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厚生連だより 大分２

脳卒中について

【はじめに】
　脳卒中とは、脳の血管の病気の総称であり、脳血
管障害ともいいます。この中には、脳梗塞、脳出血、
クモ膜下出血などが含まれます。脳梗塞は脳の血管
がつまる病気で、脳塞栓、脳血栓、ラクナ梗塞に分
かれます。

【主要死因別死亡率の年次推移】
　過去には脳卒中が日本人の死因の第１位でしたが、
治療法や検査法の進歩により死亡率は減少しました。

【脳卒中の型別死亡率】
　高血圧の治療が普及したため、脳出血の死亡率が
圧倒的に減少し、脳卒中全体の死亡率が下がりまし
た。しかし、脳梗塞やくも膜下出血の死亡率はあま
り変わりません。
　死亡率は減ったものの、脳卒中に罹る患者数は
減っていません。一旦脳卒中を生じると後遺症を残
すことが多いので、油断ができない病気であること
には変わりません。

【脳卒中の何が問題か】
○突然発症する・・・前ぶれがないことが多い
○後遺症が残る・・・脳細胞は再生されないことが
　　　　　　　　　　ほとんど

【脳卒中の種類と頻度】

【脳卒中の危険因子】
　生活習慣では ①大量飲酒 ②たばこ ③運動不足　
④肥満 が挙げられます。

①大量飲酒
　１日１合を越えてお酒を飲む人には、脳卒中
で死亡する人が多くなります。
②たばこ
　１日平均40本のたばこを吸う人は、吸わな
い人に比べて４倍も脳卒中で死亡しやすいです。

③運動不足
　運動が不足すると、食事で摂ったエネルギー
を消費しきれず、肥満につながるばかりか、糖
尿病や高脂血症、高血圧も引き起こします。

④肥　　満
　脳卒中の危険因子である高血圧や糖尿病の原
因になるため、間接的に脳卒中の危険因子とな
ります。

　症状・病気では、〈１〉高血圧　〈２〉高脂血症　
〈３〉糖尿病　〈４〉心臓病（心房細動）が挙げられます。
〈１〉高血圧
　血圧が上昇すると脳卒中にかかりやすくなっ
たり、死亡する人が多くなったりします。

〈２〉高脂血症
　脳卒中のうち、脳梗塞になりやすいです。

〈３〉糖尿病
　糖尿病の人では、脳卒中で死亡する率が正常
な人の２～３倍になります。

〈４〉心臓病（心房細動）
　心房細動（脈の乱れ）があると、心臓の中に
できた血のかたまりが血液の流れに乗っていき、
脳の血管で詰まって、脳梗塞の原因となります。

【脳梗塞の予防】
　危険因子の管理が重要となり、特に①～⑤に挙げ
る項目が重要です。
　治療が必要と判断されたら、勝手に中断せず継続
して下さい。

　①血　圧・・・降圧薬
　②糖尿病・・・血糖降下薬、インシュリン
　③高脂血症・・抗高脂血症薬
　④禁　煙
　⑤飲酒を控える

【脳梗塞急性期の治療】
　脳梗塞急性期の治療として下記の方法があります。

　①血栓溶解療法・回収術
　　　　　　　　（詰まった血管を再開通させる）
　②抗凝固療法　（血液を固まりにくくする）
　③抗血小板療法（血液をさらさらにする）
　④脳保護薬　　（脳を虚血から守る）

○血栓溶解療法
　血管の中に詰まった血液を溶かす療法で、米
国では1996年に認可されました。日本では、
2005年にアルテプラーゼというお薬が認可さ
れ、発症３時間以内の脳梗塞に投与可能となり
ました。そして2012年に発症4.5時間まで延
長されました。日本で行った試験では、約
37％の人がほとんど障害のない状態で回復し
ています。

