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炎症性腸疾患
　～潰瘍性大腸炎とクローン病～

炎症性腸疾患とは？

　広い意味で用いる場合は食中毒などの感染性腸炎

といった腸に炎症を引き起こす全ての疾患を含みま

すが、臨床では一般的に「潰瘍性大腸炎」ならびに

「クローン病」のことを指します。

　潰瘍性大腸炎は1875年に英国から、クローン病

は1932年に米国から、それぞれ世界で初めて報告

されました。この２つの疾患は、いずれも腸管に炎症

をきたし、びらんや潰瘍などができ、様々な腹部症

状を来します。はっきりとした原因はまだ分かって

おらず、残念ながら病気を完治させる方法もまだ見

つかっていません。そのため治療してせっかく腸管

の炎症が良くなっても（寛解と呼びます）、なかには炎

症をぶり返してしまう方がいます（再燃と呼びます）。

このように寛解と再燃を繰り返し、治療が長期に及

び難渋することがあるため、この２つの疾患は厚生

労働省が定める特定疾患（いわゆる難病）に指定さ

れています。

　最近では、安倍晋三前総理が潰瘍性大腸炎を患い、

政治活動に影響を及ぼした疾患として一時話題とな

りました。この２つの疾患は年々増加しており、

2019年度で特定医療費受給者証をお持ちの（特定

疾患の認定を受けた）患者さんは、潰瘍性大腸炎で

12万人を、クローン病で４万人を超えています（図１）。

　なお、2015年施行の法改正により潰瘍性大腸炎

の軽症者は助成対象から外れているため、軽症者を

含めるともっと多くの患者さんがいるものと思われ

ます。実際、2014年に厚生労働省が行った疫学調

査では、潰瘍性大腸炎は約22万人、クローン病は

約７万人以上の患者さんがいるとの推察があります。

症状は？

　いずれの疾患も消化管に原因不明の炎症をきたし、

びらんや潰瘍などを作ることで、様々な腹部症状を

引き起こします。腸に炎症をきたす疾患として一見

似たもの同士に思われるかもしれませんが、実際は

全く異なる病態の疾患です。

　潰瘍性大腸炎は主に大腸に、クローン病は口から

肛門に至る全ての消化管に炎症を引き起こす可能性

がありますが多くは小腸と大腸に炎症をきたします。

どこにどの程度の炎症が起こるかにより症状は異

なってきます。潰瘍性大腸炎は大腸に炎症をきたし

潰瘍を形成するため、便からの水分吸収が阻害され、

潰瘍から出血をきたすことで、慢性的に持続する下

痢や血便ならびに腹痛などが主症状となります。

　クローン病は、小腸に炎症をきたすと栄養吸収が

阻害されるため腹痛や栄養障害など、大腸に炎症を

きたすと下痢や腹痛などが主症状となります。また、

痔瘻などの肛門病変をきたしやすいことも知られて

おり、若年者で難治性・再発性の痔瘻を契機として

クローン病が判明する患者さんも少なくありません。

また、クローン病のやっかいな点として、炎症を起

こしている期間が長くなると腸管が狭くなったり

（狭窄）、周囲臓器と癒着したり、周囲臓器とつなが

る孔（瘻孔といいます）ができたり、強い炎症のため

に腸管の周囲に膿の塊（膿瘍といいます）を作って、

腸管の機能障害や狭窄症状をきたすことが挙げられ

ます。このように、患者さんの病状に応じた多彩な

症状を示します。

　大腸がんとの関連性も指摘されており、特に潰瘍

性大腸炎で炎症を起こしている期間が長くなると

（特に10年以上経過すると）大腸がんの発生リス

クが高まることが知られています。

　なお、頻度は決して多くありませんが、関節や皮

膚など、腸管外にも合併症をきたすことがあり注意

が必要です。

診断は？

　いつ頃からどのような症状があるのかといった問

診から始まります。その後に採血、便検査、CTや

MRIなどを行いますが、実際の腸管の炎症を評価す

るために上・下部消化管内視鏡検査（いわゆる胃カ

メラと大腸カメラ）が必要です。潰瘍性大腸炎なら

びにクローン病に特徴的な粘膜所見があるので、そ

れらの所見がないか評価します（図２）。

　また、それぞれの疾患に矛盾しない顕微鏡所見が

