起こします。

過剰な飲酒を続けるとアルコール性脂肪肝になりま

す。さらに飲酒を続けるとアルコール性肝炎や肝硬

変になる可能性があります。

アルコールの適量

　厚生労働省が推奨する国民健康づくり運動「健康

日本21」によると節度ある適度な飲酒量を純アル

コールで１日あたり平均約20g程度としており、男

性では約40g以上、女性では約20g以上を摂取する

と生活習慣病のリスクが高まるとしています。

　また常習飲酒家は、１日平均純アルコール60g以

上、大酒家は、１日平均純アルコール100g以上で

５日間以上継続と定義されています。

　今までは、アルコールは％表示でしたが厚生労働

省の要望により酒類大手各社は度数と共に今後グラ

ム量を容器に表示する予定となっています。

　例えば１日に缶ビール１本と焼酎20度２合を毎

日飲む場合の純アルコール摂取量を上に示した表を

使って計算してみましょう。

　１日のアルコール摂取量は

　　　20g　　+　　29g　　×　２（合）　= 78g
　 （缶ビール１本）　（焼酎20度１合）　  

　１年では

　 　 78g　×　365日　＝　28,470g

　となります。

　この飲酒週間を約36年続けると28,470g×36年

＝1,024,920gと1トンを超えてしまいます。

　生涯の飲酒量が１トンを超えると肝がんを発症す

る可能性が高くなると報告されています。

　代表的なアルコール含有量を表に示しました。毎

日晩酌される方は、一度計算されることをお勧めし

ます。

　純アルコールを正確に計算するには下記の式で計

算できます。

　酒の量（ml）×度数または％

    　１００×比重（０.８）       
＝純アルコール量（g）

　またアルコールを分解する速度は、性別、年齢、

体重によって個人差がありますが、男性では約１時

間で９g、女性で6.5g程度です。日本酒１合を分解

するのに２時間以上かかる計算になります。個人が

分解できる以上のアルコールを摂取すると血中のア

ルコール濃度が高くなり、脳内のアルコール濃度も

上昇し酔った状態となります。

　血中のアルコール濃度（％）は

〔飲酒量（ml）×アルコール度数（％）〕

〔８３３（体重１kgあたりの平均血液量）×体重（kg）〕

で計算されます。

　血中のアルコール濃度が0.10未満であれば爽快

～ほろ酔いの状態です。個人差がありますがアル

コール量では20g～25g程度の飲酒量が相当します。

0.31～0.4程度では酩酊状態。0.41～0.5程度は昏

睡状態となります。やはり節度ある飲酒量は１日あ

たり平均約20gが望ましいと言えます。

アルコールと肝臓病

　アルコールを過剰に摂取すると肝臓に脂肪が蓄積

してほぼ100％脂肪肝になります。更に飲み続けれ

ばアルコール性肝炎になり重症化すれば死亡するこ

ともあります。更に飲み続けると肝硬変となります。

肝硬変まで進行すると回復は困難となる場合があり

ます。

　肝機能障害があるかどうかは、採血にて判断しま

す。一般にアルコールによる肝障害の場合には、

AST（GOT）がALT（GPT）と比べてより高値と

なりγGTPの上昇が見られるのが特徴的です。ア

ルコール性脂肪肝の場合には、飲酒量を減らしたり、

休肝日（お酒を飲まない日）を作ったり、体重を減

量する事で改善しますが、飲酒を継続するとアル

コール性肝炎に進行します。

アルコール性肝障害の診断には
以下の基準を満たす場合に診断されます。
１．過剰の飲酒：１日のアルコール摂取量が60g以
上、５年以上の飲酒が続く。
（女性の場合には、40gでも起こり得る。）

