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新
年
の
ご
あ
い
さ
つ

新別府病院　病院長　

泊　一 秀

　皆様には新たな気持ちで新年を迎えられたことと存じます。昨年当

院に賜りましたご厚情に感謝するとともに本年が皆様にとりまして希望

ある年であることを祈念しております。

　昨年は年頭から中国武漢での謎の肺炎のニュースが報道されていま

した。“対岸の火事”のように他人事と感じていましたが、2月になると横浜

にクルーズ船が入港して以来、ニュースはコロナ一色になっていました。

ついに3月には大分県にも襲来し、4月には全国で緊急事態宣言が発せ

られました。幸いなことに4月後半からの3か月は大分県での発生はなく

平穏な日々が過ぎましたが、7月28日から第二波が襲来し、別府でもクラ

スターが発生しました。その後、発生は１か月間なかったのですが、11

月になると第三波が襲来し、大分県も多数発生し、別府の発生者数も増

加しながら年末を迎えました。当院も2月から外来・救命救急センター

での対応に当たっていましたが、12月になり県の要請に従い入院の対応

も始めました。令和2年は国民すべてが自粛と忍耐、不安の中で生活し

たといえます。当院もコロナ感染対策を十分に行い、職員、入院患者さ

んからの発生をしないように気を付けながら救急医療・日常診療を

行ってきました。12月からイギリス、アメリカでワクチンの接種が始まっ

たというニュースが飛び込んできました。コロナに対応できる有効な

手段が入手できるという大きな希望が湧いてきたといえます。この状況

がいつまで続くのかという忍耐が求められてきましたが、日本でも今年

にはワクチンの使用が開始されるので、コロナウイルス感染症の収束を

迎えることができると新年を迎え、明るい希望を持つことができます。

　医療を取り巻く情勢は国の財政難などの影響、働き方改革の待ったな

しの対応、コロナ対応と厳しい状況と考えられますが、新別府病院は地

域医療支援病院、救命救急センターを有する病院として地域の医療を

支えて行く所存です。病院のモットーである科学する心をもって「安

心、安全な医療、最良の医療」をさらに供給していくよう新年を迎え、心

を新たにしております。

　今年も患者さん、地域住民・地域医療機関の皆様のご期待に添う良

質な医療を提供できるよう職員一同一丸となって、なお一層努力をして

まいります。本年も皆様方のご支援とご協力をよろしくお願い申し上げ

ます。

　すべての人が、自由で自粛もない、落ち着いた生活を一日も早く取り戻

せることを心よりお祈り申し上げます。

新年あけましておめでとうございます。
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運動療法 ①　（前号からの続き）

　この世にはEIM：Exercise Is Medicine つまり、「運動は治療法」という言葉があります。
『糖尿病診療ガイドライン2019』には、運動療法の適応がある人（メディカルチェックを受け
て運動療法を許可された糖尿病患者さん）
は、有酸素運動やレジスタンス運動（筋トレ）
が有効で、組み合わせるとさらに有効であるこ
と、運動強度は中強度、週に150分以上、週3
回以上、レジスタンス運動（筋トレ）は連続し
ない日程で週２～３回が良いとしています図２）。

　EIM：「運動は治療法」の考え方の源流は2600年前の古代インドのインダス文明の時代
にすでに、かなり現在にも通用する形で存在していました。
　スシュルタ（Susruta 紀元前600年 古代ベナレス大学の医学部の先生図３））
が、現代にもかなり通用する運動療法の基本方針を我 に々残しています。
①運動療法は「患者の耐久力の半分の運動強度（中強度）で」行う１）

②「プラメハ（軽症の糖尿病）は食事処方と組合わせた運動処方が有効
であるが、マフメハ（重症の糖尿病）は運動処方をしてはいけない」１）

③「高強度の激しい運動はかえって様 な々病気を引き起こす」２）

古代インドには現代の糖尿病治療ガイドライン2019にも通じる大切な知恵
がすでに記録されているようにも見えてきます。特に①はそのままです。

　また、「ヒポクラテスの誓い」で有名なヒポクラテス（紀元前460-370 ）図４）はウォーキング好
きで、患者さんに詳細なウォーキングの処方をしたことが記録されています３）。そして、運動
療法の効果については「骨と筋肉に良い影響をもたらすこと、体温調節機能を高めること、

消化器と関連があること、疲労への耐久性を向上させること」４）

を指摘しています。

　ヒポクラテスや表１）の布井清秀先生が述べた運動効果については、最近も「古くて今なお
新しい」知見が報告されています。
　次号では、＜がんと糖尿病＞＜がんと運動＞＜うつと糖尿病＞＜うつと運動＞＜認知症と糖
尿病＞＜認知症と運動＞についてお隣の福岡県のデータも交えてお話しをしたいと思います。

糖尿病こぼれ話
４

EIM：Exercise Is Medicineという言葉知ってますか？

運動療法の源流①ベナレスのスシュルタ

Vol.