～適　応～
①発症４時間30分以内
②症状の急速な改善がない
③軽症（失調、感覚障害、構音障害、
　軽度の麻痺のみを呈する）ではない

～禁　忌～
①非外傷性頭蓋内出血の既往
②重篤な外傷の既往がある場合
③出血傾向
④ＣＴで早期虚血性変化が見られる等

～受けるためには～
○できるだけ早く受診を
　（発症後３時間30分以内）
○家族も一緒に来院する

【脳梗塞慢性期の治療】
①抗血小板療法・抗凝固療法
　最近、新しい薬が開発され、食事の制限をし
なくてもいいものもあります。

②頸動脈内膜剥離術（ＣＥＡ）
　首の血管が細くなっている場合手術で広げます。
③頚動脈ステント留置術（ＣＡＳ）
　細くなった首の血管をステントで広げます。

【終わりに】
　脳卒中に一旦罹ると後遺症を残してしまい、不自
由な生活を強いられます。しかし、これは危険因子
の治療をすることで予防することができますし、発
症後でも早期に治療を開始すれば、症状を改善させ
られる可能性があります。上記のことをぜひ留意し
ていただき、脳卒中の予防、治療を行っていただけ
ればと思います。

主要死因別死亡率の年次推移

脳卒中の型別死亡率

大分県厚生連鶴見病院　副院長　脳卒中センター長　加　賀　明　彦
か が あき ひこ
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鶴見病院『市民公開講座』を開催

４ 厚生連だより 大分４

　８月11日㈯、別府市公会堂にて鶴見病院主催の『市民公開講座』を開催しました。
　今回は、鶴見病院の　末廣　修治　乳腺外科部長による「一般公演」と、公益財団法人日本対がん協会会
長で国立がんセンター名誉総長、大分県厚生連顧問の　垣添　忠生　先生による「特別講演」の２講演を行
いました。
　鈴木院長による開会あいさつの後、末廣乳腺外科部長が「乳がんを知りたいあなたへ」と題して“乳
がん”のしくみや発症の傾向、最新の治療方法、検診の大切さや予防方法などについてわかりやすく説
明を行いました。続いて、垣添先生が「人はがんとどう向き合うか？」と題した特別講演を行いました。
垣添先生は、がん医療の国内最前線でご活躍されたほか、ご自身も過去にがんを身近で体験され、その
経験を通して、医師として、また患者さん本人やご家族の立場から、がんとの向き合い方についてとて
も貴重な助言を頂きました。
　今回も非常に多くの方にご参加いただき、両講演とも大変好評で、参加された方々から「とても参考
になり、感動した」と多くの声が聞かれました。
　生涯のうち２人に１人は罹患すると言われる“がん”には早期発見・早期治療がとても大切です。が
ん検診などの健康診断、最新治療や専門医への相談、緩和ケアなど、がんに関してご質問などがあれば
お気軽に鶴見病院へお問い合わせください。
　次回は、11月にトキハ別府店で開催予定ですので、是非ご参加ください。

講演を行う垣添忠生先生

特別講演「人はがんとどう向き合うか？」
講演を行う末廣修治乳腺外科部長

一般講演「乳がんを知りたいあなたへ」

約200名の方にご参加いただきましたあいさつをする鈴木院長

垣添忠生先生プロフィール
□ 1992年 国立がんセンター病院　病院長
□ 2002年 国立がんセンター病院　総長
□ 2007年 国立がんセンター病院　名誉総長
　 　　　 　公益財団法人日本対がん協会　会長
□ 2017年 大分県厚生農業協同組合連合会　顧問

主な著書：
「患者さんと家族のためのがんの最新医療（岩波書店）」
「妻を看取る日（新潮社）」 
「悲しみの中にいるあなたへの処方箋（新潮社）」 
「がんと人生（中央公論新社） 」
「巡礼日記-亡き妻と歩いた600キロ（中央公論新社）」など多数