２．禁酒によりAST、ALT、γGTPが明らかに改善
する。

３．肝炎ウイルスマーカー、抗核抗体、抗ミトコン
ドリア抗体がいずれも陰性。

　治療法は、断酒や節酒が基本になります。それで

も断酒が守れない場合には、肝硬変へと進行します。

肝硬変まで進行した場合でも、アルコールが原因の

肝硬変では断酒を継続することで肝硬変が改善する

事もあり、断酒の継続が必要です。断酒には強い意

志が必要であり、家族や周囲の人々の協力も必要と

なります。断酒が守れず、社会生活に支障をきたす

ようになるとアルコール依存症が疑われます。その

場合には専門機関での診察や治療が必要となります。

アルコールと上手く付き合うコツ

　最初に述べたように自分にとって適量となる飲酒

量を守ることが大切です。その他に上手く付き合う

ためのいくつかのコツを紹介します。

１．食事を摂りながら、適量をゆっくりと飲む。

２．強い酒は薄めて飲む。

３．週に２日は休肝日を作る。
（可能であれば２日間続けて）

４．他人への無理強いやイッキ飲みは避ける。

５．キリなく長時間飲酒し続けない。

６．肝臓などの定期検査を受ける。

さいごに

　肝臓は沈黙の臓器と言われ、病気が進行して初め

て自覚症状が出現します。ウイルス性肝炎は、新し

い治療により完治が期待できるようになりウイルス

性肝炎からの肝がんの発生率は低下してきており、

代わりにウイルス性肝炎以外の原因からの肝がんが

増える傾向となってきています。飲酒による発がん

のリスクは、肝臓だけでなく食道がん、咽頭喉頭が

ん、胃がん、直腸がんが知られており、膵炎の原因

にもなります。いずれも適量の飲酒を守る事で、予

防できます。現在コロナ禍にあり大勢の人と談笑し

ながら飲酒できる機会はまだ難しい状態です。自宅

でも楽しいお酒を適量飲まれる事をお勧めします。

　

治癒 軽快
肝線維症

肝硬変

断酒・節酒
90％～100％

連続飲酒にて　　10％～20％ 飲酒継続にて　　10％～30％

飲酒継続にて30％～40％

重症化
断酒

断酒

断酒

飲酒による肝臓の病気の進展
アルコール過剰摂取

脂肪肝

アルコール性肝炎

肝がん死亡
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「病気予防」「健康寿命」の鍵は腸内環境にあり！！
あなたの腸内環境を検査してみませんか？

TEL:0977－23－7112（代表）　FAX 0977－23－7976 http://www.ok-kenkou.com/

　「腸内フローラ」という言葉を聞いた事がありま
すか？　腸内フローラとは、腸内に生息する常在
細菌の集合体で、私たちの腸内には約100兆匹の
細菌が住み着いています。
　近年、「腸内フローラ」が私たちの健康に密接
に関係している事が研究で解明されており、腸内
フローラの乱れにより様々な病気にかかる危険が
高まることも分かってまいりました。（腸炎、大
腸がん、乳がん、肥満、アレルギー、動脈硬化、
糖尿病、自閉症など）ご自身の腸内フローラバラ
ンスを知り、自分にあった生活習慣の改善をする
ことが重要です。
□ 下痢や便秘などお腹の悩みでお困りの方
□ 糖尿病、アレルギー等の疾患をお持ちの方
□ お肌のトラブルをかかえている方
□ なかなかダイエットが成功しない方

　設問に心当たりがあれば、「腸内フローラ」が関係
しているかもしれません。一度ご自身の腸内フ
ローラを調べてみませんか？
　腸内フローラ検査でわかることは、腸内フロー
ラスコア判定・健康長寿菌・大腸がん関連菌の割
合・ダイエット・美容。
　まずは自分自身の腸内フローラスコアを把握し
ましょう。検査結果をもとにご自身の生活習慣を
見直すことで様々な病気にかかるリスクを減らす
ことができます。
　太りやすさ・菌の多様性（菌の種類の多さ）・
腸内フローラバランス・健康維持、増進に関わり
の深い菌なども調べることができ、検査結果を参
考に今後の健康維持・増進に役立てることが可能
です。

※「腸内フローラ検査」は、健診日以外でもお申し込みいただけます。
　詳しくは、当センター（TEL 0977-23-7112）へお問い合わせください。腸内フローラ検査

自宅で簡単に受けられる検査です

腸内フローラ検査の結果項目
１．腸内環境の判定
２．大腸画像検査おすすめ度
３．腸内細菌の種類の多さ
４．健康長寿菌判定
５．腸内細菌の組成
６．多様性指標
７．短鎖脂肪酸指標（肥満、代謝、免疫に関連）
８．腸管免疫指標
９．口腔常在菌指標
10．ダイエット・美容の項目
11．お悩みと改善ポイント
12．“腸活”について管理栄養士からのコメント

１ 詳細説明
健診の際にサービスの詳細な説明をいたします。

２ 自宅で採便
ご自宅で検査キットを使って便を採取します。

３ ポストに投函
採便したキットを同封の返信用封筒に入れて
ポストに投函します。

４ 検査結果受取り
約６週間後に、当センターより検査結果を
ご自宅に郵送します。

検査結果イメージ（一部）

腸内フローラ検査費用 18,700円（税込）

７月１日～９月30日まで

11,000円（税込）
サマーキャンペーン

※検査キットお渡し後は返金できかねますのでご了承ください。
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http://www.ok-chezmoi.com/

