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狭心症と心筋梗塞
　～早期発見と予防のために～

特集

2019年仕事始め式
永年勤続表彰式
介護老人保健施設シェモア鶴見でのひととき
平成30年度職員研究発表会
手軽にできるストレッチでリフレッシュ！！



厚生連だより 大分２

　
　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（脂質代謝異常、高血圧、糖尿
病）にな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。

　冠動脈の閉塞や狭窄などにより心筋への血流が悪く
なって、心臓の筋肉に酸素・栄養が供給されにくくな
る疾患であり、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、攣縮など）による一過性の心筋の酸
素不足による胸痛・胸部圧迫感（発作）などが主症状
です。

☆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発作が起こります。

【安静時狭心症】
　主に安静時に発作が起こります。

☆発症機序により
【器質的な狭窄による狭心症】
　動脈硬化：アテロームにより発作が起こります。

【冠攣縮性狭心症】
　冠動脈の攣縮（痙攣）により発作が起こります。

☆症状の経過により
【安定狭心症】
　発作の起こる運動の強さ、持続時間などが類似して
おり、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、検査及び治療は必要ですが、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、軽い運動や
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。血栓ができやすく、血管が完全閉塞しやすい状態
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
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マルチスライスＣＴ（造影）
⑦冠動脈造影検査（心臓カテーテル検査）
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）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、焼けるような感じであ
り、胸部を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　④肩、
顎への放散痛などがあります。

☆狭心症の誘因
　労作（荷物を持つ、歩行、階段の昇降など）や早朝
起床時、飲酒後、内服薬の飲み忘れなどが挙げられま
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が進行、心筋梗塞に移行し
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１ヶ所の痛み、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。

　
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を用いたステント植え込み
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）

 

【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
　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。

☆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、ＨＤ
Ｌ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㎝以上です。

※ＨＤＬコレステロール：善玉コレステロール
　動脈硬化を引き起こす恐れのある（血管内壁にへばりつい
ている）コレステロールを肝臓まで運ぶ働きがあるため、高
い方が動脈硬化を減らします。

☆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4.5km～6.5km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16km未満）が挙げられます。

 
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

　
　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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厚生連だより 大分 ３
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☆狭心症
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異常（動脈硬化、攣縮など）による一過性の心筋の酸
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☆発症機序により
【器質的な狭窄による狭心症】
　動脈硬化：アテロームにより発作が起こります。
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☆狭心症の症状
　症状として、胸が重苦しい、焼けるような感じであ
り、胸部を締めつけられるような圧迫感があります。
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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。

　
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を用いたステント植え込み
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）
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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、
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ている）コレステロールを肝臓まで運ぶ働きがあるため、高
い方が動脈硬化を減らします。

☆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4.5km～6.5kmの速
足歩き、ゆっくり水泳、平地を歩くゴルフ、サイクリ
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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

　
　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。

若年者・中年者・前期高齢者
後期高齢者

糖尿病・慢性腎臓病

140/90mmHg未満
150/90mmHg未満
130/80mmHg未満
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虚血性心疾患の治療

狭心症・心筋梗塞を予防するために

虚血性心疾患を防ぐための生活とは

おわりに

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



４ 厚生連だより 大分４

～ 2019年 仕事始め式 ～

「飛躍 の 年 に 」
　１月４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

「すべての職員が恕の精神を」
　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４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。 決意表明を行う鈴木院長

（おもいやり）



～永年勤続表彰式～

厚生連だより 大分 ５

「３１名の職員が表彰」
　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、25年表

彰が15名、15年表彰が16名、計31名の

職員が永年勤続の表彰を受けました。

「多くのみなさんの力添えあってこその表彰」
　表彰者を代表して25年勤続表彰を受けた

シェモア鶴見の中山俊之施設長より「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。

永年勤続受賞者

代表して謝辞を述べる中山施設長

＜２５年表彰＞
　　　　　　シェモア鶴見　中　山　俊　之
　中央検査部放射線技術科　西　村　賢　一
　看護部地域連携センター　神　田　智恵子
　　　　　医療安全管理室　飯　田　智　子
　　　　　　看護部看護科　河　内　公　代
　　　　　　看護部看護科　磯　野　美　香
　　　　　　看護部看護科　西　山　美津子
　　　　　　看護部看護科　長　野　陽　子
　　　　　　看護部看護科　幸　重　恵　子
　　　　　　看護部看護科　加　藤　博　子
　　　　　　看護部看護科　福　原　順　子
　　　　　　看護部看護科　安　藤　春　美
　　　　　　看護部看護科　山　本　直　美
　　医療技術部食事療養科　上　野　久　美
　中央検査部放射線技術科　伊　東　　　肇

