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特集

厚生連だより 大分２

｢狭心症と心筋梗塞｣
　～早期発見と予防のために～

大分県厚生連鶴見病院　ICU部長　篠　﨑　和　宏
しの ざき かず ひろ

○はじめに
　循環器の疾患で特に多いのは狭心症と心筋梗塞で

す。その原因として日常生活でのストレス・運動不

足・偏った食事・喫煙が挙げられます。また、不規

則な生活が続くと生活習慣病（高脂血症、高血圧、

糖尿病）を発症する確率が高くなります。

　近年、生活習慣病が増加し、心疾患（狭心症、心

筋梗塞）が日本人の死亡原因の第２位となっていま

す。（※１参照）

　また、医療費を見ても循環器疾患が占める割合が

最も多くなっているのが現状です。（※２参照）

　今回は虚血性心疾患と呼ばれる心臓にまつわる病

気がどのようなものなのか、また治療や予防などに

ついてお話していきます。

○虚血性心疾患とは？
　冠動脈の閉塞や狭窄により心筋への血液の流れが

悪化するため心臓に障害が起こる疾患の総称であり、

狭心症や心筋梗塞の総称になります。（※３参照）

☆狭心症
　心臓の筋肉（心筋）に酸素を供給している冠動脈

の異常（動脈硬化、攣縮：血管の痙攣など）により

一過性に心筋の血流が低下します。その結果、胸

痛・胸部圧迫感などの症状を生じます。

☆発症の誘因で起こるもの
【労作性狭心症】
　主に体を動かした時に症状が出る狭心症：動脈硬

化が原因となることが多い

【安静時狭心症】
　主に安静時に症状が出る狭心症：血管の痙攣が原

因となることが多い

☆発症機序により
【器質的な狭窄による狭心症】
　動脈硬化により起こる

【冠攣縮性狭心症】
　冠動脈の攣縮（痙攣）により起こる

☆症状の経過により
【安定狭心症】
　発作の起こる運動の強さ、持続時間などが一定で

あり、数分の安静で発作が治まるものをいいます。

例えば、同じ強度の運動をして心臓に負担がかかる

と胸痛が現れ、安静にすると症状がなくなるもので

す。このタイプの血管を調べると、動脈硬化によっ

て血管腔が狭くなっていますが、プラーク（コレス

テロールなどの固まり）は安定していることが多く

あります。このため、治療及び定期的な検査は必要

ですが、急に心筋梗塞に移行する可能性は低いと考

えられています。

【不安定狭心症】
　発作の回数や持続時間が次第に増悪し、以前は問

題なかった軽い運動時や安静時に発作が起きるタイ

プです。このタイプの冠動脈を調べると、血管内腔

が狭くなっている事に加えて、プラークが崩れやす

い(不安定な)状態になっています。このタイプは血

栓ができやすく、血管が閉塞しやすい状態になって

います。このため、心筋梗塞へ進行する可能性が高

く、緊急での検査、治療が必要です。

○狭心症の診断・症状・誘因
☆狭心症の診断
①自覚症状の確認　　　　②安静時心電図
③運動負荷心電図　　　　④24時間心電図
⑤負荷心筋シンチグラム　⑥心臓ＣＴ（造影ＣＴ）
⑦冠動脈造影検査
などがあります。最終的には冠動脈造影検査（心臓

