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起立性調節障害

　大分県厚生連鶴見病院小児科の大川優子と申しま

す。鶴見病院小児科は、小児科専門医３名で日常診

療にあたっており、入院治療も可能です。今回は、

「起立性調節障害」という病気についてお話します。

聞き慣れない病気かもしれませんが、患者さんは多

いです。

　起立性調節障害のお子さんは、軽症例も含めると

小学生の約５％、中高生の約10％と言われていま

す。午前中に症状が増悪することが多く、午後から

は症状が軽くなり、夜には元気になり、学校を欠席

しているのに家では元気でいることも多いので、怠

け癖と思われてしまうことも多いです。起立性調節

障害は怠け癖ではなく、自分の意思ではコントロー

ルすることができない体の病気です。

　起立性調節障害とは

　医学的な病態としては、簡単に説明すると、立っ

ている時の血管(静脈系)の収縮反射が悪くなり、下

肢に血液が貯留することにより心臓へ戻っていく血

液量が減少し、心臓から出ていく血液量と収縮期血

圧が低下します。そのため、

主に午前中に脳をめぐる血流

量が減少し、立ちくらみやめ

まい、吐き気といった「脳貧

血」症状が出現します。成長

期に伴う身長とホルモン分泌

の変化に、生活リズムや環境

の変化も加わって、思春期前後に症状が現れてきま

す。

　起立性調節障害の診断　

　患者さんは、小学校高学年から高校生に多いです

が、小学校低学年のお子さんでも受診され診断がつ

くことがあります。発症のピークは13～14歳頃で

あり、女児のほうが多い傾向にあります。この病気

の約80％には家族的素因があり、特に母親の70％

に同じような自覚症状があります。

　学校の始業に関与した時期的特徴が明らかで、新

学期になって環境が変わって少し経った５月、９月

後半～10月に症状を訴えて受診されることが多い

です。

　朝起きれない、気分が悪い、立ちくらみ、動悸、

めまい、食欲低下など、決まった症状はなく何とな

く調子が悪いというものから、腹痛、胸痛、頭痛、

だるさ、不眠などの症状を訴えて受診される患者さ

んなど、症状は様々ですが、頭や胸、腹部の検査や

血液検査をしても異常が出ず、全身状態は悪くなく、

怠けや仮病と周りから勘違いされることも多いです。

　診断には、問診や、新起立試験を行い判定してい

きます。新起立試験は、まずベッドに臥床して安静

にし、心電図を装着しながら、血圧や心拍数を測定

し、その後、起立してもらい直後から10分後まで

血圧、心拍数の変化を評価して、血圧回復までの時

間や、臥床時と起立時の血圧差や心拍数差が基準値

以上に開いていた場合に、起立性調節障害と診断さ

れます。「小児心身医学会ガイドライン集　改訂第2

版」(2015)のうちの「小児起立性調節障害診断・

治療ガイドライン」では、４つのタイプに分類され

ます。

１）起立直後性低血圧　　２）体位性頻脈症候群　

３）血管迷走神経性失神　４）遷延性起立性低血圧

　起立性調節障害は緊急を要する病気ではありませ

んが、中には、まれに貧血、不整脈、心臓の病気、

甲状腺の病気、精神の病気、耳の病気、目の病気が

隠れていることもあるので、自分で判断せずに、き

ちんと病院を受診されることをお勧めします。

　起立性調節障害の治療

　本人の自覚症状を否定しないで、家族や周囲の人

が病気について理解することが大事です。後ほど述

べますが、薬を飲まなくても、周りの理解や協力を

得られ、生活指導だけで改善することも多いです。

ただし、精神・心理的な問題が重なってくると、生

活指導だけでは症状の改善が難しくなるので、不登

校があれば、学校の先生や友人との問題がないか、

家族から情報を収集したり、スクールカウンセラー

や臨床心理士と協力して対応することも必要です。

　　　　　　　　　　　

