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厚生連だより 大分２

特集

大分県厚生連鶴見病院　循環器内科　救急部長　直　野　　　茂
なお の しげる

「足にも起こる動脈硬化｣
　　～末梢動脈疾患 (PAD) を知ろう～

＜末梢動脈疾患（PAD）とは？＞
　心臓に栄養や酸素を送る冠動脈の動脈硬化により起
きる病気が狭心症・心筋梗塞ですが、それ以外の動脈
（末梢動脈といいます）にも同様に動脈硬化が起こり
ます。広義には頸動脈や鎖骨下動脈、腎動脈なども末
梢動脈に含まれますが、特に足の動脈（下肢動脈）の
動脈硬化が進展することにより動脈の閉塞・狭窄を来
たし、様々な症状を起こす病気を末梢動脈疾患と言い
ます。英語で表記するとPeripheral Artery Disease
となり、頭文字をとってPADと言われます。以前よ
り下肢閉塞性動脈硬化症（ASO）と言われているも
のとほぼ同じ概念ですが、最近はこのPADという呼
称が広まってきています。

＜足の動脈硬化は何が問題か？＞
　足を切断するような事態になれば日常生活に非常に
大きな支障を来すのは想像に難くありません。間欠性
跛行の症状が出れば長い距離を歩けなくなるため、や
はり生活に支障を来すでしょう。もっと大事なことは、
足の動脈硬化は「足の問題だけではない」ということ
です。動脈硬化は足だけでなく全身に起こりますので、
狭心症・心筋梗塞（冠動脈疾患）や、脳梗塞（脳血管
疾患）といった命に直接関わるような動脈硬化の病気
を合併しやすいことが知られています。海外の研究で
はPAD患者さんの60％以上は虚血性心疾患か脳血管
障害のいずれかを合併し、10％以上はその両方を合
併すると報告されています。間欠性跛行を有する患者
さんを5年間観察すると15～30％が死亡に至り、そ
の原因の多くがこのような心血管疾患であると報告さ
れています。死亡率は悪性腫瘍より高いとも言われて
おり、この点が大きな問題となるのです。

＜どのような検査で診断するの？＞
⑴　ABI検査
　症状と診察所見からPADが疑われた場合にまず行
う検査です。ABIはAnkle Brachial pressure Index 
(足関節上腕血圧比)の略で、文字通り足関節で測定し

＜どのような症状が起きるのか？＞
　通常、下肢動脈の動脈硬化はゆっくりと進行します
ので、症状に気付かないことも珍しくありません。初
期段階の症状は「足が冷たい」「しびれる」といった
症状が多く、進行すると一定距離を歩くとふくらはぎ
が痛んで歩けなくなり、立ち止まって休息すると症状
が改善して再び歩けるようになります。これを間欠性
跛行（はこう）と呼びます。さらに進行すると安静にして
も足の痛みが続くようになります。この時期よりチア
ノーゼが出現して、足の先端が暗紫色に変色してきま
す。さらに重症になると足に潰瘍を形成したり、壊死
した部分が真っ黒に変色したりします。病気の程度は
症状に応じて４つに分けられ、Fontaine（フォンテイン）分
類と呼ばれています。Ⅰ度が最も軽症で、Ⅳ度が最も

重症です。Ⅲ度以上を重症虚血肢といい、カテーテル
治療やバイパス手術などの治療を行わないと、高い確
率で足の切断術が必要になります。

図1 フォンテイン分類

FontaineⅠ度（軽度虚血）
無症状・冷感・しびれ感

FontaineⅡ度（中等度虚血）
間歇性跛行

FontaineⅢ度（高度虚血）
安静時疼痛

FontaineⅣ度（重度虚血）
潰瘍・壊死

・無症状　・足が冷たい
・足のしびれ　・足先が青白い

・一定距離を歩くとふくらはぎ、
　太腿などが痛む
・休むと数分でよくなる

・治りにくい潰瘍ができる
・壊死した部分が真っ黒になる・安静にしても足が痛む

た血圧と上腕で測定した血圧の比になります。通常は
足関節で測定した血圧は上腕で測定した血圧と比べて
同じか、やや高いのが正常ですが、下肢動脈の狭窄・
閉塞がある場合は足関節の血圧が上腕よりも低くなり、
ABIは低くなります。0.9以下に低下しているとPAD
を強く疑います。
　血圧測定の同じ感覚で出来る検査ですので、患者さ
んの負担も少なく、簡便にPADの有無を知ることが
できます。