カテーテル検査）を行わないとわからない場合が多

いです。

☆狭心症の症状
　症状として、胸が重苦しい、胸から喉が焼けるよ

うな感じであり、胸部が締めつけられるような圧迫

感があります。随伴症状として　①冷や汗　②呼吸

困難　③吐き気などがあります。

☆狭心症の誘因
　労作（重たい荷物を持つ、歩行、階段の昇降な

ど）や早朝起床時、飲酒後などが挙げられます。

　発作の持続時間は通常数分以内であり、15分以

上持続するような場合は虚血（心臓の血流障害）が

進行していることが考えられます。

☆非狭心症の胸痛　※狭心症でない場合に多い症状
　チクチクと刺すような胸の痛み、息を吸うときに

痛みが増す、胸を押すと痛みがする等、痛みかたが

一定ではありません。深刻な症状を伴わず、数秒で

改善したり、30分以上持続したりします。

○虚血性心疾患の治療
①薬物療法

②経皮的冠動脈形成術

③冠動脈バイパス術

☆経皮的冠動脈形成術（ステント治療）
　多くの患者はカテーテル治療（ステント治療）で

治療可能ですが、冠動脈バイパス手術が必要な方も

います。（※４参照）

○狭心症・心筋梗塞を予防するために
【危険因子】
☆年　齢　65歳以上
☆喫　煙
　喫煙が発症率と死亡率を高めることは明らかです。

喫煙者が虚血性心疾患（狭心症・心筋梗塞）を起こ

す危険は男性で非喫煙者の1.73倍、女性で1.9倍と

言われています。禁煙で死亡リスクは低下します。

また副流煙の方が有害物質が多く、非喫煙者も十分

に受動喫煙対策を行わなければなりません。

☆高血圧
　減塩食、適切な運動（30分以上の歩行等の有酸素

運動）にて目標血圧に下がらない時は薬（降圧剤）

が必要になります。

　降圧剤による治療は虚血性心疾患の発症を抑制し

ます。降圧目標は次のとおりです。

高血圧　 140/90 ㎜Hg以上で診断

降圧目標（診察室血圧にて）

75歳未満：脳血管障害・冠動脈疾患・糖尿病・慢

性腎臓病（蛋白尿陽性）・抗血栓薬内

服：130/80㎜Hg未満

75歳以上の高齢者：脳血管障害（両側頚動脈狭窄

や脳主幹動脈閉塞あり）・慢性腎臓病

（蛋白尿陰性）：140/90㎜Hg未満（忍容

性があれば130/80㎜Hg未満）

☆メタボリックシンドローム
　内臓脂肪蓄積を背景に高血圧、中性脂肪高値、Ｈ

ＤＬコレステロール低値※、空腹時血糖高値を合併

し、動脈硬化の危険因子となります。内臓脂肪の目

安は腹囲男性85㎝、女性90㎝です。

※ＨＤＬコレステロール
　動脈硬化を引き起こす恐れのあるコレステロール
（血管内壁にへばりついている）を肝臓まで運ぶ働
きがあります。
　善玉コレステロールと呼ばれ、高い程動脈硬化を
起こしにくいと言われています。

☆運　動
　適度な運動が虚血性心疾患の発症や死亡を減らす

報告は多いです。日本循環器学会ガイドラインでは

「中程度の強度の運動を１日30分、できれば毎

日」が推奨されます。具体的には、時速4.5㎞～

6.5㎞の速足歩き、ゆっくり水泳、平地を歩くゴル

フ、サイクリング（時速16㎞未満）が挙げられます。

○虚血性心疾患を防ぐための生活とは
①禁煙する

②塩分・糖分・脂肪分を控える

③バランスのよい食事を摂る

④適度な運動を続ける

⑤規則正しい生活を心がける

⑥ストレスを避ける

⑦強い胸痛を感じたら、すぐに病院へ

⑧定期的な健康診断を受ける

【冬場の心筋梗塞予防のための10か条】
①脱衣場や浴室を暖めておく

②風呂の温度を低め（38～40℃）

③入浴時間は短めに

④入浴前後にコップ１杯の水分補給

⑤高齢者や心臓病の患者が入浴中は家族が声かけを

⑥入浴前のアルコールは飲まない

⑦血圧が高いときは入浴を避ける

⑧朝起きたら水分補給

⑨屋外に出るときは防寒具などを着用

⑩喫煙者はたばこをやめる

○おわりに
　予防対策はさまざまありますが、身近なことから

チャレンジし、日頃から規則正しい生活を心掛け、

充実した毎日を送りましょう。
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「狭心症と心筋梗塞」～早期発見と予防のために～