＜１５年表彰＞
　　　　　しおはま診療所　二　宮　洋　平
　看護部地域連携センター　朝　倉　智　美
　　　　健康管理部事務課　伊　藤　大　善
　　　　　　看護部看護科　山　根　裕　美
　　　　　　看護部看護科　小笠原　千　尋
　　保健事業部保健指導科　田　北　さおり
　　　　　　看護部看護科　中　村　かおり
　　　　　　看護部看護科　安　東　仁　美
　　　　　　看護部看護科　上　坂　千　恵
　　　　　　看護部看護科　工　藤　亜希子
　　　　　　看護部看護科　中　村　　　優
　　　　　　看護部看護科　久保田　里　恵
　　　　　　看護部看護科　古　庄　美　智
　　　　　　看護部看護科　堀　井　真由美
　中央検査部放射線技術科　大　島　賢　治
　　訪問看護ステーション　上　杉　成　美



４ 厚生連だより 大分６

★介
護老人保

健施設

シェモア鶴見でのひととき★
中学生が施設入所者へ

ふれあい訪問

中学生とあやとりを楽しむ様子

研究発表会の様子

質疑応答を行う職員

ポスター発表を行う職員

平成30年度 職員研究発表会
　１月16日、17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。

口演発表を行う職員

　県内の学校が冬休みに入った中、12月27日に鶴見台中学校の生徒さんがシェモア鶴見に

ふれあい訪問に来られました。

　今回は全校生徒にボランティアを募

り、約20名の生徒さんが来られ、交

流会として生徒さんたちが考えた手遊

びやあやとりをして、入所者と一緒に

楽しいひと時を過ごしました。

　また今回も生徒さんより手作りの作

品を入所者一人一人にプレゼントされ

ました。最後に入所者の代表よりお礼

の言葉があり、和やかに交流を深めて

いました。



今月は疲れが
溜まりやすい

首回りのストレッチを
ご紹介します。

リハビリ技術科
技士長

脇 屋 裕 文

10秒

●伸ばすところ　首周りの筋肉 
●回数　10回×２セット

①肩の力を抜いてリラックスします。 

②首で大きく円を描くようにゆっくりまわしましょう。 

③同じ方向に３回まわしたら、反対に３回まわしましょう。

●伸ばすところ　体の側面の筋肉 
●回数　片側10秒ずつ

①手を組み、頭の上に挙げて背を伸ばします。 

②そのままの姿勢で片方に傾いてください。 

③10秒ほど伸ばしたら、反対側にも伸ばしましょう。

●伸ばすところ　胸まわりの筋肉 
●効能　肩こりの予防 
●回数　10秒ずつ

①両手を斜めに広げ、胸を大きく張ります。 

②10秒ほど伸ばしたら、手を入れ替えて

　同じように伸ばします。

ストレッチで
　リフレッシュ！！

○首まわし

○背のび

○胸ひらき

手軽にできる

厚生連だより 大分 ７
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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

発行／大分県厚生農業協同組合連合会　〒874-8585 大分県別府市大字鶴見4333番地　TEL 0977-23-7465　FAX 0977-23-7493　http://www.oita-koseiren.com

編集
後記

　２月になりま

した。先月から、

インフルエンザ

も流行し始め、体調管理に苦

労された方も多いかもしれま

せん。またこれからは花粉の

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.S）

健健 康康 のの
ワンポイント

～自覚が少ない高脂血症～

健康管理センター

12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 2,531名
（うちJA 632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

《12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

88 
0 
53 
9 
20 
14 
40 
23 
3 
18 
53 
69 
40 
42 
15 
24 
59 
46 
16 
0 
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/

　高脂血症は、血液中の中性脂肪やコレステロールが増え、血液が
ドロドロになる病気です。自覚症状は少ないのですが、放置してお
くと動脈硬化を併発し、心臓や脳の病気を招く危険性があります。
高脂血症の傾向が見られたら、食生活の改善が必要となってきます。
　中性脂肪が高い人はアルコールや炭水化物を、コレステロールが
高い人はコレステロールを控えるような食事を摂るよう心がけるよ
うにしましょう。ただし、コレステロールを多く含む
食品に注意をするだけでなく、コレステロールの材
料となる糖質や脂質の摂り過ぎにも注意しましょう。
　特に肉類や卵はコレステロールの形成を促す
ので注意が必要です。代わりに、野菜に含まれ
る食物繊維やビタミンＥ・ビタミンＣがコレス
テロール値を下げたり、動脈硬化の予防につな
がる作用を持っていますので、積極的に摂取す
るよう心がけましょう。

日時：平成31年２月９日（土）14:00～16:00（開場 13:30～）
場所：トキハ別府店 ７階 大会議室

市民公開講座の開催
申込不要
参加費無料

講演１

講演２

見て・聴いて・知ろう

テーマ

「肺がん診療の基本とこれから」

「乳がんの標準治療と最近の話題」
鶴見病院 呼吸器外科　科長　小　林　良　司 氏

鶴見病院 乳腺外科部長　末　廣　修　治 氏

もっと知ろう　がんのことvol.1