⑵　CT・MRI
　ABI検査で異常があればCTやMRIで血管のどの部
分が狭窄・閉塞しているのかを明らかにします。マル
チスライスCTで造影剤を使用して撮影することによ
り、鮮明に血管が描出され、病変の位置を一目瞭然に
知ることができます。しかしながら血管の石灰化が強
いと評価困難な場合があり、造影剤を使用するため腎
機能が低下した患者さんには慎重に行う必要がありま
す。MRIによる血管撮影（MRA）ではCTよりも画質
が劣ると言う欠点がありますが、造影剤を使用しない
ので腎機能が低下した患者さんには有用です。

⑶　血管造影
　CT・MRIまで行うことでほぼ確定診断が可能です
が、治療方針を決めるためには血管造影が必要となり
ます。動脈内にカテーテルを挿入して造影を行うため、
CTやMRIよりも患者さんに与える負担が大きく、通
常は入院が必要です。冠動脈造影も同時に行うことが
可能で、合併することが多い狭心症や心筋梗塞の検査
も一緒に行うことが可能です。狭窄・閉塞した部位の
血流状態や側副血行路（閉塞した血管の末梢へ血液を
供給する迂回路）の状態を、より詳細に把握すること
ができますので、カテーテル治療やバイパス手術など
血行再建術を行う場合には必須の検査です。
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＜どのような治療を行うの？＞
⑴　運動療法
　簡単に言うと「歩く」ことです。中等症以下では初
期治療として有効であることがわかっています。歩く
ことで閉塞した部位以下の組織への血流が乏しくなる
ことで痛みを感じますが、これがシグナルとなって生
体では血管内皮の機能を改善させ、血管新生が起きて
血液の迂回路である側副血行路が発達するような働き
が活性化されます。痛いからと言って歩かないのでは
なく痛むまで歩くことが重要です。

＜どのような検査で診断するの？＞
⑴　ABI検査
　症状と診察所見からPADが疑われた場合にまず行
う検査です。ABIはAnkle Brachial pressure Index 
(足関節上腕血圧比)の略で、文字通り足関節で測定し

図2 合併症について

た血圧と上腕で測定した血圧の比になります。通常は
足関節で測定した血圧は上腕で測定した血圧と比べて
同じか、やや高いのが正常ですが、下肢動脈の狭窄・
閉塞がある場合は足関節の血圧が上腕よりも低くなり、
ABIは低くなります。0.9以下に低下しているとPAD
を強く疑います。
　血圧測定の同じ感覚で出来る検査ですので、患者さ
んの負担も少なく、簡便にPADの有無を知ることが
できます。

13.5％は心臓と脳の血管の
両方の病気が合併する

61.2％は心臓か
脳の血管の病気を有する

冠動脈疾患

脳血管疾患

末梢動脈疾患

REACH registry より

図3 ABIとは

◯原　理

ABI ＝
足関節収縮期血圧

上腕収縮期血圧（左右どちらかの高い方）

◯基準値
ABI≦0.9

0.91≦ABI≦0.99

1.0＜ABI≦1.4

下肢動脈の閉塞・狭窄の疑い

境界値

正　常

図4 マルチスライスCT

⑵　CT・MRI
　ABI検査で異常があればCTやMRIで血管のどの部
分が狭窄・閉塞しているのかを明らかにします。マル
チスライスCTで造影剤を使用して撮影することによ
り、鮮明に血管が描出され、病変の位置を一目瞭然に
知ることができます。しかしながら血管の石灰化が強
いと評価困難な場合があり、造影剤を使用するため腎
機能が低下した患者さんには慎重に行う必要がありま
す。MRIによる血管撮影（MRA）ではCTよりも画質
が劣ると言う欠点がありますが、造影剤を使用しない
ので腎機能が低下した患者さんには有用です。

⑶　血管造影
　CT・MRIまで行うことでほぼ確定診断が可能です
が、治療方針を決めるためには血管造影が必要となり
ます。動脈内にカテーテルを挿入して造影を行うため、
CTやMRIよりも患者さんに与える負担が大きく、通
常は入院が必要です。冠動脈造影も同時に行うことが
可能で、合併することが多い狭心症や心筋梗塞の検査
も一緒に行うことが可能です。狭窄・閉塞した部位の
血流状態や側副血行路（閉塞した血管の末梢へ血液を
供給する迂回路）の状態を、より詳細に把握すること
ができますので、カテーテル治療やバイパス手術など
血行再建術を行う場合には必須の検査です。