あるので、内視鏡検査の時に組織を採取して病理検

査（生体組織検査）まで行うことがほとんどです。

クローン病では小腸に炎症をきたすことも多いため、

小腸の粘膜評価のために小腸内視鏡検査を行うこと

があります。これには内視鏡の器具の先端に小さな

風船を装着したダブルバルーン小腸内視鏡や、口か

ら飲み込む小さなカプセル型の器具を用いたカプセ

ル内視鏡といった特殊な内視鏡を用いることもあり

ます。これらの検査結果を総合して診断を行います。

治療は？

　前述のようにいずれも原因がまだよく分かってい

ないため、完治させる治療方法は残念ながらまだ見

つかっていません。そのため実際は、炎症がある状

態（活動期といいます）からなるべく早く炎症のな

い状態（寛解期といいます）にするための治療を行

います（これを寛解導入療法といいます）。寛解導

入することができれば、その後再び活動期へ再燃さ

せないように寛解期を維持させる治療を行います

（これを寛解維持療法といいます）。

　2000年頃までは、治療の基本となる薬剤のSASP

（サラゾスルファピリジン）や5-ASA（5-アミノサリチル酸）も

しくはステロイド製剤が主なもので、ほかに有効な

治療薬がないのが実情でした。潰瘍性大腸炎はこれ

らで寛解導入できるケースが多いのですが再燃する

ことがあったり、クローン病は寛解導入できない

ケースがあったり、治療効果が乏しい場合は以後の

治療に難渋することとなっていました。腸管の炎症

が強く症状が強い時には入院して絶食管理にして腸

管を安静にすることにより腸管の炎症をなるべく鎮

めるようにしますが、これらでも炎症のコントロー

ルができない場合や、腸管の合併症をきたした場合

は、外科的に手術を行うしかありませんでした。

　しかし、近年有効性の高い新薬が次々に登場し、

これまでの治療法を劇的に変えることとなりました。

その皮切りとなったのが2002年に登場した、腸管

の炎症に関与している体内の物質（TNF-αといいます）

を阻害するという全く新しい作用機序のIFX（イン

フリキシマブ）という薬剤です。後に生物学的製剤と

呼ばれる薬剤で、とても高い有効性が示され、特に

クローン病に対する効果は絶大で治療方針は大きく

変わりました。その後、同様の新しい生物学的製剤

が次々に登場し、治療の選択肢が更に広がりました

（図３）。

　また、潰瘍性大腸炎に関しては、2006年に免疫

調節薬AZA（アザチオプリン）、2009年免疫抑制剤

TAC（タクロリムス）といった過剰な免疫細胞を抑える

薬剤が使用できるようになりました。これらも高い

治療効果が得られ、前述の生物学的製剤ともども治

療の選択肢が広がっています（図4）。

　こういった新しい治療薬の登場により、これまで

外科的に手術を行うしかなかった患者さんも手術を

回避できることができるようになりました。しかし、

残念ながらこれらの治療を行っても治療に難渋して、

どうしても外科的に手術を行わざるを得ない方がい

るのも事実です。また、多くの新薬が短期間に登場

したため、どの薬剤をどのように使用するのが最も

効果的なのか専門医の中でも考えがまだ統一されて

いないのが現状で、今後の検討課題となっています。

最後に

　潰瘍性大腸炎ならびにクローン病の患者さんは

年々増加しています。長期に持続する腹痛や下痢な

どの症状がある方は、この病気が潜んでいる可能性

があります。気になる場合は一度病院を受診し検査

を受けられることをお勧めします。

　この病気は慢性疾患であり治療は長期にわたるこ

とが多いですが、近年有効性の高い新薬が多く登場

し治療の選択肢が広がっています。それぞれの患者

さんに合った治療法があると思いますので、主治医

の先生とよく御相談されることをお勧めします。

肝胆膵疾患センター　副センター長



図2.　潰瘍性大腸炎,　クローン病の内視鏡所見
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があります。気になる場合は一度病院を受診し検査