厚生連だより 大分 ３

○はじめに
　循環器の疾患で特に多いのは狭心症と心筋梗塞で

す。その原因として日常生活でのストレス・運動不

足・偏った食事・喫煙が挙げられます。また、不規

則な生活が続くと生活習慣病（高脂血症、高血圧、

糖尿病）を発症する確率が高くなります。

　近年、生活習慣病が増加し、心疾患（狭心症、心

筋梗塞）が日本人の死亡原因の第２位となっていま

す。（※１参照）

　また、医療費を見ても循環器疾患が占める割合が

最も多くなっているのが現状です。（※２参照）

　今回は虚血性心疾患と呼ばれる心臓にまつわる病

気がどのようなものなのか、また治療や予防などに

ついてお話していきます。

○虚血性心疾患とは？
　冠動脈の閉塞や狭窄により心筋への血液の流れが

悪化するため心臓に障害が起こる疾患の総称であり、

狭心症や心筋梗塞の総称になります。（※３参照）

☆狭心症
　心臓の筋肉（心筋）に酸素を供給している冠動脈

の異常（動脈硬化、攣縮：血管の痙攣など）により

一過性に心筋の血流が低下します。その結果、胸

痛・胸部圧迫感などの症状を生じます。

☆発症の誘因で起こるもの
【労作性狭心症】
　主に体を動かした時に症状が出る狭心症：動脈硬

化が原因となることが多い

【安静時狭心症】
　主に安静時に症状が出る狭心症：血管の痙攣が原

因となることが多い

☆発症機序により
【器質的な狭窄による狭心症】
　動脈硬化により起こる

【冠攣縮性狭心症】
　冠動脈の攣縮（痙攣）により起こる

☆症状の経過により
【安定狭心症】
　発作の起こる運動の強さ、持続時間などが一定で

あり、数分の安静で発作が治まるものをいいます。

例えば、同じ強度の運動をして心臓に負担がかかる

と胸痛が現れ、安静にすると症状がなくなるもので

す。このタイプの血管を調べると、動脈硬化によっ

て血管腔が狭くなっていますが、プラーク（コレス

テロールなどの固まり）は安定していることが多く

あります。このため、治療及び定期的な検査は必要

ですが、急に心筋梗塞に移行する可能性は低いと考

えられています。

【不安定狭心症】
　発作の回数や持続時間が次第に増悪し、以前は問

題なかった軽い運動時や安静時に発作が起きるタイ

プです。このタイプの冠動脈を調べると、血管内腔

が狭くなっている事に加えて、プラークが崩れやす

い(不安定な)状態になっています。このタイプは血

栓ができやすく、血管が閉塞しやすい状態になって

います。このため、心筋梗塞へ進行する可能性が高

く、緊急での検査、治療が必要です。

○狭心症の診断・症状・誘因
☆狭心症の診断
①自覚症状の確認　　　　②安静時心電図
③運動負荷心電図　　　　④24時間心電図
⑤負荷心筋シンチグラム　⑥心臓ＣＴ（造影ＣＴ）
⑦冠動脈造影検査
などがあります。最終的には冠動脈造影検査（心臓