石仏公園　臼杵市
国宝である臼杵石仏に隣
接する農村集落の風景が
広がるのどかな公園。朝８
時～９時ごろピークとなる
蓮の開花を見る為に早朝
より多くの見学者が訪れ
ている。蓮の他、芝桜、秋桜
と春～秋にかけて色鮮や
かな花を観賞できる。

稲積鍾乳洞　豊後大野市　
全国名水百選の清流白
山川の上流にある日本
最大級の水中鍾乳洞。約
８万５千年前の阿蘇大噴
火で水没したとされ、観
光できる範囲よりさらに
奥まで水中洞が続いて
いる。また周辺には観光
施設が整備されている。

　新型コロナウイルスのワクチン接種が全国的
に喫緊の課題となっており、高齢者施設でも早
期の対応が各地で進んでいます。別府市では４
月15日より高齢者施設を対象にワクチン接種が
開始され、シェモア鶴見でも開始初日より入所
者を対象としての集団接種を実施しました。入
所者の平均年齢が87歳（令和３年４月現在）と非常
に高齢化が進んでおり、認知症など重度の介護
を要する状態の方も増えていることから、副反
応や緊急時の対応、事故防止についてシミュ
レーションを行い、実施しました。

集団接種を行いました

　接種前より本人及び家族への事前説明・同意確認
を行う他、併設医療機関の鶴見病院と接種後の副反
応や体調不良時の救急受診について連携を図りまし
た。医師やスタッフの配置や接種場所の選定、対象
者の日程調整を行いました。また接種後の体調の変
化に対する対策など事前に準備する要素を手探りで
検討しつつ、５月中に入所者の２回接種を終了する
ことが出来ました。幸い、著しい副反応を発症する
方もおらず、また現時点まで感染者が発生しない状
況を維持することが出来てスタッフ一同安心してい
ます。
　今後も新規入所者の受入時のワクチン接種状況の
確認や、感染拡大防止の対策について継続して取り
組む課題があります。現在も感染拡大防止の観点か
ら、直接面会は行われておらず、リモートによる面
会を実施しています。これからも利用者とご家族が
繋がりを持てるような機会を増やし、一日でも早く
日常を取り戻せることがスタッフ一同の願いです。
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生活習慣病が気になる人への 今月の一品

高尿酸血症 ＤＮＡやＲＮＡなどの核酸に骨格を構成する重要な素材がプリンと呼ばれる
化合物で、いくつかの種類がある為プリン体と総称されます。体内で不要に

なったプリン体は肝臓で尿酸に変換されて尿中に排泄されます。高尿酸血症は痛風や尿路結石の原
因となります。また動脈硬化や心筋梗塞の原因となることも示唆されています。

プリン体目安摂取量

ゴーヤチャンプルー
材料（2人分）
1人分 297kcal・塩分 1.6ｇ・プリン体 44.9㎎

1日
400㎎※

例えば

朝食
50㎎

昼食
100㎎

夕食
250㎎+ +

※高尿酸血症・痛風の治療ガイドライン（第3版）より

食品のプリン体含有量（100ｇ当たり）

※高尿酸血症・痛風の治療ガイドライン（第3版）より

極めて多い（300㎎～）
鶏レバー、干物（マイワシ）、白子（イサキ、フグ、たら）、あんこう（肝酒蒸し）、
太刀魚、健康食品（ＤＮＡ/ＲＮＡ、クロレラ、ローヤルゼリー）など
多　い（200～300㎎）
豚レバー、牛レバー、カツオ、マイワシ、オキアミ、
大正エビ、干物（マアジ、サンマ）など
中等度（100～200㎎）
肉（牛、豚、羊）類の多くの部位や魚類、
ほうれん草（芽）、ブロッコリースプラウト
少ない（50～100㎎）
肉類の一部（牛、豚、羊）魚類の一部、加工肉類、
ほうれん草（葉）、カリフラワー
極めて少ない（～50㎎）
野菜類全般、米などの穀類、卵（鶏・うずら）、
乳製品、豆類、きのこ類、豆腐など

プリン体の過剰摂取を減らす食事の4つのポイント
１．プリン体の多い食品を控える
２．プリン体の少ない食品をうまく取り入れる
３．鍋物やラーメンの汁を飲み干さない（プリン体は水に溶けやすい
　　　ので、プリン体を多く含む肉や魚からとったスープにも注意が必要です。）
４．食事全体のバランスを大切に

