第47回

マスクの功罪
光風園病院 副院長
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新型コロナウイルスは、緊急事態宣言が解除された後も、各地で感染者の発生がみられ、まだまだ警
戒を緩めるわけにはいきません。小池東京都知事は、
「ウイズ、
コロナ」
という言葉を使い、
専門家会議は「新
しい生活様式」を提唱していますが、その中で良く取沙汰されるのが「マスク」の効果です。
新型コロナウイルスの感染は、患者の咳やくしゃみのほか、話をしているとき飛ぶ唾液などの飛沫を吸
入する飛沫感染と、飛沫が付着した手や、物に触れて感染する接触感染があります。
まず、飛沫感染予防についてです。マスクには、ガーゼや布マスク、不織布マスク、医療用のN95マスク
など色々なものがありますが、日本エアロゾル学会の見解では、マスク繊維の間隙の大きさは、花粉やウ

新型コロナウイルス感染症
について当院の対応

イルスの遮断には関係ないといわれています。むしろマスクと顔のすきまが問題です。空気には、抵抗の
少ないところを通る性質があります。北九州市立大学の白石教授の研究では、マスクを着けても吸ってい
る空気のうち、マスクを通過する量は多くなく、顔への密着度が悪いと、空気の大半（多いときは9割）は
顔とのすきまを通過すると結果が出ています。N95マスクのように顔に密着するものもありますが、付けると
息が吸い難く、装着して運動中に死亡した報告もあります。日常生活をするに当たってマスクでウイルスの

光風園病院 院長

吸入を完全に防ぐのは難しいようです。
では、マスクをする意味はどこにあるのでしょうか。ヒトが吐き出す空気は、流体力学ではジェットと呼ばれ

木下 祐介

新型コロナウイルス感染症対策のため、患者さん・ご家族には、面会制限をはじめ多くのご

ます。ジェットは拡散し難く、まっすぐ進むため、顔とのすきまを通らずにマスクを通過します。咳やくしゃみ

負担をおかけしています。また、当院でも様々な物資が手に入りにくくなるなどしましたが、治療

をしたときに出る飛沫は粒子が大きく、通常のマスクでブロックできます。つまり、感染者から出る飛沫によ
る感染防止には効果があります。新型コロナウイルスは、発症する2日前、症状の無いときから人への感
染力があります。症状がなくても、マスクを着用することは、社会に対する感染拡大防止に意味があります。
もう一つマスクに期待される効果は接触感染予防です。私たちは無意識に鼻や口の周りを手で触れて
います。汚染された手で顔を触れて、
鼻や口の粘膜から感染を起こすことを予防する効果は期待できます。
テレビで顎を無様に出している人を見ますが、マスクは鼻の上から顎の下までしっかり覆いましょう。

等には支障のないよう努めています。行政、医師会、取引業者、地域社会、多くの方のご支援
のおかげで、一人の感染者も出さずに何とか第１波を乗り越えれらそうです。
さて、緊急事態宣言が解除されいったん新型コロナウイルス感染症は収束に向かっています
が、第２波、第３波に備えなければなりません。当院の入院患者さんは社会から一定期間離れ

これからの時期、マスクの中は呼気がこもり、雑菌が繁殖しやすくなったり肌と不織布が擦れてキズが
でき、皮膚炎の原因となりやすくなります。清潔で肌当たりの柔らかいマスクを選び、蒸れてきたら、涼し

ていている為、新型コロナウイルスに感染している可能は限りなく低いと考えられます。しかし、

いところを選び、他の人と２ｍ距離を取ってマスクを外す時間を持ちましょう。また、家に帰りマスクを外した

病院内に新型コロナウイルスが持ち込まれた場合、感染が拡大する可能性があります。私達

時は、手洗いと共に顔も洗いスキンケアを心掛けましょう。

は患者さんを守る為に、最大限の努力を行っています。

新しい習慣となったマスクですが、うまく付き合いながら新型コロナウイルの時代を乗り切りましょう。

新型コロナウイルス感染の主な経路として、飛沫感染と接触感染があります。マスクについ
ては４ページに詳しい記事がありますが、感染予防の 基本は換気と手指衛生です。また、３密
（ ①換気の悪い密閉空間、②多数が集まる密集場所、③間近で会話や発声をする密接場面 ）
〒752-0928