～お問い合せは～

　杵築市にあります、介護老人保健施設しおはまは、風光明媚な杵築湾沿いにある無床診療所併設
の施設です。
　老健しおはまでは、年間行事が豊富で、季節に応じたレクリエーションや誕生日会を実施してい
ます。今回は年間行事をまとめてみましたので是非ご覧ください。

介護老人保健施設しおはまのご紹介

〒873－0006 大分県杵築市大字大内字塩浜7703番地の４

TEL:0978-66-1330　FAX:0978-66-1339

厚生連だより 大分 ５

大 分 県 厚 生 連
介護老人保健施設

　施設についてや、入所に関するご相談がありましたら、下記連絡先までお問い合わせください。

4月
花見会
しおはまの敷地内
の桜鑑賞や、城山
公園への花見を行
います。

5月
創立祭
職員の出し物満載
の、しおはま創立
をお祝いする行事
です。

7月
七夕飾り

7月7日七夕の日
に合わせて、笹に
飾りつけを行いま
す。

8月夏祭り

屋内にて、本物の口説き
と太鼓に合わせて利用者
様やボランティアの方々
が踊る盆踊りはとても華
やかです。抽選会も行わ
れます。

9月
敬老会
80歳以上の利用
者様のご長寿をお
祝いする行事です。

10月
運動会
利用者様の能力に
合わせた競技を行
い、張り切ってい
ただきます。

11月
お茶会

秋の行事として、
琴の演奏を聴きな
がら抹茶を頂きま
す。

12月
忘年会

カラオケによる年忘
れ歌合戦やクリスマ
ス会など、師走の行
事が目白押しです。

2月
節分会
鬼に扮した職員が、
豆の代わりに玉を投
げつけられ退散、無
病息災を祈願します。

その他にも！
毎月の行事としてお祝い
膳で誕生者をお祝いする
誕生会や、食べたいおや
つをつくるおやつレクリ
エーション、お正月にはおせち料理、
そば打ち体験など、食べることを楽し
んでいただく行事も豊富です。



４ 厚生連だより 大分６

〒874-8585 別府市大字鶴見4333番地　http://www.ok-kenkou.com/

TEL:0977-23-7112㈹　FAX：0977-23-7976

教えて！健康診断！
「　受けて安心！ がん検診　」

　日本人の２人に１人ががんにかかり、３人に１人ががんで亡くなる時代です。がん検診を受けること
で早期に発見・治療ができ、治せるがんが増えてきています。
　今回は、がん検診で何がわかるのか、どのような検査なのかをまとめてみましたのでご覧ください。

　この他にもたくさんの検査項目をご用意しております。当健康管理センターでは、健診当日に検査結果に
ついて医師から詳しい説明が受けられますので、是非一度受診してみてはいかがでしょうか。
　ご予約・ご相談については下記連絡先までお問い合わせください。

胃がん検診
最低でも２年に１回

胃部Ｘ線検査か胃内視鏡検査

●検査項目
問診・胃部Ｘ線検査・
胃内視鏡検査

●内　　容
バリウムと発泡剤を飲んで、
胃のＸ線写真を撮るか、口か
ら細いカメラを挿入し、胃の
中を直接観察します。

●二次検査
胃部Ｘ線検査の精密検査→
《胃内視鏡検査》

胃内視鏡検査の精密検査→
《胃内視鏡検査の再検査と組
織検査》

口や鼻から内視鏡を入れて、潰
瘍やポリープ、がんなどがない
かを検査します。また必要に応
じて悪性の組織が混じっていな
いか、組織を採って（生検）調
べます。

大腸がん検診
年に１回

●検査項目
問診・便潜血検査

●内　　容
便に潜む血液の有無を検査します。
大腸がんやポリープがあると便に
血が混じることがあり、それを専
用の容器で採取し、提出します。

●二次検査
《全大腸内視鏡検査》
肛門から内視鏡を入れてポ
リープやがんなどがないかを
検査します。また必要に応じ
て悪性の組織が混じっていな
いか、組織を採って（生検）
調べます。
※全大腸内視鏡検査が困難な
場合は、Ｓ状内視鏡検査
と注腸Ｘ線検査の併用で
行うこともできます。