①右浅大腿動脈の完全閉塞 ②左総腸骨動脈の完全閉塞

⑵　薬物療法
　いくつかの薬剤が間欠性跛行に有効であることが報
告されています。シロスタゾールという抗血小板薬が
症状改善に有効であるというデータが豊富なため、よ
く使用されます。同じく抗血小板薬であるサルポグレ
ラートと言う薬剤も症状改善に有効であったという報
告があります。その他の抗血小板薬には心筋梗塞や脳
梗塞を予防する効果があります。高血圧や脂質異常症、
糖尿病の治療も将来の心筋梗塞や脳梗塞を予防する上
で重要です。

⑶　血行再建術
　間欠性跛行を有する患者さん（フォンテイン分類Ⅱ
度）で、運動療法や薬物療法で効果に乏しい場合は血
行再建術の適応となります。フォンテイン分類Ⅲ度以
上の重症虚血肢と言われる状態では早期より血行再建
術を行います。血行再建術には血管内治療（カテーテ
ル治療）とバイパス手術があります。どちらの治療法
を選択するかは、血管の状態や患者さんの全身状態な
どにより判断します。

Ａ）血管内治療（カテーテル治療）
　狭心症や心筋梗塞の治療と同様に閉塞したり狭
窄している血管をバルーン（風船のついた）カ
テーテルで拡張したり、ステントと呼ばれる網目
状になった金属製の筒を植え込む治療です。

Ｂ）閉塞している血管の前後を人工血管や自家静脈で
繋ぐ手術です。

ABI測定モデル

右上腕

収縮期 136
拡張期 67

右足関節

収縮期 75
拡張期 48

左足関節

収縮期 132
拡張期 68

左上腕

収縮期 138
拡張期 73

75÷138

ABI 0.54

＝

132÷138

ABI 0.96

＝
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＜どのような治療を行うの？＞
⑴　運動療法
　簡単に言うと「歩く」ことです。中等症以下では初
期治療として有効であることがわかっています。歩く
ことで閉塞した部位以下の組織への血流が乏しくなる
ことで痛みを感じますが、これがシグナルとなって生
体では血管内皮の機能を改善させ、血管新生が起きて
血液の迂回路である側副血行路が発達するような働き
が活性化されます。痛いからと言って歩かないのでは
なく痛むまで歩くことが重要です。

＜予防のために＞
⑴　禁煙
　喫煙は非常に強い危険因子であり、喫煙者は非喫煙
者に比べ３～４倍もPADになりやすいと言われてい
ます。重症になりやすく、下肢切断の危険が高まり再
発が多いとも言われています。心筋梗塞や脳卒中を予
防するためにも禁煙することが非常に重要です。

⑵　生活習慣病の管理
　PADは動脈硬化による病気ですので、動脈硬化を
促進する糖尿病や高血圧、脂質異常症の治療または予
防が重要です。

⑶　適度な運動
　治療において「歩く」ことの重要性を述べましたが、
予防においても「歩く」ことは大切です。歩行習慣は
内臓脂肪を減少させ、中性脂肪の低下、HDL（善
玉）コレステロールの上昇、血糖値の低下、血圧の低
下をもたらす効果があります。「歩く」ことは全身の
動脈硬化進展の予防にもなるわけです。

＜最後に＞
　PADは足の血管に起こる動脈硬化ですが、足の症
状を治すだけで良いのではありません。あくまでも全
身の動脈硬化の一つですので、足に動脈硬化がある場
合には心臓や脳などの重要な臓器の動脈硬化も進行し
ている可能性があります。足の動脈硬化を「きっか
け」として、全身の動脈硬化を予防することは健康寿
命を延ばすことにもつながるのです。鶴見病院では
PADの診断・治療を積極的に行っていますので、症
状が当てはまる方はお気軽に受診してください。 

図5 血管内治療（EVT）

ステント

バルーン（風船）

図6 下肢動脈バイパス術

膝上部
Above knee(AK)

膝下部
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Distal bypass

⑵　薬物療法
　いくつかの薬剤が間欠性跛行に有効であることが報
告されています。シロスタゾールという抗血小板薬が
症状改善に有効であるというデータが豊富なため、よ
く使用されます。同じく抗血小板薬であるサルポグレ
ラートと言う薬剤も症状改善に有効であったという報
告があります。その他の抗血小板薬には心筋梗塞や脳
梗塞を予防する効果があります。高血圧や脂質異常症、
糖尿病の治療も将来の心筋梗塞や脳梗塞を予防する上
で重要です。