　起立性調節障害の生活指導

　患者さんには、いきなり薬を使った治療はせずに、

まずは病気の理解をしてもらい、生活指導を行いま

す。例えば、立ち上がるときは頭を下げてゆっくり

と起立したり、できるだけ長時間の起立は避けたり、

毎日30分程度のウォーキングを行うことで筋力低

下を防いだりすることが有効だと考えられています。

また、体の中で循環している血液量を増やすために、

１日あたりの水分と塩分を多めに摂ること、夜は元

気になったとしても、早めの就寝を心がけることも

効果的です。他にも、

①　夕方に仮眠しない。夕方に仮眠すると夜眠れ

なくなるので、寝ないようにします。

②　翌朝、空腹感で起きられるように夕食を軽く

します。

③　家族も早く就寝します。家族みんなで早寝早

起きを心掛けましょう。

④　起床後に日光を多く部屋に入れる。日光の明

るさで自然に目覚めるのが理想的です。

⑤　朝食の塩分と水分を多くする。塩分と水分を

多くとることで体の中を循環する血液量が増

えます。

⑥　朝は必ず排便を試みます。

⑦　冷水シャワーや寒冷刺激を与え、血管反射を

鍛えます。

⑧　座っているときに後ろにもたれないようにし

ます。

　以上の生活習慣改善で効果がなかったり、中等症

以上の場合は薬物治療が必要になります。環境調整

(友達、家族)や重症なら心理療法も必要になります。

薬物療法はメトリジンやリズミックという薬が一般

的で、約１か月かけて効果を判定します。漢方薬が

有効なこともあり、症状を見ながら使い分けます。

精神的なストレスが影響している場合、まずはスト

レスを軽減・コントロールしていくことが大切です。

保護者や学校など周囲の人が連携し、患者さんの日

常生活をしっかりとサポートしていきましょう。

「午前中がきつければ、午後から登校する」など、

無理のない範囲で進めていくことがポイントです。

軽症の場合、適切な治療を行うと早ければ２か月程

度で改善が見込めます。一方、不登校など重症の場

合、通常の日常生活を送れるようになるまで数年か

かるといわれています。長期間を要するケースでも、

必ず回復するので決して焦らず「子どもを信じて見

守る」ことの重要性を説明し、患者さん本人に対し

て、家族、学校、医療機関で連携・サポートしてい

くことが重要です。

　鶴見病院小児科では、新起立負荷試験が出来ます

ので、４つのタイプに分類し、それに応じた治療を

行っていきます。また、心理的な原因で不登校に

なっているお子さんには、時間を取ってお話を聞い

たり、専門的治療が必要と判断した場合には、心理

専門機関への連携を取ります。実際に、不登校の子

供さんの約３分の２が起立性調節障害に悩まされて

いるといわれています。自分の意思ではどうにもな

らない病気のため、保護者が起立性調節障害への理

解を深め、適切な治療や生活習慣の改善に取り組ん

でいくことが大切です。「朝なかなか起きられな

い」、「立ち上がった時にめまいや失神が起こる」

など、自分の意志ではコントロールできない症状が

現れますが、周りからは元気に見えて理解されずに

悩むことも多い病気です。また、小児神経専門医、

てんかん専門医も常勤しておりますので、起立性調

節障害と間違われやすいてんかんを鑑別するための

脳波検査や、不整脈など心疾患などの総合的な検査

もできます。

　お子さんが不登校で悩んでいる親御さん、「午後

からや、休日には元気なんだけど、学校がある日は

朝起きられない」お子さんがいらっしゃいましたら、

是非一度気軽に、鶴見病院小児科外来（代表

TEL：0977-23-7111）へご相談ください。
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　大分県厚生連鶴見病院小児科の大川優子と申しま