豚肉でなく魚肉ソーセージを使うことでプリン体を
控え、豆腐のかわりに厚揚げを使うことで水切りの
必要がなく、炒める際も崩れる心配がないです。

厚揚げ・・・・・1枚（150ｇ）
魚肉ソーセージ・1本（　70ｇ）
ゴーヤ・・・・1/2本（100ｇ）
卵・・・・・・・2個（100ｇ）
油・・・・大さじ1杯（　9ｇ）
調味料・顆粒だし・小さじ1杯（　2.5ｇ）
塩・コショウ・・・・少々

＃エール飯いただきました！
　昨年３月18日より「美

　う　

味
　ま　

いはコロナに負けない。」というコンセプト
で大分県別府市から始まり全国に広まった＃エール飯。今回地元の飲食
店から医療事業者へのエール飯として素敵なお弁当をいただく機会がありました。
　今回頂いたのは、イタリアン「北浜Casa」、洋食店「balena(バレーナ)」、旬の店「あうん」の皆様か
らです。代表でお弁当をお持ちいただいた首藤様からそれぞれお店の特徴にこだわった美味しいお弁当
30個を５月17日をはじめに７日間、無償にて提供していただきました。当会からはお弁当を受け取っ
た増田看護部長より、「地元の方から力強い応援を頂き感謝しています」と感謝の気持ちを伝えました。
　新型コロナウイルスの猛威が続き、日本全国の皆さんが頑張っているなか、医療の現場で働く私たち
に対して地元の人からこのような熱い応援を頂き大変ありがとうございました。

増田看護部長が受け取りました Casaオーナシェフの首藤様スタッフで美味しく頂きました

頂いたエール飯

食事療養科 科長　丸　尾　　　恵
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ビーコンプラザ

市役所

別府公園 鶴見丘高校

緑丘小学校

中部中学校

実相寺サッカー
競技場

鶴見台中学校

別府駅

流
川
通
り

富
士
見
　
通
り

JR日豊本線

九
州
横
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　記事でもお伝えした＃エー

ル飯、非常に美味しそうなメ

ニューで取材した私も「食べ

たい！」と思う内容でした。

　お取り寄せやテイクアウト

の種類も全国的に増えており、

個人的にも色々挑戦してみた

いと思いました。（M.M）

５月の健診/受診結果
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受診者数総合計
1,707名

（うちJA 472名）
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《５月健診》
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編集後記

　新型コロナウイルス感染症の影響が全国的に拡大する中、感染への不安から感染した
方や感染症に関わる方、また、それらの関係者の方などへの誹謗・中傷、差別的な取扱
いといった行為が報告されています。
　感染症の収束が見通せない中、私たちは目に見えないウイルスに対し、強い不安やお
それを感じ、感染症に関わる方たちを過剰に避けようとして、差別的な行動をとってし
まう場合があります。
　このような行動は、感染が疑われる方に受診をためらわせ、結果的に感染が拡大する
という負の連鎖を引き起こしてしまう可能性があります。
　いかなる場合であっても、不当な差別、偏見、誹謗・中傷、いじめ等は人権を侵害す
るものであり、決して許されません。
　誰もがウイルスに感染したくはありませんが、誰にでも感染は起こりうることです。
あなたやあなたの大切な人も感染するかもしれません。
　もし感染したら、あなたならどのように接してほしいと思うでしょうか。
　感染拡大を防ぐためには、手洗いや咳エチケットなどの基本的な感染防止対策と同じ
ように、誹謗・中傷や差別的な取扱いの感染を防ぐことが大切です。
　県民の皆さまには、不確かな情報に惑わされて人権侵害につながることがないよう、
公的機関が発表する正しい情報に基づいて、人権に配慮した冷静で適切な行動をお願い
します。一人ひとりがお互いを思いやる気持ちを持ちましょう。

～お互いを思いやる気持ちを大切に！～

新型コロナウイルス感染症に関する
偏見や差別をなくしましょう

◯みんなの人権110番
TEL：0570-003-110（平日　8:30～17:15）
◯インターネット相談
URL：https://www.jinken.go.jp/
◯法務省人権相談ホームページ
URL：http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken02_00022.html

～　人権に関する相談はこちら　～

大
分
県

法
務
省

人権尊重・部落差別解消推進部
TEL：097-506-3181（平日　8:30～17:15）
【新型コロナ人権相談専用ダイヤル】
E-mail：a13710@pref.oita. lg. jp
※E-mailでの相談の場合、相談を受けてからお答えするまで、
　多少日数を要する場合があります。