⑶　血行再建術
　間欠性跛行を有する患者さん（フォンテイン分類Ⅱ
度）で、運動療法や薬物療法で効果に乏しい場合は血
行再建術の適応となります。フォンテイン分類Ⅲ度以
上の重症虚血肢と言われる状態では早期より血行再建
術を行います。血行再建術には血管内治療（カテーテ
ル治療）とバイパス手術があります。どちらの治療法
を選択するかは、血管の状態や患者さんの全身状態な
どにより判断します。

Ａ）血管内治療（カテーテル治療）
　狭心症や心筋梗塞の治療と同様に閉塞したり狭
窄している血管をバルーン（風船のついた）カ
テーテルで拡張したり、ステントと呼ばれる網目
状になった金属製の筒を植え込む治療です。

Ｂ）閉塞している血管の前後を人工血管や自家静脈で
繋ぐ手術です。



厚生連だより 大分 ５

会長あいさつ

令和元年度 臨時総会開催

　３月26日、別府パストラルで令和元年度臨時総会を開催しました。本臨時総会では、以下の

議案が提出され、全て原案どおり可決されました。

第１号議案「任意積立金の取崩しに関する件」

第２号議案「令和２年度事業計画書の承認の件」

第３号議案「令和２年度における経営管理委員・監事・理事の報酬に関する件」

　開会にあたり、矢羽田会長より「厚生事業を取

り巻く社会環境・医療情勢は引き続き厳しい環境

にありますが、農家組合員の健康保持と生活向上

に寄与するとともに、地域社会に貢献することを

行動指針とし、公的医療機関としての使命を果た

していく必要があります。そのためにも、経営基

盤の充実強化、農協法等法令の遵守、安全管理体

制の強化など、高度化・複雑化した業務に対し、

役職員一丸となって取り組んで参ります。今後と

も、さらなるご協力とご支援を賜りますようお願

いします。」とあいさつがありました。



厚生連だより 大分６

最新鋭の乳がん検診車を導入
　健康管理センターに最先端のマンモグラフィ装置を搭載した乳がん検診車を導入しました。
装置にＦＰＤを採用したことで、より短時間で鮮明な撮影ができ、検査の待ち時間が短縮さ
れます。この検診車には県下で唯一の「マンモグラフィ装置」と「乳房超音波装置」の両方
を装備しており高度な乳がん検査が可能になっています。また、車体がコンパクトになり、
これまで行けなかった住宅地などへも行けるようになりました。
　「がん検診」や「特定健診」のご相談は、厚生連健康管理センター（0977-23-7112）へ

最先端のマンモグラフィ装置を搭載
　ひとりでも多くの女性に、検診を受けていただくために、最先端のマンモグラフィ装置を搭載
しました。鮮明なマンモグラフィ画像を、短時間で撮影・確認でき、効率の良い検査が行えます。

～ 特　徴 ～

MGU-1000D

・ＦＰＤ（フラットパネルディテクタ）の搭載
ＦＰＤを搭載することで、より鮮明な画像を撮
ることが可能となりました。また、従来の装置
と比べ、検査開始から終了までの時間が減少し、
検査効率のアップにつながります。
Ｘ線の感度も高く、より少ないＸ線量での検査
が可能となり、被ばくの低減にもつながります。

・美圧システム搭載
「美圧システム」とは圧迫圧が加わるほど、
ゆっくりと優しく押し下げていくシステムです。
高精度な圧迫力検出により、圧迫力に応じて速
度を徐々に減速します。第一圧迫圧と第二圧迫
圧の設定ができるため、乳房に急激な圧力がか
かる心配がありません。

・身体的負担を軽減
従来の装置では撮影体位を変更する際に、フィ
ルム等を入れ替えて撮影していましたが、今回、
導入した装置では入れ替えの必要がなく、連続
撮影が行なえますので、疼痛を伴う患者さんな
ど、体位変換の負担が軽減されます。

・やさしさの新デザイン
パールホワイトに丸みを帯びたフォルムに仕上
げることで、見た目に安心感を与え、検査の恐
怖感や羞恥心を軽減しました。



元 気 い っ ぱ い ！ ひ よ こ の 園 児 た ち

厚生連だより 大分 ７

保育証書を受取る園児卒業する園児と先生で記念撮影

４匹の子豚たち お遊戯を披露

ダンスを披露！ ひよこレンジャーたち

ひよこ保育園

～卒園式・発表会～
記念すべき第24回目

　３月14日、ひよこ保育園にて卒園式が行われ、今年は９人の園児たちがひよこ保育園を巣立っ
ていきます。衞藤園長よりお別れのあいさつがあった後、一人ひとりに保育証書が手渡されまし
た。園児たちはあいさつもとても上手にでき、しっかりと卒園証書を受け取りました。
　最後には全員でありがとうの気持ちを込めて「大きくなったよ」の歌を元気に歌いました。