す。鶴見病院小児科は、小児科専門医３名で日常診

療にあたっており、入院治療も可能です。今回は、

「起立性調節障害」という病気についてお話します。

聞き慣れない病気かもしれませんが、患者さんは多

いです。

　起立性調節障害のお子さんは、軽症例も含めると

小学生の約５％、中高生の約10％と言われていま

す。午前中に症状が増悪することが多く、午後から

は症状が軽くなり、夜には元気になり、学校を欠席

しているのに家では元気でいることも多いので、怠

け癖と思われてしまうことも多いです。起立性調節

障害は怠け癖ではなく、自分の意思ではコントロー

ルすることができない体の病気です。

　起立性調節障害とは

　医学的な病態としては、簡単に説明すると、立っ

ている時の血管(静脈系)の収縮反射が悪くなり、下

肢に血液が貯留することにより心臓へ戻っていく血

液量が減少し、心臓から出ていく血液量と収縮期血

圧が低下します。そのため、

主に午前中に脳をめぐる血流

量が減少し、立ちくらみやめ

まい、吐き気といった「脳貧

血」症状が出現します。成長

期に伴う身長とホルモン分泌

の変化に、生活リズムや環境

の変化も加わって、思春期前後に症状が現れてきま

す。

　起立性調節障害の診断　

　患者さんは、小学校高学年から高校生に多いです

が、小学校低学年のお子さんでも受診され診断がつ

くことがあります。発症のピークは13～14歳頃で

あり、女児のほうが多い傾向にあります。この病気

の約80％には家族的素因があり、特に母親の70％

に同じような自覚症状があります。

　学校の始業に関与した時期的特徴が明らかで、新

学期になって環境が変わって少し経った５月、９月

後半～10月に症状を訴えて受診されることが多い

です。

　朝起きれない、気分が悪い、立ちくらみ、動悸、

めまい、食欲低下など、決まった症状はなく何とな

く調子が悪いというものから、腹痛、胸痛、頭痛、

だるさ、不眠などの症状を訴えて受診される患者さ

んなど、症状は様々ですが、頭や胸、腹部の検査や

血液検査をしても異常が出ず、全身状態は悪くなく、

怠けや仮病と周りから勘違いされることも多いです。

　診断には、問診や、新起立試験を行い判定してい

きます。新起立試験は、まずベッドに臥床して安静

にし、心電図を装着しながら、血圧や心拍数を測定

し、その後、起立してもらい直後から10分後まで

血圧、心拍数の変化を評価して、血圧回復までの時

間や、臥床時と起立時の血圧差や心拍数差が基準値

以上に開いていた場合に、起立性調節障害と診断さ

れます。「小児心身医学会ガイドライン集　改訂第2

版」(2015)のうちの「小児起立性調節障害診断・

治療ガイドライン」では、４つのタイプに分類され

ます。

１）起立直後性低血圧　　２）体位性頻脈症候群　

３）血管迷走神経性失神　４）遷延性起立性低血圧

　起立性調節障害は緊急を要する病気ではありませ

んが、中には、まれに貧血、不整脈、心臓の病気、

甲状腺の病気、精神の病気、耳の病気、目の病気が

隠れていることもあるので、自分で判断せずに、き

ちんと病院を受診されることをお勧めします。

　起立性調節障害の治療

　本人の自覚症状を否定しないで、家族や周囲の人

が病気について理解することが大事です。後ほど述

べますが、薬を飲まなくても、周りの理解や協力を

得られ、生活指導だけで改善することも多いです。

ただし、精神・心理的な問題が重なってくると、生

活指導だけでは症状の改善が難しくなるので、不登

校があれば、学校の先生や友人との問題がないか、

家族から情報を収集したり、スクールカウンセラー

や臨床心理士と協力して対応することも必要です。

　　　　　　　　　　　