内分泌・代謝内科　泊　 秀 史

運動療法の源流②コスのヒポクラテス図４）

図４）

メタボの解消
サルコペニアの予防
骨粗鬆症の予防
動脈硬化予防
うつ状態の改善

10000歩
8000歩
7000歩
6000歩
5000歩
4000歩 認知症・閉じこもりの防止

1日の歩数と期待される効果

ウォーキングには次のような様々な効果があります。

表１）聖マリア病院
糖尿病治療教育入院テキスト「システムつばさ」p32布井清秀ら

メディカルチェックのすすめ
　600年前のスシュルタ先生が指摘したように、特に高強度の運動は免疫機能への影響を考慮しない
といけません。高血糖を放置していると免疫機能が低下するため、運動にチャレンジする前には血糖管
理が重要になります。
　糖尿病治療中の方は事前のメディカルチェックをおすすめします。糖尿病の合併症、整形外科疾患、
心疾患の確認を糖尿病外来でお手伝いいたします。
　糖尿病自律神経障害の強い方（起立性低血圧、無自覚低血糖）、糖尿病網
膜症（全増殖網膜症以上）、糖尿病腎症３期以上の方はバルサルバ運動を避
ける等、運動に制限がありますので注意が必要です。ただし、腎不全の患
者さんの運動療法は有効でガイドラインがあります。
　運動療法は食事療法や薬物療法と同じで、「あなただけの」楽しく実行可
能な運動計画を立てるところから始まります。最近の情勢からはなかな
か仲間や大勢の人と運動することは難しいですが、おうちでテレビ体操や
スローストレッチなど、ゆっくりできることから始めるのがコツです。
　糖尿病外来ではメディカルチェック、運動強度、頻度、靴選び、ロコモ度チェックをお手伝いいたします
ので、糖尿病外来［毎週火・水曜日／泊（とまり）外来］にお気軽にご相談ください。

次号につづく

図２）

図３）
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まままままちち お さん
新別府病院の登録医として連携をとっている地域（別府市をはじめ日出、杵築、国東など
県北まで）の先生方にご登場いただき、病院の紹介をしていただくコーナーです。

患者さま

地域の
かかりつけ医 新別府病院

医療連携

紹介します!

診療時間

15：00～18：00

月 火 水 木 金 土
9：00～13：00 ● ● ● ● ●

●● ● ● ●

米 飯　150ｇ

たんぱく質32ｇ　塩分2.7ｇ

秋葉通り

ゆ
め
タ
ウ
ン

流川通り

鳴海
クリニック

マルショク

とらや

ローソン

寿温泉
サ
ザ
ン
ク
ロ
ス

　トマト缶で簡単トマト鍋の紹介です。

しょうゆ味やみそ味の鍋に飽きたらチャ

レンジしてみてください。しめはパスタ

やリゾットにしておいしく食べられます。

魚介のトマト鍋
※材料は2人分、写真は1人前です。

　 ［ 1人前（1食）：エネルギー 520kcal ］
鯛…………………
生鮭………………
エビ………………
ほたて貝柱………
キャベツ…………
深ねぎ……………
水菜………………
えのき茸…………
トマトホール缶…
コンソメ…………
白ワイン…………
塩…………………
こしょう…………
粉チーズ…………

40ｇ（2切）
60ｇ（2切）
20ｇ（2匹）
40ｇ（2ヶ）
120ｇ
40ｇ（1本）
40ｇ（1束）
40ｇ（1/2束）
200ｇ（1/2缶）
4ｇ（固形1個）
大さじ2
ミニ2/3
少々
適宜

80ｇ（4枚）

40ｇ（1本）
適宜
適宜
小さじ1
少々

小さじ2
少々
適宜

① 魚はソギ切り、エビは殻付きのままよく洗い、
　 熱湯にくぐらせておく。

② キャベツはザク切り、深ねぎは大きめに斜め
　 切り、水菜は長めにカットする。えのき茸は
　 根元を切り、洗って大きめにほぐしておく。

③ 鍋にトマト缶の汁とコンソメ、水（適宜）を入
　 れてひと煮立ちさせ、①と白ワインを加え、煮
　 立ったら②の野菜を加える。

④ 鍋が煮立ったらザク切りにしたトマトを加え
　 て塩、こしょうで味を調え、最後に粉チーズを
　 ふる。

① 生しいたけはグリルで焼いてソギ切りにする。

② Ａを深めの皿に入れ、軽くラップをしてレンジ
　 600Ｗで2分ほど蒸して、冷めたらほぐしておく。

③ ①と②を合わせ、ポン酢、ゆず胡椒で和える。

④ 盛り付けて小葱を天盛りにする。

材料（2人分）

焼きしいたけとささみの
ゆず胡椒和え

生しいたけ

ささみ
生姜
深ねぎ
酒
塩

ポン酢
ゆず胡椒
小葱

材料（2人分）

　別府で50年以上皮膚科として開業してきた先代から、平成30年3月にクリニックを
引き継ぎ、消化器を中心とした内科と外科を診療科に加えリニューアルオープンいた
しました。消化器疾患だけではなく、高血圧や糖尿病・高脂血症など一般内科を中
心に診療をしております。スタッフとともに患者様の気持ちに寄り添い、温もりのあ
る診療を行ってまいります。皆様に信頼される医療を提供しながら、何でも気軽に相
談できるかかりつけ医として、地域の方々の健康維持と改善にお役に立てればと思っ
ております。
　今まで別府はもとより県内での職歴もなく、継承したての頃はどの病院に紹介した
らよいのかと不安もありましたが、新別府病院の先生方には大変良くしていただき、
感謝申し上げます。
　新型コロナウイルス感染数拡大に伴い、病診連携がますます重要になってくると思
われますが、今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。

〒874-0943　別府市楠町14-8

休診／木曜・日曜・祝日
☎0977-23-5841

鳴海クリニック 診療科目 消化器内科・内科・外科・皮膚科

院長
鳴 海　賢 二

A
丑年生まれ
全員集合

2021年、丑年ということで丑年生まれ職員の集合写真を撮りました。
今年は彼らの活躍に注目です。本年も何卒よろしくお願い申し上げます。