元気いっぱい！  お父さん・お母さんに
日頃の感謝の気持ちを込めて

　卒園式の後には、毎年恒
例の発表会も行われ、４匹
の子豚の他、かわいらしい
衣装で歌やお遊戯が披露さ
れ、練習の成果を十分に発
揮することができました。
今回は、コロナウイルスの
影響により、残念ながら無
観客での発表会となりまし
たが、保護者の方々には、
後日、DVDで見ていただき
大変喜んでもらいました。



　４月になりました！　新生活ス
タート！　と心新たに行きたいと
ころですが、コロナウイルスの影
響はまだまだ続きそうな模様…。
　中々、気分転換も難しい今日こ
の頃ですが、自分なりのリフレッ
シュ方法を見つけ、すばらしいス
タートを切りましょう！（S.T）
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受診者数総合計 3,014名
（うちJA 510名）
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《２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
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17
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17
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4
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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
正しく洗って使おう！
布マスクの洗い方

　新型コロナウイルスの影響で、不織布を使った使い捨てマスクが品薄となって
います。使い捨てのものが手に入らないことから布マスクを手作りした、という
方も増えているのではないでしょうか？　布マスクは何度も使えて便利な反面、
しっかりお手入れしないとすぐに汚れてしまいます。今回は厚生労働省と経済産
業省が公開している布製マスクの洗い方から、その方法を紹介します。

●マスクの正しいつけ方
　併せて、マスクの正しいつけ方と捨
て方についても紹介します。せっかく
マスクをつけていても、正しくつけて
いないと効果も薄まってしまいます。
　しっかり覚えておきたいですね。
①マスクをつける前に、しっかりと手洗
いを行う。
②マスクを鼻の形に合わせ、隙間がで
きないようにゴムひもを装着する。
③あごを包むようにマスクを下まで伸
ばし、顔にフィットさせる。

●マスクの正しい捨て方
　布製マスクと異なり、不織布マスク
は使い捨てです。使い終わったマスク
はウイルスなどが付着している可能性
がある面に触れないようにし、ビニー
ル袋などに入れて口を縛り、捨てるよ
うにしましょう。
　毎日お手入れしながら、正しく布マ
スクおよび使い捨ての不織布マスクを
使っていきましょう。

布マスクの正しい洗い方
布マスクの洗い方は次の通りです。

■準備するもの
　＊衣料用洗剤　　＊塩素系漂白剤
　＊清潔なタオル　＊大きめの桶
　＊台所用手袋　　＊洗濯ばさみ

■洗い方
①桶に規定量の衣料用洗剤（水2Lに対し
て0.7g程度が目安）を入れる。洗剤を入
れたらスプーンなどで水に溶かす。

②洗剤にマスクを入れ、10分置く。
③10分後に軽く押し洗いをする。
※揉み洗いは繊維を傷める可能性があるの
でしないこと。

④洗い終わったら桶に入っている洗剤を流す。
⑤桶に水道水をため、マスクの洗剤を
すすぐ。十分すすげたら水をきる。
⑥（汚れが気になる場合）台所用手袋を
はめて、塩素系漂白剤を使う。桶に塩
素系漂白剤を入れ（水1Lに対し15ml程度
が目安）、その中にマスクを10分浸す。
※色物、柄物は変色する可能性があるので注意。

⑦10分たったら桶の漂白剤を流し、桶
にためたたっぷりの水道水ですすぐ。
漂白剤がしっかり落ちるよう、これを
２回繰り返す。
⑧桶から出してタオルに挟んでたたき、
水気を取る。

⑨水気がなくなったら日陰で洗濯ばさ
みに挟んで干し、自然に乾燥させる。

これで完了です。

■洗うときの注意点
　マスクを洗うときは、以下に注意し
てください。
＞衣料用洗剤、塩素系漂白剤を使用す
る際は、必ず商品に書かれている使
用量を確認する。

＞塩素系漂白剤を使用する際は必ず台
所用手袋をする。

＞マスクは1日1回洗う（ただし汚れた
ら都度洗う）。

＞マスクを乾燥させる際、乾燥機は使
わない。

　なお、マスクは洗濯により縮む場合が
ありますが、品質に問題はありません。


