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アミノ

の食事についての食事についての食事について

　今回は前号の院長貴島浩二先生の記念講演の続きとして、筋肉を強くする
食品をご紹介させて頂きます。

　もちろん運動も大切ですが、筋肉の量を増やして筋力を高めるためには食事も
大切で、特に重要となってくる栄養素はたんぱく質です。
　たんぱく質は筋肉の他に内臓、毛髪や爪、皮膚をつくる栄養素です。主に肉、
魚、卵、大豆製品に多く含まれています（図１参照）。

　たんぱく質の摂取目標は男性６０ｇ/日、女性５０ｇ/日（日本人の食事摂取
基準　２０１５年度版より）です。
　たんぱく質は量だけでなく質も大切な栄養素です。たんぱく質はアミノ酸が結
合して構成されていますが、そのアミノ酸のうち9種類は体内で合成できない
「必須アミノ酸」なので、必ず食べ物から摂取しなければなりません。必須アミノ
酸は食品によって含まれる量が違うので、いろいろな食品を組み合わせて摂取する
事が大切です。
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たんぱく質を多く含む食品

牛乳
（1杯：200ml）

しらす干し
（大さじ2：約10g）

木綿豆腐
（冷奴1人前：約100g）

● たくさん食べられないときはご飯よりもおかずを
● お肉も積極的に食べましょう

納豆
（1パック：約45g）
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（1尾：約100g）
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（5切：約50g）
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（カレー用5切：約75g）
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牛サーロイン
（ステーキ1/2枚：約100g）

豚ロース肉
（ソテー用1枚：約100g）

19.3g

鶏ささみ肉
（1本：約40g）
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豚もも肉
（生姜焼き用1枚：約25g）
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　しかし、たんぱく質を体に摂り入れるだけでは不十分です。たんぱく質を
アミノ酸に分解したり、別のアミノ酸への合成を助けたりするにはビタミンＢ6
が必要です。
　たんぱく質だけを摂ってもビタミンB６が不足すると筋肉が作られませんので、
たんぱく質と一緒にビタミンＢ６も摂るようにしましょう。
　ビタミンB6の目標摂取量は、男性１．４mg/日、女性１．２mg/日です
（日本人の食事摂取基準２０１５年度版より）。

　前後編通じてロコモを予防するための食品をご説明してきましたが、本当に
健康な毎日を過ごすためには、好き嫌いなく多くの食材を過不足無く食べる
ことが大切です。
　まずは３食しっかり食べて、少しでも多く体を動かすように心がけ、しっかりと
睡眠を取るという生活のリズムを整えましょう。

　もし、１日３回の食事で十分な量が食べられない場合は、おやつを食べる事で
不足分を補うという方法もあります。美味しく、無理なく食べる事が大切です。特
にたんぱく質が豊富な卵、豆類、乳製品のおやつをお勧めします（図２）。

プリン1カップ：約110g
（たんぱく質：6.1g）

甘納豆（あずき）：50g
（たんぱく質：2.8g）

どらやき1個：約70g
（たんぱく質：4.3g）

砂糖や脂肪、塩分の量に気を付けて、食べ過ぎないように注意しましょう！

たんぱく質が豊富な 卵、豆類、乳製品 のおやつを！

お す すめ の お や つ図2

卵 豆　　類

乳　　製　　品

アイスクリーム
1カップ：約175g

たんぱく質：6.8g
カルシウム：245㎎

その他、こんな
おやつで

たんぱく補給！

その他、こんな
おやつで

たんぱく補給！

●ババロア
●カステラ
●プロセスチーズ
●あたりめ　など（ ）

ヨーグルト
1カップ：約100g

たんぱく質：3.6g
カルシウム：120㎎（ ）

チーズケーキ
1個：約105g

（たんぱく質：7.1g）

ビタミンB6を多く含む食品

さつまいも

バナナ

まぐろ

さんま

かつお

0.20㎎

0.49㎎

1.08㎎

0.66㎎

0.76㎎

100g（中1/2本）

130g（1本）

100g（切り身1切れ）

130g（中1尾）

100g（切り身1切れ）

食品 使用量 含有量

鶏ささみ

豚ロース肉

ししとう

にんにく

ブロッコリー

0.53㎎

0.35㎎

0.20㎎

0.16㎎

0.19㎎

80g（2枚）

100g（薄切り3～4枚）

50g（4～5個）

10g（1かけ）

70g（1/4株）

食品 使用量 含有量
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特定健診を受診されましたか？特定健診を受診されましたか？

特定健診とは？

特定健診の対象者は？

医事課　久世千絵

　特定健診とは、糖尿病・高血圧・脂肪肝・脂質異常症等の生活習慣病を
引き起こすメタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）を早期に発見する
ため、２００８年（平成２０年）よりスタートしたものです。

当院で特定健診を受診するには？
　当院では、内科の診察時間内でしたら予約なしで受診して頂くことができます。
その際にご持参頂くものは以下の２点です。

　４０歳以上の方が対象で、１年に１回受診可能です。ただし、今年度
人間ドックを受けられた方、もしくは受ける予定の方は対象外となります。

今年度の特定健診の受診券 　　保険証

40

1 2

　来院時に特定健診の問診票をご記入して頂きます。
ご自宅であらかじめご記入される方は、先に用紙を
お渡しすることもできます。
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検査項目について