カテーテル検査）を行わないとわからない場合が多

いです。

☆狭心症の症状
　症状として、胸が重苦しい、胸から喉が焼けるよ

うな感じであり、胸部が締めつけられるような圧迫

感があります。随伴症状として　①冷や汗　②呼吸

困難　③吐き気などがあります。

☆狭心症の誘因
　労作（重たい荷物を持つ、歩行、階段の昇降な

ど）や早朝起床時、飲酒後などが挙げられます。

　発作の持続時間は通常数分以内であり、15分以

上持続するような場合は虚血（心臓の血流障害）が

進行していることが考えられます。

☆非狭心症の胸痛　※狭心症でない場合に多い症状
　チクチクと刺すような胸の痛み、息を吸うときに

痛みが増す、胸を押すと痛みがする等、痛みかたが

一定ではありません。深刻な症状を伴わず、数秒で

改善したり、30分以上持続したりします。

○虚血性心疾患の治療
①薬物療法

②経皮的冠動脈形成術

③冠動脈バイパス術

☆経皮的冠動脈形成術（ステント治療）
　多くの患者はカテーテル治療（ステント治療）で

治療可能ですが、冠動脈バイパス手術が必要な方も

います。（※４参照）

○狭心症・心筋梗塞を予防するために
【危険因子】
☆年　齢　65歳以上
☆喫　煙
　喫煙が発症率と死亡率を高めることは明らかです。

喫煙者が虚血性心疾患（狭心症・心筋梗塞）を起こ

す危険は男性で非喫煙者の1.73倍、女性で1.9倍と

言われています。禁煙で死亡リスクは低下します。

また副流煙の方が有害物質が多く、非喫煙者も十分

に受動喫煙対策を行わなければなりません。

☆高血圧
　減塩食、適切な運動（30分以上の歩行等の有酸素

運動）にて目標血圧に下がらない時は薬（降圧剤）

が必要になります。

　降圧剤による治療は虚血性心疾患の発症を抑制し

ます。降圧目標は次のとおりです。

高血圧　 140/90 ㎜Hg以上で診断

降圧目標（診察室血圧にて）

75歳未満：脳血管障害・冠動脈疾患・糖尿病・慢

性腎臓病（蛋白尿陽性）・抗血栓薬内

服：130/80㎜Hg未満

75歳以上の高齢者：脳血管障害（両側頚動脈狭窄

や脳主幹動脈閉塞あり）・慢性腎臓病

（蛋白尿陰性）：140/90㎜Hg未満（忍容

性があれば130/80㎜Hg未満）

☆メタボリックシンドローム
　内臓脂肪蓄積を背景に高血圧、中性脂肪高値、Ｈ

ＤＬコレステロール低値※、空腹時血糖高値を合併

し、動脈硬化の危険因子となります。内臓脂肪の目

安は腹囲男性85㎝、女性90㎝です。

※ＨＤＬコレステロール
　動脈硬化を引き起こす恐れのあるコレステロール
（血管内壁にへばりついている）を肝臓まで運ぶ働
きがあります。
　善玉コレステロールと呼ばれ、高い程動脈硬化を
起こしにくいと言われています。

☆運　動
　適度な運動が虚血性心疾患の発症や死亡を減らす

報告は多いです。日本循環器学会ガイドラインでは

「中程度の強度の運動を１日30分、できれば毎

日」が推奨されます。具体的には、時速4.5㎞～

6.5㎞の速足歩き、ゆっくり水泳、平地を歩くゴル

フ、サイクリング（時速16㎞未満）が挙げられます。

○虚血性心疾患を防ぐための生活とは
①禁煙する

②塩分・糖分・脂肪分を控える

③バランスのよい食事を摂る

④適度な運動を続ける

⑤規則正しい生活を心がける

⑥ストレスを避ける

⑦強い胸痛を感じたら、すぐに病院へ

⑧定期的な健康診断を受ける

【冬場の心筋梗塞予防のための10か条】
①脱衣場や浴室を暖めておく

②風呂の温度を低め（38～40℃）

③入浴時間は短めに

④入浴前後にコップ１杯の水分補給

⑤高齢者や心臓病の患者が入浴中は家族が声かけを

⑥入浴前のアルコールは飲まない

⑦血圧が高いときは入浴を避ける

⑧朝起きたら水分補給

⑨屋外に出るときは防寒具などを着用

⑩喫煙者はたばこをやめる

○おわりに
　予防対策はさまざまありますが、身近なことから

チャレンジし、日頃から規則正しい生活を心掛け、

充実した毎日を送りましょう。

バルーン バルーンステント 赤血球

血小板血管の断面図
①細い管を狭くなった
　血管まで入れます

②バルーン（風せん）を膨らませる
ことによりステントが広がります

③バルーンを抜くとステントは
　広がったまま残ります
　（血管が狭くなるのを防ぐ）

※４



「狭心症と心筋梗塞」～早期発見と予防のために～
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○はじめに
　循環器の疾患で特に多いのは狭心症と心筋梗塞で