山口県下関市長府才川2丁目21-2

もみじ

さくら寮

みどり園

を避ける事が重要です。行政から自粛を求められた行動や施設は感染の危険が高いとされて

一般窓口：083-248-0254（8：45 ～ 17：30）
相談窓口：083-248-1716（8：45 ～ 17：45）
（日・祝日除く）

長府小学校

ご意見・ご感想はこちらまで：info＠kofuen.or.jp
※夜間の緊急連絡は夜勤職員が対応しますが、
お問い合わせやお取り次ぎはできません。

北口

←至下関

アクセス

・JR山陽本線 長府駅より徒歩約15分
・新幹線 新下関駅よりタクシー約20分
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県営
長府団地

また、ご家族にも様々なご協力をお願いしております。

島商店

JR長府駅
タクシー乗場

います。職員には一般社会よりも厳しい行動制限や感染防止対策の順守を指導しています。

ケアハウス
わかば

南口

至新山口→

エネオス
←至下関市街

至小郡→

ボートレース下関

努めて参ります。引き続き、地域の皆様のご支援ご協力をお願い申し上げます。私達の社会
が一日も早く今回の事態を乗り越え、明るい未来に繋がる事を祈っております。

ジョイフル

発行日：令 和 ２年 ７月 １日

新型コロナウイルスへの対応を充実させながら、これまで以上に地域医療に貢献できるよう

発行部数：5,100部

『口臭』

『おうち時間の過ごし方』
光風園病院 理学療法士

第９回

白石 奈緒美 ／ 光風園病院 作業療法士

中村 美里香

現在、コロナウイルスの影響で外出自粛を余儀なくされ、
みなさんも体を動かす機会が減ったのではないでしょうか？

第９回

はいようしょうこうぐん

ニングを紹介したいと思います。
※廃用症候群とは長期間の安静や外出する頻度が減る事による筋力低下や体力の低下のことです。
外出機会が減ったことで起こりやすく、高齢者では、知らないうちに進行する症状です。

❶ 雑菌…マスクを付けた内側は自分の呼気で温度・湿度が高い状態になり、雑菌・化粧・食物片が繁
殖し、臭いが発生しやすくなります。

❷ 唾液…マスクを付けたまま話した時に飛んだ唾液が臭う事があります。粘々した唾液の方が臭います。
❸ 口臭…普段は気にならなくても、マスクを付けると吐息がこもり、自分の口の臭いに気付きやすくなり
ます。他人に不快な気持ちを与え臭いとなる場合、それを口臭と称します。

1、生理的口臭

○椅子からの立ち上がり

口臭の大きな原因

足の裏が床にしっかりついた状態から
立ち上がります
10回×３セット

ベッドに横になってお尻を持ち上げます

10回×３セット

健康的な人の息が一時的に臭う口臭です。朝起床時・空腹時に臭う事があり、

女性の場合生理やその前後ホルモンバランスの不調により口臭を感じる時があります。

2、食餌性の口臭 食べ物・飲み物が原因の口臭です。歯を磨いても原因物質が胃腸・血液中に
ある間は一時的に臭います。

3、口からの口臭 口の中で一番考えられるのは歯周病です。歯周病とは歯周ポケットに隠れた
歯周病菌が炎症を起こす病気です。歯茎のタンパク質を分解し栄養源にする時、硫化水素やメチ
ルメルカプタン(強烈に臭うガス)を産生します。これが口臭の元となります。

4、全身の病気が原因の口臭 鼻や喉の病気、肺や胃腸の病気など糖尿病も口臭の原因になり
ます。消化不調では停滞・醗酵する為、腐った臭い。肝機能低下ではアンモニア臭がし、糖尿病
はケトン体により甘酸っぱい臭いがします。口腔内の乾燥も口臭の原因です。薬の副作用・糖尿病・
腎不全・シェーグレン症候群などの全身疾患からの乾燥。ストレスなど複合的な事が考えられます。

両足で簡単な方は
片方の足を挙げて
行ってみて下さい！

口臭はありますか？
いつもある

自宅で出来る筋力トレーニングの他にも、天気のいい日は人ごみを避け家の周りを散歩したり、エレベーター
やエスカレーターを使わずに階段を使ってみることも予防になります。自身で意識をして生活をしてみましょう。
また、自粛生活が続いていることで地域での活動や家族との関わりも減ってきたのではないでしょうか？
人と話しをする機会が減ることで認知機能低下も起こす可能性もあります。一人暮らしをされているご家
族には、時折電話で話しをすることや、一緒に食事をすることで予防の第一歩に繋がると思います。