　起立性調節障害の生活指導

　患者さんには、いきなり薬を使った治療はせずに、

まずは病気の理解をしてもらい、生活指導を行いま

す。例えば、立ち上がるときは頭を下げてゆっくり

と起立したり、できるだけ長時間の起立は避けたり、

毎日30分程度のウォーキングを行うことで筋力低

下を防いだりすることが有効だと考えられています。

また、体の中で循環している血液量を増やすために、

１日あたりの水分と塩分を多めに摂ること、夜は元

気になったとしても、早めの就寝を心がけることも

効果的です。他にも、

①　夕方に仮眠しない。夕方に仮眠すると夜眠れ

なくなるので、寝ないようにします。

②　翌朝、空腹感で起きられるように夕食を軽く

します。

③　家族も早く就寝します。家族みんなで早寝早

起きを心掛けましょう。

④　起床後に日光を多く部屋に入れる。日光の明

るさで自然に目覚めるのが理想的です。

⑤　朝食の塩分と水分を多くする。塩分と水分を

多くとることで体の中を循環する血液量が増

えます。

⑥　朝は必ず排便を試みます。

⑦　冷水シャワーや寒冷刺激を与え、血管反射を

鍛えます。

⑧　座っているときに後ろにもたれないようにし

ます。

　以上の生活習慣改善で効果がなかったり、中等症

以上の場合は薬物治療が必要になります。環境調整

(友達、家族)や重症なら心理療法も必要になります。

薬物療法はメトリジンやリズミックという薬が一般

的で、約１か月かけて効果を判定します。漢方薬が

有効なこともあり、症状を見ながら使い分けます。

精神的なストレスが影響している場合、まずはスト

レスを軽減・コントロールしていくことが大切です。

保護者や学校など周囲の人が連携し、患者さんの日

常生活をしっかりとサポートしていきましょう。

「午前中がきつければ、午後から登校する」など、

無理のない範囲で進めていくことがポイントです。

軽症の場合、適切な治療を行うと早ければ２か月程

度で改善が見込めます。一方、不登校など重症の場

合、通常の日常生活を送れるようになるまで数年か

かるといわれています。長期間を要するケースでも、

必ず回復するので決して焦らず「子どもを信じて見

守る」ことの重要性を説明し、患者さん本人に対し

て、家族、学校、医療機関で連携・サポートしてい

くことが重要です。

　鶴見病院小児科では、新起立負荷試験が出来ます

ので、４つのタイプに分類し、それに応じた治療を

行っていきます。また、心理的な原因で不登校に

なっているお子さんには、時間を取ってお話を聞い

たり、専門的治療が必要と判断した場合には、心理

専門機関への連携を取ります。実際に、不登校の子

供さんの約３分の２が起立性調節障害に悩まされて

いるといわれています。自分の意思ではどうにもな

らない病気のため、保護者が起立性調節障害への理

解を深め、適切な治療や生活習慣の改善に取り組ん

でいくことが大切です。「朝なかなか起きられな

い」、「立ち上がった時にめまいや失神が起こる」

など、自分の意志ではコントロールできない症状が

現れますが、周りからは元気に見えて理解されずに

悩むことも多い病気です。また、小児神経専門医、

てんかん専門医も常勤しておりますので、起立性調

節障害と間違われやすいてんかんを鑑別するための

脳波検査や、不整脈など心疾患などの総合的な検査

もできます。

　お子さんが不登校で悩んでいる親御さん、「午後

からや、休日には元気なんだけど、学校がある日は

朝起きられない」お子さんがいらっしゃいましたら、

是非一度気軽に、鶴見病院小児科外来（代表

TEL：0977-23-7111）へご相談ください。

起立性調節障害のチェックリスト
以下のチェックリストに３つ以上当てはまる場合、
起立性調節障害の可能性があります。

□　１　　立ちくらみやめまい
□　２　　起立時の気分不良や失神
□　３　　動悸や息切れ
□　４　　朝起きられず、午前中に調子が悪い
□　５　　顔色が青白い
□　６　　全身に倦怠感がある
□　７　　食欲不振がある
□　８　　頭痛がある
□　９　　乗り物酔いをしやすい
□10　夜になかなか寝付けない
□11　イライラ感や集中力の低下
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　大分県厚生連鶴見病院小児科の大川優子と申しま