す。その原因として日常生活でのストレス・運動不

足・偏った食事・喫煙が挙げられます。また、不規

則な生活が続くと生活習慣病（高脂血症、高血圧、

糖尿病）を発症する確率が高くなります。

　近年、生活習慣病が増加し、心疾患（狭心症、心

筋梗塞）が日本人の死亡原因の第２位となっていま

す。（※１参照）

　また、医療費を見ても循環器疾患が占める割合が

最も多くなっているのが現状です。（※２参照）

　今回は虚血性心疾患と呼ばれる心臓にまつわる病

気がどのようなものなのか、また治療や予防などに

ついてお話していきます。

○虚血性心疾患とは？
　冠動脈の閉塞や狭窄により心筋への血液の流れが

悪化するため心臓に障害が起こる疾患の総称であり、

狭心症や心筋梗塞の総称になります。（※３参照）

☆狭心症
　心臓の筋肉（心筋）に酸素を供給している冠動脈

の異常（動脈硬化、攣縮：血管の痙攣など）により

一過性に心筋の血流が低下します。その結果、胸

痛・胸部圧迫感などの症状を生じます。

☆発症の誘因で起こるもの
【労作性狭心症】
　主に体を動かした時に症状が出る狭心症：動脈硬

化が原因となることが多い

【安静時狭心症】
　主に安静時に症状が出る狭心症：血管の痙攣が原

因となることが多い

☆発症機序により
【器質的な狭窄による狭心症】
　動脈硬化により起こる

【冠攣縮性狭心症】
　冠動脈の攣縮（痙攣）により起こる

☆症状の経過により
【安定狭心症】
　発作の起こる運動の強さ、持続時間などが一定で

あり、数分の安静で発作が治まるものをいいます。

例えば、同じ強度の運動をして心臓に負担がかかる

と胸痛が現れ、安静にすると症状がなくなるもので

す。このタイプの血管を調べると、動脈硬化によっ

て血管腔が狭くなっていますが、プラーク（コレス

テロールなどの固まり）は安定していることが多く

あります。このため、治療及び定期的な検査は必要

ですが、急に心筋梗塞に移行する可能性は低いと考

えられています。

【不安定狭心症】
　発作の回数や持続時間が次第に増悪し、以前は問

題なかった軽い運動時や安静時に発作が起きるタイ

プです。このタイプの冠動脈を調べると、血管内腔

が狭くなっている事に加えて、プラークが崩れやす

い(不安定な)状態になっています。このタイプは血

栓ができやすく、血管が閉塞しやすい状態になって

います。このため、心筋梗塞へ進行する可能性が高

く、緊急での検査、治療が必要です。

○狭心症の診断・症状・誘因
☆狭心症の診断
①自覚症状の確認　　　　②安静時心電図
③運動負荷心電図　　　　④24時間心電図
⑤負荷心筋シンチグラム　⑥心臓ＣＴ（造影ＣＴ）
⑦冠動脈造影検査
などがあります。最終的には冠動脈造影検査（心臓

カテーテル検査）を行わないとわからない場合が多

いです。

☆狭心症の症状
　症状として、胸が重苦しい、胸から喉が焼けるよ

うな感じであり、胸部が締めつけられるような圧迫

感があります。随伴症状として　①冷や汗　②呼吸

困難　③吐き気などがあります。

☆狭心症の誘因
　労作（重たい荷物を持つ、歩行、階段の昇降な

ど）や早朝起床時、飲酒後などが挙げられます。

　発作の持続時間は通常数分以内であり、15分以

上持続するような場合は虚血（心臓の血流障害）が

進行していることが考えられます。

☆非狭心症の胸痛　※狭心症でない場合に多い症状
　チクチクと刺すような胸の痛み、息を吸うときに

痛みが増す、胸を押すと痛みがする等、痛みかたが

一定ではありません。深刻な症状を伴わず、数秒で

改善したり、30分以上持続したりします。

○虚血性心疾患の治療
①薬物療法

②経皮的冠動脈形成術

③冠動脈バイパス術

☆経皮的冠動脈形成術（ステント治療）
　多くの患者はカテーテル治療（ステント治療）で

治療可能ですが、冠動脈バイパス手術が必要な方も

います。（※４参照）

○狭心症・心筋梗塞を予防するために
【危険因子】
☆年　齢　65歳以上
☆喫　煙
　喫煙が発症率と死亡率を高めることは明らかです。

喫煙者が虚血性心疾患（狭心症・心筋梗塞）を起こ

す危険は男性で非喫煙者の1.73倍、女性で1.9倍と

言われています。禁煙で死亡リスクは低下します。

また副流煙の方が有害物質が多く、非喫煙者も十分

に受動喫煙対策を行わなければなりません。

☆高血圧
　減塩食、適切な運動（30分以上の歩行等の有酸素

運動）にて目標血圧に下がらない時は薬（降圧剤）

が必要になります。

　降圧剤による治療は虚血性心疾患の発症を抑制し

ます。降圧目標は次のとおりです。

高血圧　 140/90 ㎜Hg以上で診断

降圧目標（診察室血圧にて）

75歳未満：脳血管障害・冠動脈疾患・糖尿病・慢

性腎臓病（蛋白尿陽性）・抗血栓薬内

服：130/80㎜Hg未満

75歳以上の高齢者：脳血管障害（両側頚動脈狭窄

や脳主幹動脈閉塞あり）・慢性腎臓病

（蛋白尿陰性）：140/90㎜Hg未満（忍容

性があれば130/80㎜Hg未満）

☆メタボリックシンドローム
　内臓脂肪蓄積を背景に高血圧、中性脂肪高値、Ｈ

ＤＬコレステロール低値※、空腹時血糖高値を合併

し、動脈硬化の危険因子となります。内臓脂肪の目

安は腹囲男性85㎝、女性90㎝です。

※ＨＤＬコレステロール
　動脈硬化を引き起こす恐れのあるコレステロール
（血管内壁にへばりついている）を肝臓まで運ぶ働
きがあります。
　善玉コレステロールと呼ばれ、高い程動脈硬化を
起こしにくいと言われています。