を受けられることをお勧めします。

　この病気は慢性疾患であり治療は長期にわたるこ

とが多いですが、近年有効性の高い新薬が多く登場

し治療の選択肢が広がっています。それぞれの患者

さんに合った治療法があると思いますので、主治医

の先生とよく御相談されることをお勧めします。

健常者 潰瘍性大腸炎 クローン病



図3.　クローン病の治療指針
（中村志郎 他,　日本消化器病学会雑誌,　2018；115：233－243）

図4.　潰瘍性大腸炎の治療指針
（中村志郎 他,　日本消化器病学会雑誌,　2018；115：233－243）

炎症性腸疾患～潰瘍性大腸炎とクローン病～

厚生連だより 大分２ 厚生連だより 大分４

炎症性腸疾患とは？

　広い意味で用いる場合は食中毒などの感染性腸炎

といった腸に炎症を引き起こす全ての疾患を含みま

すが、臨床では一般的に「潰瘍性大腸炎」ならびに

「クローン病」のことを指します。

　潰瘍性大腸炎は1875年に英国から、クローン病

は1932年に米国から、それぞれ世界で初めて報告

されました。この２つの疾患は、いずれも腸管に炎症

をきたし、びらんや潰瘍などができ、様々な腹部症

状を来します。はっきりとした原因はまだ分かって

おらず、残念ながら病気を完治させる方法もまだ見

つかっていません。そのため治療してせっかく腸管

の炎症が良くなっても（寛解と呼びます）、なかには炎

症をぶり返してしまう方がいます（再燃と呼びます）。

このように寛解と再燃を繰り返し、治療が長期に及

び難渋することがあるため、この２つの疾患は厚生

労働省が定める特定疾患（いわゆる難病）に指定さ

れています。

　最近では、安倍晋三前総理が潰瘍性大腸炎を患い、

政治活動に影響を及ぼした疾患として一時話題とな

りました。この２つの疾患は年々増加しており、

2019年度で特定医療費受給者証をお持ちの（特定

疾患の認定を受けた）患者さんは、潰瘍性大腸炎で

12万人を、クローン病で４万人を超えています（図１）。

　なお、2015年施行の法改正により潰瘍性大腸炎

の軽症者は助成対象から外れているため、軽症者を

含めるともっと多くの患者さんがいるものと思われ

ます。実際、2014年に厚生労働省が行った疫学調

査では、潰瘍性大腸炎は約22万人、クローン病は

約７万人以上の患者さんがいるとの推察があります。

症状は？

　いずれの疾患も消化管に原因不明の炎症をきたし、

びらんや潰瘍などを作ることで、様々な腹部症状を

引き起こします。腸に炎症をきたす疾患として一見

似たもの同士に思われるかもしれませんが、実際は

全く異なる病態の疾患です。

　潰瘍性大腸炎は主に大腸に、クローン病は口から

肛門に至る全ての消化管に炎症を引き起こす可能性

がありますが多くは小腸と大腸に炎症をきたします。

どこにどの程度の炎症が起こるかにより症状は異

なってきます。潰瘍性大腸炎は大腸に炎症をきたし

潰瘍を形成するため、便からの水分吸収が阻害され、

潰瘍から出血をきたすことで、慢性的に持続する下

痢や血便ならびに腹痛などが主症状となります。

　クローン病は、小腸に炎症をきたすと栄養吸収が

阻害されるため腹痛や栄養障害など、大腸に炎症を

きたすと下痢や腹痛などが主症状となります。また、

痔瘻などの肛門病変をきたしやすいことも知られて

おり、若年者で難治性・再発性の痔瘻を契機として

クローン病が判明する患者さんも少なくありません。

また、クローン病のやっかいな点として、炎症を起

こしている期間が長くなると腸管が狭くなったり

（狭窄）、周囲臓器と癒着したり、周囲臓器とつなが

る孔（瘻孔といいます）ができたり、強い炎症のため

に腸管の周囲に膿の塊（膿瘍といいます）を作って、

腸管の機能障害や狭窄症状をきたすことが挙げられ

ます。このように、患者さんの病状に応じた多彩な

症状を示します。

　大腸がんとの関連性も指摘されており、特に潰瘍

性大腸炎で炎症を起こしている期間が長くなると

（特に10年以上経過すると）大腸がんの発生リス

クが高まることが知られています。

　なお、頻度は決して多くありませんが、関節や皮

膚など、腸管外にも合併症をきたすことがあり注意

が必要です。

診断は？

　いつ頃からどのような症状があるのかといった問

診から始まります。その後に採血、便検査、CTや

MRIなどを行いますが、実際の腸管の炎症を評価す

るために上・下部消化管内視鏡検査（いわゆる胃カ

メラと大腸カメラ）が必要です。潰瘍性大腸炎なら

びにクローン病に特徴的な粘膜所見があるので、そ

れらの所見がないか評価します（図２）。

　また、それぞれの疾患に矛盾しない顕微鏡所見が

あるので、内視鏡検査の時に組織を採取して病理検

査（生体組織検査）まで行うことがほとんどです。