す。鶴見病院小児科は、小児科専門医３名で日常診

療にあたっており、入院治療も可能です。今回は、

「起立性調節障害」という病気についてお話します。

聞き慣れない病気かもしれませんが、患者さんは多

いです。

　起立性調節障害のお子さんは、軽症例も含めると

小学生の約５％、中高生の約10％と言われていま

す。午前中に症状が増悪することが多く、午後から

は症状が軽くなり、夜には元気になり、学校を欠席

しているのに家では元気でいることも多いので、怠

け癖と思われてしまうことも多いです。起立性調節

障害は怠け癖ではなく、自分の意思ではコントロー

ルすることができない体の病気です。

　起立性調節障害とは

　医学的な病態としては、簡単に説明すると、立っ

ている時の血管(静脈系)の収縮反射が悪くなり、下

肢に血液が貯留することにより心臓へ戻っていく血

液量が減少し、心臓から出ていく血液量と収縮期血

圧が低下します。そのため、

主に午前中に脳をめぐる血流

量が減少し、立ちくらみやめ

まい、吐き気といった「脳貧

血」症状が出現します。成長

期に伴う身長とホルモン分泌

の変化に、生活リズムや環境

の変化も加わって、思春期前後に症状が現れてきま

す。

　起立性調節障害の診断　

　患者さんは、小学校高学年から高校生に多いです

が、小学校低学年のお子さんでも受診され診断がつ

くことがあります。発症のピークは13～14歳頃で

あり、女児のほうが多い傾向にあります。この病気

の約80％には家族的素因があり、特に母親の70％

に同じような自覚症状があります。

　学校の始業に関与した時期的特徴が明らかで、新

学期になって環境が変わって少し経った５月、９月

後半～10月に症状を訴えて受診されることが多い

です。

　朝起きれない、気分が悪い、立ちくらみ、動悸、

めまい、食欲低下など、決まった症状はなく何とな

く調子が悪いというものから、腹痛、胸痛、頭痛、

だるさ、不眠などの症状を訴えて受診される患者さ

んなど、症状は様々ですが、頭や胸、腹部の検査や

血液検査をしても異常が出ず、全身状態は悪くなく、

怠けや仮病と周りから勘違いされることも多いです。

　診断には、問診や、新起立試験を行い判定してい

きます。新起立試験は、まずベッドに臥床して安静

にし、心電図を装着しながら、血圧や心拍数を測定

し、その後、起立してもらい直後から10分後まで

血圧、心拍数の変化を評価して、血圧回復までの時

間や、臥床時と起立時の血圧差や心拍数差が基準値

以上に開いていた場合に、起立性調節障害と診断さ

れます。「小児心身医学会ガイドライン集　改訂第2

版」(2015)のうちの「小児起立性調節障害診断・

治療ガイドライン」では、４つのタイプに分類され

ます。

１）起立直後性低血圧　　２）体位性頻脈症候群　

３）血管迷走神経性失神　４）遷延性起立性低血圧

　起立性調節障害は緊急を要する病気ではありませ

んが、中には、まれに貧血、不整脈、心臓の病気、

甲状腺の病気、精神の病気、耳の病気、目の病気が

隠れていることもあるので、自分で判断せずに、き

ちんと病院を受診されることをお勧めします。

　起立性調節障害の治療

　本人の自覚症状を否定しないで、家族や周囲の人

が病気について理解することが大事です。後ほど述

べますが、薬を飲まなくても、周りの理解や協力を

得られ、生活指導だけで改善することも多いです。

ただし、精神・心理的な問題が重なってくると、生

活指導だけでは症状の改善が難しくなるので、不登

校があれば、学校の先生や友人との問題がないか、

家族から情報を収集したり、スクールカウンセラー

や臨床心理士と協力して対応することも必要です。

　　　　　　　　　　　