☆運　動
　適度な運動が虚血性心疾患の発症や死亡を減らす

報告は多いです。日本循環器学会ガイドラインでは

「中程度の強度の運動を１日30分、できれば毎

日」が推奨されます。具体的には、時速4.5㎞～

6.5㎞の速足歩き、ゆっくり水泳、平地を歩くゴル

フ、サイクリング（時速16㎞未満）が挙げられます。

○虚血性心疾患を防ぐための生活とは
①禁煙する

②塩分・糖分・脂肪分を控える

③バランスのよい食事を摂る

④適度な運動を続ける

⑤規則正しい生活を心がける

⑥ストレスを避ける

⑦強い胸痛を感じたら、すぐに病院へ

⑧定期的な健康診断を受ける

【冬場の心筋梗塞予防のための10か条】
①脱衣場や浴室を暖めておく

②風呂の温度を低め（38～40℃）

③入浴時間は短めに

④入浴前後にコップ１杯の水分補給

⑤高齢者や心臓病の患者が入浴中は家族が声かけを

⑥入浴前のアルコールは飲まない

⑦血圧が高いときは入浴を避ける

⑧朝起きたら水分補給

⑨屋外に出るときは防寒具などを着用

⑩喫煙者はたばこをやめる

○おわりに
　予防対策はさまざまありますが、身近なことから

チャレンジし、日頃から規則正しい生活を心掛け、

充実した毎日を送りましょう。
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決意表明を行う鈴木院長

　１月６日、鶴見病院南館

５階研修ホールにて仕事始

め式を行いました。はじめ

に役職員全員で新年のあい

さつを交わした後、矢羽田

正豪会長より「新年あけま

しておめでとうございます。

今年の農業や医療を取り巻

く環境は、依然として厳し

い状況にあります。役職員

全員が、思いやりのある行

動を心掛け、地域医療の発

展と安定に尽力し、飛躍の

年にしていきましょう」と

年頭の挨拶を行いました。
年頭のあいさつを行う矢羽田会長

おもいやり

　矢羽田正豪会長の挨拶後、

職員を代表して鈴木正義院長

が「昨年10月の診療報酬改

定や地域医療構想の推進など、

医療制度改革が本格化し、医

療介護をめぐる情勢は一層厳

しくなっております。すべて

の職員が恕（おもいやり）の

精神を持ち、各自の役割を果

たしてまいります。」と決意

表明を行いました。

　今年も大分県厚生連はおも

いやりの精神をもって精進し

てまいります。
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　仕事始め式終了後、永年
勤続表彰式が行われました。
毎年、年初めに大分県厚生
連では、勤続年数が一定の
年数に達した職員の表彰を
行っています。今年は、
35年表彰が１名、25年表
彰が13名、15年表彰が12
名、計26名の職員が永年
勤続の表彰を受けました。

　表彰者を代表して25年勤続表彰を受けた鶴見病院
の芦刈誠治事務部長より「これまで私どもが、勤務で
きたのも、上司、先輩、後輩の皆様方のお力添えが
あってからこそだと思っています。これからもより一
層、尽力してまいりますので、今後ともよろしくお願
いいたします」と謝辞が述べられました。

永年勤続表彰式

永年勤続受賞者

多くのみなさんの
力添えあってこその表彰

代表して謝辞を述べる芦刈部長

＜３５年表彰＞
 看護部看護科 渡　邉　今日子

＜２５年表彰＞
 健康管理センター(放射線科) 鈴　木　浩　司
 事務部 芦　刈　誠　治
 看護部看護科 藤　原　龍　市
 看護部看護科 下　川　紀　子
 看護部看護科 荒　金　大　樹
 看護部看護科 古　庄　純　子
 看護部看護科 原　　　チヱミ
 看護部看護科 大　野　孝　子
 看護部地域連携センター 宇都宮　美　智
 看護部地域連携センター 三　好　陽　子
 中央検査部放射線技術科 栗　本　純　一
 中央検査部臨床検査科 後　藤　英　貴
 中央検査部臨床検査科 寺　田　和　美