金額について
　八尾市の国民健康保険と後期高齢者の方は無料です。
社会保険とその他の保険の方では一部負担金が必要な
場合がありますので、受付窓口にてご確認ください。

　八尾市の国民健康保険と後期高齢者の方は無料です。
社会保険とその他の保険の方では一部負担金が必要な
場合がありますので、受付窓口にてご確認ください。

特定健診受診券の一例特定健診受診券の一例

もしご不明な点がございましたら、お気軽に
受付窓口までおたずねください。

身長・体重・BMI・腹囲（後期高齢者の方は不要）・血圧
採血
　血中脂質検査（中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール）
　肝機能検査（AST［GOT］・ALT［GPT］・γ-GT［γ-GTP］）
　血糖検査（空腹時血糖・ヘモグロビンA1C）

基本健診項目1

2
心電図検査・血液検査（尿酸・クレアチニン・アルブミン・貧血検査）
詳細項目（八尾市在住の方のみ、それ以外の方は基本健診項目のみです）
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薬局長  宮部　和可子薬局長  宮部　和可子

　平成１２年に当院に来てから、まもなく１７年目に入ります。お薬
の正確な調剤とわかりやすい説明、安全使用のための情報活動
などを通じて、ひとりひとりの患者さんが安心してお薬を使えるよう
そして少しでも元気になってもらえることをめざしています。

森田　求実森田　求実

　この病院に勤務して１５年になりました。薬について不安なこと
がありましたら、いつでもご相談してください。

大西　海貞大西　海貞

　薬剤師としては１０年以上になりますが、当院ではお世話になり
３年目になります。
　多くの患者様から気軽に声をかけられ、頼られている薬局の
先輩方を、日々目の当たりにしています。僕も皆様に頼られるよう
に頑張りたいと思います。

瓜生　伸代瓜生　伸代

　週に数日程度ですが、２年程前から当院で働かせて頂いています。
久しぶりに現場復帰した私が出来る事はまだまだ少ないですが、
少しでも患者様に貢献出来る様がんばりますのでよろしくお願い
いたします。

今回は薬局の
スタッフを紹介します
今回は薬局の
スタッフを紹介します

職 員 紹 介
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８月１４日より無料送迎バスが

平日のみ運行。土曜日の運行はございませんのでご注意ください。

医療法人

医療法人　貴医会　貴島中央病院

中央病院

致します。

ますので

病　院　発
近鉄八尾行時 時 時
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JR八尾行

８月１４日より無料送迎バスが大幅増便し、
時刻表が変更となりました。

大幅増便しました

土曜日の午後、日曜日、祝祭日の運行はいたしておりませんのでご了承ください。

近鉄八尾発
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ひとくち法律相談ひとくち法律相談

のご案内のご案内友 会友 会のの

 Q＆A その 90

A. 　結論から言えば、その場で開封してはいけません。
　相続人が遺言書を発見した場合、家庭裁判所に、「検認」の請求をする
必要があります（民法１００４条１項）。そして、封印された遺言書は、
家庭裁判所において、相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封
することができないとされ（同条３項）、家庭裁判所の外で開封した場合
は、５万円の過料の制裁があります（民法１００５条）。
　「検認」とは、遺言書の偽造や変造を防ぎ、遺言書を確実に保存する
ための認証手続で、遺言が有効か無効かを判断する手続ではありません。
　しかしながら、勝手に開封してしまうと、後に、当該遺言書が本当に

その封印された封筒の中に入っていたかどうかが争いになりかねません。
　したがって、開封せずに検認申立をして、家庭裁判所で開封する必要
があるのです。

　ご不明な点があれば、お気軽にきづがわ共同法律事務所にご相談ください。

（きづがわ共同法律事務所　電話番号　０６－６６３３－７６２１）地下鉄なんば駅徒

歩１分、初回相談無料、要予約、夜間相談[水曜のみ]、土曜日相談もあります。

高齢者・障がい者のための電話・出張相談―専用ダイヤル０６－６６３３－７６２４

封印された遺言書を見つけたら

Q. 　同居していた父が亡くなりました。母は既に亡くなっており、相続人
は私、別に所帯を持っている弟及び妹の３名です。
　先日、遺品の整理をしていたところ、引き出しの中から「遺言」と書か
れた封筒が見つかりました。封筒は糊付けされ、その部分に押印があり

ました（封印）。中にどういう内容の遺言書が入っているのか気になります。
開封して、中に入っている遺言書を見てもいいでしょうか。

　１０月２６日（木）に毎年秋の恒例行事となっております友の会
社会見学を開催します。
　今年は「ロコモ対策の食事」でも紹介されたヨーグルト工場
（貝塚市）の見学を予定しております。
　詳細が決まりましたら当院の掲示板及び受付窓口にてお知らせ
致しますのでふるってご参加ください。

　１０月２６日（木）に毎年秋の恒例行事となっております友の会
社会見学を開催します。
　今年は「ロコモ対策の食事」でも紹介されたヨーグルト工場
（貝塚市）の見学を予定しております。
　詳細が決まりましたら当院の掲示板及び受付窓口にてお知らせ
致しますのでふるってご参加ください。

の社会見学の社会見学