　起立性調節障害の生活指導

　患者さんには、いきなり薬を使った治療はせずに、

まずは病気の理解をしてもらい、生活指導を行いま

す。例えば、立ち上がるときは頭を下げてゆっくり

と起立したり、できるだけ長時間の起立は避けたり、

毎日30分程度のウォーキングを行うことで筋力低

下を防いだりすることが有効だと考えられています。

また、体の中で循環している血液量を増やすために、

１日あたりの水分と塩分を多めに摂ること、夜は元

気になったとしても、早めの就寝を心がけることも

効果的です。他にも、

①　夕方に仮眠しない。夕方に仮眠すると夜眠れ

なくなるので、寝ないようにします。

②　翌朝、空腹感で起きられるように夕食を軽く

します。

③　家族も早く就寝します。家族みんなで早寝早

起きを心掛けましょう。

④　起床後に日光を多く部屋に入れる。日光の明

るさで自然に目覚めるのが理想的です。

⑤　朝食の塩分と水分を多くする。塩分と水分を

多くとることで体の中を循環する血液量が増

えます。

⑥　朝は必ず排便を試みます。

⑦　冷水シャワーや寒冷刺激を与え、血管反射を

鍛えます。

⑧　座っているときに後ろにもたれないようにし

ます。

　以上の生活習慣改善で効果がなかったり、中等症

以上の場合は薬物治療が必要になります。環境調整

(友達、家族)や重症なら心理療法も必要になります。

薬物療法はメトリジンやリズミックという薬が一般

的で、約１か月かけて効果を判定します。漢方薬が

有効なこともあり、症状を見ながら使い分けます。

精神的なストレスが影響している場合、まずはスト

レスを軽減・コントロールしていくことが大切です。

保護者や学校など周囲の人が連携し、患者さんの日

常生活をしっかりとサポートしていきましょう。

「午前中がきつければ、午後から登校する」など、

無理のない範囲で進めていくことがポイントです。

軽症の場合、適切な治療を行うと早ければ２か月程

度で改善が見込めます。一方、不登校など重症の場

合、通常の日常生活を送れるようになるまで数年か

かるといわれています。長期間を要するケースでも、

必ず回復するので決して焦らず「子どもを信じて見

守る」ことの重要性を説明し、患者さん本人に対し

て、家族、学校、医療機関で連携・サポートしてい

くことが重要です。

　鶴見病院小児科では、新起立負荷試験が出来ます

ので、４つのタイプに分類し、それに応じた治療を

行っていきます。また、心理的な原因で不登校に

なっているお子さんには、時間を取ってお話を聞い

たり、専門的治療が必要と判断した場合には、心理

専門機関への連携を取ります。実際に、不登校の子

供さんの約３分の２が起立性調節障害に悩まされて

いるといわれています。自分の意思ではどうにもな

らない病気のため、保護者が起立性調節障害への理

解を深め、適切な治療や生活習慣の改善に取り組ん

でいくことが大切です。「朝なかなか起きられな

い」、「立ち上がった時にめまいや失神が起こる」

など、自分の意志ではコントロールできない症状が

現れますが、周りからは元気に見えて理解されずに

悩むことも多い病気です。また、小児神経専門医、

てんかん専門医も常勤しておりますので、起立性調

節障害と間違われやすいてんかんを鑑別するための

脳波検査や、不整脈など心疾患などの総合的な検査

もできます。

　お子さんが不登校で悩んでいる親御さん、「午後

からや、休日には元気なんだけど、学校がある日は

朝起きられない」お子さんがいらっしゃいましたら、

是非一度気軽に、鶴見病院小児科外来（代表

TEL：0977-23-7111）へご相談ください。

久住ワイナリー　竹田市
標高850ｍの高原地帯にあるワイナリー。
日中の温度差が20度以上となる日があ
る気候を生かして欧州系醸造用葡萄を栽
培している。オリジナルワインの他、葡
萄ジュースといったノンアルコール飲料
やワインソフトも生産している。

慈恩の滝　玖珠町
九州で一番長い筑後川水系の支流にある
上段20ｍ、下段10ｍの二段階式の滝。
「裏見の滝」とも言われ、滝の裏側を遊
歩道が通っている。道の駅が隣接してお
りゆっくり涼める場所となっている。



TEL:0977－23－7113　FAX:0977－23－7996 http://www.ok-chezmoi.com/

厚生連だより 大分 ５

行事食（宮崎県）

　施設での食事は、利用者様の健康を考えた食
事を基本として、食事療法の一環として療養食
の提供を行っています。
　通所リハビリでは、ご自宅の食事では様々な
理由から摂取量が減ってしまう方や、偏った食
事になり、必要な栄養が不足している利用者様
が中にはおられます。そこでフレイル（虚弱）
予防の為、昼食の献立から１日に必要な食事量
なども参考にして頂き、しっかり栄養を摂り運
動をして頂く事で健康な身体作りのお手伝いが
出来ればと思っています。

シェモア鶴見での食事について

　入所の利用者様に対しては、栄養ケアマネジ
メントを行い、一人ひとりに合わせた栄養ケア
計画を作成し必要な栄養を摂って頂く事で、栄
養状態の維持・改善に努めています。入所期間
が長くなると季節の移り変わりを感じる事も少
なくなりますので、季節の野菜や果物なども取
り入れ季節感を出すように献立の工夫も行って
います。また、利用者様との意見交換会や、個
別に食べたい物などの希望を伺い、献立に取り
入れることで楽しみを持って生活して頂けるよ
うに取り組んでいます。

　行事食でも、リクエストを頂いたメニューを
組み合わせたイベント食や、春と秋には行楽弁
当の提供なども行っています。新型コロナウイ
ルスの影響で外出する機会が減少した事もあり、
令和２年度は九州の駅弁・郷土料理巡りと題し、
お誕生日会で提供させて頂き大変好評でした。
　今年の７月からは給食の委託業者が変更に
なった事もあり、嚥下機能の低下した方に対す
るソフト食（ムース食）も開始となりました。
年齢を重ねるごとに、飲み込むことが難しく
なった方に対しても、最後まで美味しく楽しみ
を持って頂けるような食事の提供が出来るよう
に、今後も取り組んでいきたいと思います。