＜１５年表彰＞
 看護部看護科 金　谷　あかね
 看護部看護科 金　子　未　絵
 看護部看護科 定　平　　　舞
 看護部看護科 岡　田　美　和
 看護部看護科 中　村　理　恵
 看護部看護科 遠　江　　　愛
 看護部看護科 宇都宮　めぐみ
 看護部看護科 井　上　麻　衣
 看護部看護科 神　田　隆　裕
 看護部看護科 山　田　理　恵
 中央検査部臨床検査科 三　浦　香　代
 中央検査部臨床検査科 小　町　健　吾
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会議の様子

事例発表を行う様子

令和元年度 職員研究発表会
　１月15日、16日、南館５階研修ホールにて、職員研究発表会を行いました。この発表会

は毎年、２年目と５年目の職員を対象に行われており、個人ごとに研究内容を設定し約１年

間かけて研究を行い、その結果と今後の課題を発表します。

　当日は多くの職員が参加し、自分の部署はもちろん普段聞くことのできない他職種の発表

を聞ける良い機会で、みなさん興味をもって聞いていました。

第33回 大分県市町村
健診担当者・保健師連絡会議
　12月19日、第33回大分県市町村

健診担当者・保健師連絡会議が別府

パストラルで行われました。各担当

者による健診実績や取り組みについ

ての報告が行われ、有意義な会議と

なりました。



　２月になりました。世間では、

コロナウイルスが騒がれていま

すが、みなさんいかがお過ごし

でしょうか。これからは花粉の

季節も始まりますので、より

いっそう体調管理に気を付けて

いきましょう。　　  （S.Ｔ）
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《12月健診》
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※鶴見病院のホームーページへの
　アクセスはこちら
　
http://www.ok-tsurumi.com/

※健診内容や料金などをご覧になりたい方は
　健康管理センターのホームーページにアクセス
　
http://www.ok-kenkou.com/

健健 康康 のの ワンポイント

一人ひとりができる
新型コロナウイルス感染症対策は？
■新型コロナウイルスに感染しないようにするために
　過剰に心配することなく、「手洗い」や「マスクの着用」を含む「咳エチ
ケット」などの通常の感染症対策が重要です。
⑴手洗い
　ドアノブや電車のつり革など様々なものに触れることにより、自分の手にもウイ
ルスが付着している可能性があります。外出先からの帰宅時や調理の前後、食事前
などこまめに手を洗います。

⑵普段の健康管理
　普段から、十分な睡眠とバランスのよい食事を心がけ、免疫力を高めておきます。

⑶適度な湿度を保つ
　空気が乾燥すると、のどの粘膜の防御機能が低下します。乾燥しやすい室内では
加湿器などを使って、適切な湿度（50～60％）を保ちます。

※マスクの効果は？
　マスクは、咳やくしゃみによる飛沫及びそれらに含まれるウイルス等病原体の飛
散を防ぐ効果が高いとされています。咳やくしゃみ等の症状のある人は積極的にマ
スクをつけましょう。
　一方で、予防用にマスクを着用することは、混み合った場所、特に屋内や乗り物
など換気が不十分な場所では一つの感染予防策と考えられますが、屋外などでは、
相当混み合っていない限り、マスクを着用することによる効果はあまり認められて
いません。
　咳や発熱などの症状のある人に近づかない、人混みの多い場所に行かない、手指
を清潔に保つといった感染予防策を優先して行いましょう。

■ほかの人にうつさないために
＜咳エチケット＞
　くしゃみや咳が出るときは、飛沫にウイルスを含んでいるかもしれませんの
で、次のような咳エチケットを心がけましょう。

・マスクを着用します。・とっさの時は袖や上着の内側でおおいます。
・ティッシュなどで鼻と口を覆います。　・周囲の人からなるべく離れます。

正しい
手の洗い方 流水でよく手をぬらした後、

石けんをつけ、手のひらを
よくこすります。

手の甲をのばすように
こすります。

指先・爪の間を
念入りにこすります。

４　指の間を洗います。
５　親指と手のひらを
ねじり洗いします。

６　手首も忘れず
に洗います。

手洗いの前に
・爪は短く切っておきましょう
・時計や指輪は外しておきましょう
石けんで洗い終わったら、
十分に水で流し、清潔なタ
オルやペーパータオルでよ
く拭き取って乾かします。

1 2 3
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