肺がん検診
年に１回

●検査項目
問診・胸部Ｘ線検査・
喀痰細胞診
（問診で必要と判断された場合）

●内　　容
肺のＸ線写真を撮ります。また
喀痰細胞診では、痰の中にがん
細胞がないかを検査します。

●二次検査
《胸部ＣＴ検査》
肺の断層写真をミリ単位で撮
影し、病変の大きさや形など
を検査します。

《気管支鏡検査》
口や鼻から気管支鏡を入れて、
がんなどがないかを調べる検
査です。また必要に応じて悪
性の細胞が混じっていないか、
組織を採って（生検）調べま
す。
※二次検査での喀痰細胞診の
検査は不適切であり、お
すすめしておりません。

乳がん検診
最低でも２年に１回

●検査項目
問診・マンモグラフィ・
乳房超音波検査

●内　　容
マンモグラフィは乳房を片方
ずつはさんで、Ｘ線写真を撮
ります。超音波検査は乳房に
超音波を当て、断面を映し、
がんなどがないかを検査しま
す。

●二次検査
《マンモグラフィの追加撮影》
部位を特定してさらに詳しく、
悪性の石灰化などがないかを
撮影します。

《乳房超音波検査》
乳房に超音波を当て、悪性の
腫瘍（しこり）がないかを検
査します。

《細胞診・組織検査》
必要に応じて悪性の組織が混
じっていないか、組織を採っ
て（生検）調べます。

子宮頸がん検診
最低でも２年に１回

●検査項目
問診・子宮頸部の細胞診検査

●内　　容
子宮頸部の細胞をブラシで擦
り取り、顕微鏡で悪性細胞の
有無を検査します。

●二次検査
《コルポスコープ》
子宮頸部を拡大して観察する
検査です。

《組織検査》
異常な部分の組織を採って
（生検）、がんの判定や進行度
などを検査します。

《ＨＰＶ検査》
ＨＰＶ（ヒトパピローマウイ
ルス）に感染しているかを調
べる検査です。

Ｑ．もう一度、便潜血検査の再検査
をしてもいいですか？

便潜血検査の再検査は不適切です。
進行性の大腸がんでも、検査を繰り
返すと、陰性になることがあります。

肺がんだけではない！？

タバコ と がん
わが国のがん死亡者数ともっとも関連が深い危険因子は、

喫煙だということがわかってきました。
男女合わせて、年間約77,400人の方が喫煙が

原因のがんで亡くなっており、
約128,900人の方が喫煙が原因で亡くなっています。

（平成19年　わが国におけるリスク要因別の関連死亡者数より）

ご自分とご家族の健康の為に『禁煙』をおすすめします！

子宮頸がん検査は
20歳以上の女性が対象



秋に向けて、
基礎体力を
　つけよう！

リハビリ技術科 技士長

脇 屋 裕 文

厚生連だより 大分 ７

筋力
　トレーニング!!

有酸素運動
● 効　能　・体力向上

・下肢筋力向上
・認知症予防

● 回　数　・30分／日 以上を目標
　（何回かに分けてＯＫ）
・３回／週 以上を目標

有酸素運動
● 効　能　・全身の有酸素運動

・体力づくり
● 回　数　・３分／回 程度を目標に

　できれば合計30分を
　目指しましょう。

①背筋を伸ばし、顎を引き、踵から接地し、爪先で蹴って足を振り出す事を意識しましょう。

　いつもより少し大股で、目線は20ｍほど先を見ましょう。

②慣れてきたら、徐々に坂道や階段を取り入れましょう。

①背筋を伸ばして、背もたれに背中がつかないように椅子に腰かけます。

②もも上げと腕振りを、歩くようにして行います。

③他の運動と合わせて１日の合計で30分以上、週３回を目標に行いましょう。

○ウォーキング

○座位ウォーキング

【注意点】
※頭のてっぺんから
　吊り上げられた
　イメージで
※ペースは早歩きで、
　息切れしない程度

【注意点】
※ペースを変えることで
　負荷量を調整できます。
※他の運動を合わせて
　合計30分の
　有酸素運動を目標に！

手軽にできる
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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
断
　
道
路