お正月

行楽弁当２

誕生日会（リクエスト献立＜６月＞）

アジサイゼリー

クリスマスババロア

ラグビーWカップ応援（カナダ）
メイプルサーモングリル

行楽弁当１

行事食（佐賀県）

行事食（大分県）

ソフト食１ ソフト食２



厚生連だより 大分２ 厚生連だより 大分６

TEL:0977－23－7112（代表）　FAX 0977－23－7976 http://www.ok-kenkou.com/

マンモグラフィ検査１方向　¥3,300（税込）
マンモグラフィ検査２方向　¥3,850（税込）

　マンモグラフィは乳房専用のＸ線撮影
装置で乳がんの早期発見に有効な画像診
断のひとつです。
　最新の装置では少ない放射線の量で安
全に乳がんの検出が出来ます。

検査方法
〇透明の圧迫板で乳房をはさみ、薄く延
ばして撮影します。

〇検査の時は多少の痛みがありますが、
痛みが我慢できないときは遠慮しない
で撮影技師に伝えてください。

〇施設内は女性技師が担当します。
　（検診マンモグラフィ撮影認定技師）

マンモグラフィ検診のすすめ

最新マンモグラフィ装置の導入
　令和３年７月に施設内に導入したマンモグラフィ装置

キヤノンメディカルシステムズ社製
Pe.ru.ru　DIGITAL

マンモグラフィ検診施設画像認定証

　令和２年３月に完成した、超音波装置と
マンモグラフィ装置を兼ね備えた巡回検診
車となっています。

大分県各地を巡る、
　　　　　乳がん検診車



厚生連だより 大分 ７

生活習慣病が気になる人への 今月の一品

ＬＤＬコレステロール 人間の体内にある脂質のひとつです。一般に悪玉コレステロールと呼ばれ
てます。コレステロールは「あぶら」なので血液中に流れるために、アポ

タンパク質とリン脂質で覆ったリポタンパク質という粒子に変化します。このリポタンパク質の一つがＬＤＬで、
肝臓で作られたコレステロールを身体全体へ運ぶ役割をもっています。数値が通常の範囲内であれば問題ないの
ですが、血液中のＬＤＬコレステロールが増えすぎると血管壁にたまってしまいます。蓄積していくと血管が細
くなり血栓ができて動脈硬化を進行させ、心筋梗塞や狭心症・脳梗塞などの動脈硬化性疾患を誘発させます。

さつま芋と
りんごの重ね煮

砂糖を入れなくてもさつま芋とりんごの甘さ
で美味しいですが、少し甘さが欲しい場合は
蜂蜜やレーズンを入れたり、果汁100％
ジュース（りんご、オレンジ、パイン）を100ｍｌ

加えても美味しいです。つぶしてヨーグルトと合わせる
とヨーグルトの酸味でさっぱりとしています。

材料（４人分）
1人分 81kcal
食物繊維 1.45ｇ

さつま芋・・・200ｇ
りんご・・・・100ｇ
水・・・・・・400ml

ＬＤＬコレステロールの
基準値ってどれくらい？

ＬＤＬコレステロールの正常範囲は、
140mg/dl未満 です。

ＬＤＬコレステロールを改善する方法は？
１．飽和脂肪酸の摂取量を減らしましょう

飽和脂肪酸は室温でも固体状であるバター、クリーム、ショートニン
グなどに多く含まれています。こってりした料理（ラーメン、チャー
ハンなど）、揚げ物（とんかつ、から揚げなど）、パン（メロンパン、
クロワッサンなど）、お菓子（ケーキ、クッキーなど）が好きな方は
量や回数を減らしましょう。

２．水溶性食物繊維を摂りましょう
押麦、オートミル、小豆、納豆、
さつま芋、枝豆、りんご、オレ
ンジなどに特に含まれます。ま
た、野菜を食べる量を増やして
食物繊維の量を増やしましょう。

３．トランス脂肪酸は避けましょう
トランス脂肪酸はマーガリン、
市販の焼き菓子、ファースト
フードの揚げ物などに多く含ま
れています。

食事療養科 科長　丸　尾　　　恵

ＪＡ大分厚生連のＳＤＧｓへの取り組み
【持続可能な開発目標ＳＤＧｓとは】
　持続可能な開発目標ＳＤＧｓは、2015年９月の国連サミットで加盟国の全会一致で
採択された「持続可能な開発のための2030アジェンタ」に記載された、2030年まで
に持続可能でより良い世界を目指す国際目標です。17のゴール、169のターゲットか
ら構成され、地球上の「誰一人取り残さない」ことを誓っています。
　ＪＡ大分厚生連もＳＤＧｓ達成に向け積極的に取り組んでいきます。

【ＪＡ大分厚生連としての
　　　　　ＳＤＧｓの取り組み】
　ＪＡ大分厚生連では、保健、医療、
福祉事業に加え、人材育成、職場環境
づくり、環境、資源対策等に力を入れ、
取り組んでまいります。
　ＪＡ大分厚生連の取り組みについて、
来月よりこの厚生連だよりで紹介して
いきます。
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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

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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　今年も花火大会や盆踊りという