この記事がそのきっかけになれば幸いです。

第９回

栄養レシピ紹介
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たんぱく質：14.1g

他人が顔をしかめる

本人しか気づかない

ときどきある
朝起きた時、疲れた時
緊張した時、食後などに臭う。
タバコの臭いなど

病的口臭

心因性口臭（自臭症）

生理的口臭

むし歯、歯周病、舌苔、唾液の減
少などお口トラブルや、胃潰瘍、
慢性気管支炎、糖尿病など体の
病気が原因です。なんらかのケ
アや治療が必要です。

生理的口臭しかなくても、
「自
分は口臭が強い」と思いこみ。
必要以上に気にしてしまう状態
です。心配ならば、一度、歯科医
師に口臭の検査をしてもらうと
よいでしょう。

睡眠中や緊張した時などは、唾
液の分泌量が減って細菌が増え
るので口臭が発生します。だれ
にでも起こる口臭なので、お茶
を飲んだりうがいをしたり、唾
液を出すことで解消されます。

口の中の病気、鼻・喉・吸器
系・消化器系の病気などが口
臭と関連していると考えられ
ますが、口の中の原因が口臭
全体の 90％以上を占めてい
ます。口臭が気になったら、
まずは歯科医院で相談される
と良いでしょう。

〈 作り方 〉

今年も暑い夏がやってきました。
鶏肉の夏野菜トマトソースかけ
（４人分 ）
材料
暑い日の食事は、ソーメンだけなど、偏った食事になりが
鶏もも肉・ ・・・・・・・・・・・・・320ｇ程度 ズッキーニ・ ・・・・・・・・・・・・・・・・ 1/6 本
ちですが、夏こそバランスよく食べたいものです。今回は、
コショウ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 少々 サラダ油・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 小さじ1
当院でお出ししている、鶏肉の夏野菜トマトソースかけをご紹
塩・・・・・・・・・・・・・・ 一つまみ（ 1.5ｇ）
水・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 大さじ2
介します。鶏肉は安価でたんぱく質も豊富に含まれています。
・・・ 小さじ2
白ワイン
（または料理酒 ）
コンソメ・・・・・・・・・・・・・ 小さじ1
たんぱく質は免疫細胞や、免疫に関わる酵素の材料となり、 トマト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 中1 個
A 正油・・・・・・・・・・・・・・小さじ1/2
砂糖・・・・・・・・・・・・・・・・ 小さじ1
免疫力がアップする効果があります。この夏は、しっかり食
玉ねぎ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1/2 個
ケチャップ・・・・・・・・・・・ 大さじ1
にんにくチューブ・ ・・・・・・・・・・2㎝程度
べて、ウィルスに負けない体づくりをしておきましょう。

●栄養価１人分 （ エネルギー：200kcal

荒井 幸子

新型コロナウィルスの影響により、マスク着用が日常となりました。マスクを長時間使
用していると、臭いが気になる人もいるのではないでしょうか。マスクの臭いには 3 つの原因が考えられます。

そこで今回も前号に引き続き、廃用症候群の予防のための自宅でも簡単にできる筋力トレー

○お尻上げ

光風園病院 歯科衛生士

脂質：12.5g

❶鶏もも肉は一口大に切り、
塩、
コショウ、
白ワイン
（または料理酒 ）
をして、10 分
程度置いておく。
❷トマトは皮をむいて１cm程度の角切りに、
玉ねぎはみじん切り、
ズッキーニはヘ
タを切り、
皮ごと１cm程度の角切りにする。
❸鶏もも肉は、
フライパンに油を少量入れて焼く。
焼き色がついたら、
裏返して、
蓋
をして、
中まで火を通す。
❹ 別の鍋に、
サラダ油を入れ、
玉ねぎ、
にんにくチューブを入れて炒める。
しんなり
したら、
トマト、
A の調味料を入れる。
煮立ったら、
ズッキーニをいれて、
やわら
かくなるまで炊く（
。水分が少なくなりすぎた場合は水を追加で入れて下さい。）
❺ ❸を器に盛りつけ、
上から❹ のソースをかける。

塩分：1.4g ） ※当院１人分の栄養価です。年齢や身長、活動量により必要な栄養量は異なります。ご家庭に合わせて分量を調整して下さい。
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