至 日出町

至 大分市 的ヶ浜公園

マルショク

別府国際観光港

別　府　湾

210

大分空港道路

塩浜 至 大分空港

杵築市役所

杵築大橋

杵築警察署

至 別府

守　江　湾

【大分県厚生連】

・介護老人保健施設 しおはま
・しおはま診療所

実相寺サッカー
     競技場

実相寺野球場

鶴見台
中学校
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編集
後記

　９月になりました。
日中はまだまだ暑いで
すが、朝や夜はだんだ
んと涼しくなり過ごし

やすくなってきたのではないで
しょうか。
　秋はいろいろとイベントの多い
季節です。イベントと言えば、
10月21日㈰に鶴見病院病院祭を
開催します！　開催できなかった
去年の分も含めて今年も楽しいイ
ベントにしたいと思いますのでみ
なさん是非お越しください。
（S.S）

健康管理センター

７月の健診/受診結果
国 東
姫 島
杵 築
山 香
大 分
由 布
日 田
臼 杵
野 津
佐 伯
豊後大野
竹 田
豊後高田
中 津
宇 佐
安心院

Ｊ
　
Ａ
　
お
　
お
　
い
　
た

受診者数総合計 4,234名
（うちJA 1,246名）

Ｊ Ａ べ っ ぷ 日 出
Ｊ Ａ 玖 珠 九 重
Ｊ Ａ 九 重 町 飯 田
大 分 大 山 町 農 協
下 郷 農 協

名
名
名
名
名
名
名
名
名
名
名
名
名
名
名
名
名
名
名
名
名

《７月健診》

東部事業部

中西部事業部

南部事業部

豊肥事業部

北部事業部

270
5

221
41
28
35
17
94
27
19
21
71
93
38
45
22
165
25
1
8
0

※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/

人権の
おはなし

とはブ ラ ハ ラ
　「ブラッドタイプハラスメント」の略です。血液型

を意味する「ブラッドタイプ」による嫌がらせで、主に日本を含むアジ
アでは血液型（ABO式血液型）による様々な分類が
行われており、血液型で性格を決め付けたり、差別さ
れるなどの危険性が指摘されています。
　ブラハラは、血液型と性格の関連性を信じる一部の
人々によって引き起こされます。血液型性格分類には
科学的根拠が全く無いにもかかわらず、当たっている
と感じる人が多い理由として、以下のことが挙げられています。

○バーナム効果：誰にでも当てはまるような曖昧で一般的な性格をあらわ
す記述（他人から好かれたいと思っているなど）を、自
分だけに当てはまる正確なものだと誤解してしまう現象

○確証バイアス：自分の信念を裏付ける記述のみを重視し、それに反する
情報を軽視してしまうという現象

○予言の自己成就：根拠のない記述であっても、それを信じて行動するとその記
述通りの結果が生じてしまうという現象

　このため、加害者には相手を不快や不安な状態にさせる意図はなく、
無意識のうちにブラハラを行っている場合もあります。

第27回 鶴見病院 病院祭の開催
～お知らせ～

今年のメインテーマは

「 ツ ナ グ  地域をはぐくむ健康の輪 」
日時：10月21日（日）9:30～15:00
場所：鶴見病院１階ホール 及び 第１駐車場

　10月21日（日）に今年で第27回目となる病院祭を開催します。
　各ＪＡや地域自治体による出店やステージの催し物、健康や医療
をテーマにした特別講演があります。
　ふるってご参加ください。