季節を感じる行事が新型コロナウ

イルス感染拡大の為全国各地で中

止となっています。それでも蜩の

声や空の色は変わらず季節が移ろ

う事を表しています。

　もうすぐ秋です、食欲の秋です。

（M.M）

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

Ｊ
　
Ａ
　
お
　
お
　
い
　
た

受診者数総合計
3,912名

（うちJA 980名）

Ｊ Ａ べ っ ぷ 日 出
大 分 大 山 町 農 協
J A 下 郷

《７月健診》

東部事業部

中部事業部

南部事業部

豊肥事業部

北部事業部

西部事業部

246
6

136
33
28
50
78
20
41
52
19
43
37
43
6
17
36
4
82
3
0

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

編集後記

健康の
ワンポイント ～その「暑くない」は本当？～

熱中症に気をつけて!!!　～新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のために～

大分県福祉保健部健康づくり支援課

マスク着用時の注意
　マスクは顔のほぼ
半分をおおうため、
熱がこもりやすく、
呼気による「放熱」
も難しくなり、熱中
症になる可能性が高
まるよ。
　また、口の渇きを
感じにくくなるので、
脱水に気づくのが遅
くなるから注意が必
要だよ。
※屋外で人と十分な
距離（２メートル
以上）を確保でき
る場合には、適宜
マスクをはずして
もいいよ。

熱中症かな？ と思ったら
まずは涼しい場所へ移動し
体を冷やそう
◆風通しのいい日陰や、クー
ラーなどが効いている室内な
どの涼しい場所へ移動しよう。
◇マスクを外す、衣服をゆるめ
る、体に水をかける、ぬれタ
オルをあてたり、うちわであ
おいだりしよう。
◆冷たい水を飲もう。
　たくさん汗をかいた場合は、
スポーツドリンクや塩あめな
どで塩分補給をしよう。
◇自分の力で水分の摂取ができ
ない場合や、意識障害が見ら
れる場合は、すぐに病院に搬
送しよう。

熱中症は予防が大切
暑さを避ける
◆屋外では、日陰を選んで歩
いたり、帽子をかぶったり
しよう。
服装を工夫
◇吸水性に優れた素材の服や下
着を着ましょう。襟元は緩め、
熱気や汗が出ていきやすいよ
うに通気しよう。
こまめな水分補給
◆こまめな水分補給は最も大
事です。※アルコールはNG×
急に暑くなる日に注意
◇梅雨の合間に急に暑くなっ
た日など、体が暑さに慣れ
ていない時は熱中症が起こ
りやすくなります。徐々に
慣れるように工夫しよう。
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WBGT 日常生活での注意事項 熱中症予防のための運動指針
高齢者においては安静状態で
も発生する危険性が高い。外
出はなるべく避け、涼しい室
内に移動する。

特別の場合以外は運動を中止するべき。

外出時は炎天下を避け、室内
では室温の上昇に注意する。

運動や激しい作業をする際は、
定期的に充分な休息を取り入
れる。

激しい運動や重労働時には発
生する危険性がある。

31℃以上
危険

28～31℃
厳重警戒

25～28℃
警戒

21～25℃
注意

運動は原則中止

厳重警戒（激しい運動は中止）

警戒（積極的に休憩）

注意（積極的に水分補給）

熱中症の危険性が高いので、激しい運動や持久走など
体温が上昇しやすい運動は避ける。10～20分おきに
休憩をとり水分・塩分の補給を行う。体力のない人や
肥満の人、暑さに慣れていない人、暑さに弱い人など
は運動を軽減または中止。

熱中症の危険が増すので、積極的に休憩をとり適宜、
水分・塩分を補給する。激しい運動では、30分おき
くらいに休憩をとる。

熱中症による死亡事故が発生する可能性がある。熱中
症の兆候に注意するとともに、運動の合間に積極的に
水分・塩分を補給する。

　毎年の地球温暖化や、昨年からの新型コロナウイルス感染拡大予防におけ
るマスク対策とともに話題になるのが熱中症です。特に高齢者の場合、感覚
の鈍麻や発汗能力の低下で熱を感じにくくなり、熱中症になりやすい体質に
変化してきているのですが、自覚症状が少ないので問題になるまでわかりに
くいという特徴が熱中症発生のリスクとなっています。
　「エアコンは体に悪い」「電気代が…」「扇風機を点けてるから」との話
もよく出てきますが、無理せずしっかり水分を取りながら適切な温度管理で
過ごすよう気を付けましょう。