クローン病では小腸に炎症をきたすことも多いため、

小腸の粘膜評価のために小腸内視鏡検査を行うこと

があります。これには内視鏡の器具の先端に小さな

風船を装着したダブルバルーン小腸内視鏡や、口か

ら飲み込む小さなカプセル型の器具を用いたカプセ

ル内視鏡といった特殊な内視鏡を用いることもあり

ます。これらの検査結果を総合して診断を行います。

治療は？

　前述のようにいずれも原因がまだよく分かってい

ないため、完治させる治療方法は残念ながらまだ見

つかっていません。そのため実際は、炎症がある状

態（活動期といいます）からなるべく早く炎症のな

い状態（寛解期といいます）にするための治療を行

います（これを寛解導入療法といいます）。寛解導

入することができれば、その後再び活動期へ再燃さ

せないように寛解期を維持させる治療を行います

（これを寛解維持療法といいます）。

　2000年頃までは、治療の基本となる薬剤のSASP

（サラゾスルファピリジン）や5-ASA（5-アミノサリチル酸）も

しくはステロイド製剤が主なもので、ほかに有効な

治療薬がないのが実情でした。潰瘍性大腸炎はこれ

らで寛解導入できるケースが多いのですが再燃する

ことがあったり、クローン病は寛解導入できない

ケースがあったり、治療効果が乏しい場合は以後の

治療に難渋することとなっていました。腸管の炎症

が強く症状が強い時には入院して絶食管理にして腸

管を安静にすることにより腸管の炎症をなるべく鎮

めるようにしますが、これらでも炎症のコントロー

ルができない場合や、腸管の合併症をきたした場合

は、外科的に手術を行うしかありませんでした。

　しかし、近年有効性の高い新薬が次々に登場し、

これまでの治療法を劇的に変えることとなりました。

その皮切りとなったのが2002年に登場した、腸管

の炎症に関与している体内の物質（TNF-αといいます）

を阻害するという全く新しい作用機序のIFX（イン

フリキシマブ）という薬剤です。後に生物学的製剤と

呼ばれる薬剤で、とても高い有効性が示され、特に

クローン病に対する効果は絶大で治療方針は大きく

変わりました。その後、同様の新しい生物学的製剤

が次々に登場し、治療の選択肢が更に広がりました

（図３）。

　また、潰瘍性大腸炎に関しては、2006年に免疫

調節薬AZA（アザチオプリン）、2009年免疫抑制剤

TAC（タクロリムス）といった過剰な免疫細胞を抑える

薬剤が使用できるようになりました。これらも高い

治療効果が得られ、前述の生物学的製剤ともども治

療の選択肢が広がっています（図4）。

　こういった新しい治療薬の登場により、これまで

外科的に手術を行うしかなかった患者さんも手術を

回避できることができるようになりました。しかし、

残念ながらこれらの治療を行っても治療に難渋して、

どうしても外科的に手術を行わざるを得ない方がい

るのも事実です。また、多くの新薬が短期間に登場

したため、どの薬剤をどのように使用するのが最も

効果的なのか専門医の中でも考えがまだ統一されて

いないのが現状で、今後の検討課題となっています。

最後に

　潰瘍性大腸炎ならびにクローン病の患者さんは

年々増加しています。長期に持続する腹痛や下痢な

どの症状がある方は、この病気が潜んでいる可能性

があります。気になる場合は一度病院を受診し検査

を受けられることをお勧めします。

　この病気は慢性疾患であり治療は長期にわたるこ

とが多いですが、近年有効性の高い新薬が多く登場

し治療の選択肢が広がっています。それぞれの患者

さんに合った治療法があると思いますので、主治医

の先生とよく御相談されることをお勧めします。

東九州伊勢えび海道　佐伯市
毎年９月～11月の伊勢えび漁解禁となる時期に
豊後水道・日向灘の日豊リアス式海岸の海道筋で
水揚げされた本物の伊勢えびのみを使用して開催
されるイベント。アンケートに答えたら伊勢えび
や地元特産品の当たるキャンペーンやフォトコン
テストも開催されている。

春と秋の年２回、新そばが楽しめる豊後高田市。
「豊後高田そばを使用すること」「手打ちであるこ
と」「三たて（挽きたて、打ちたて、茹でたて）である
こと」という厳しい掟がある。認定を受けた店が
提供する味は豊かな風味と舌触りのよさが特徴。

秋そば　豊後高田市



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

厚生連だより 大分 ５

コロナ禍でも工夫で楽しく盆踊り
　シェモア鶴見では、８月25日に恒例の夏祭りを開催しました。
　祭りでは、「輪投げ」、「ボーリング」などのゲームが行われましたが、一番の盛り上がりは、何と
言っても日本の夏の風物詩「盆踊り」です。お馴染みの『別府音頭』や『ヤッチキ』の音楽に合わ
せて思い思いに踊りを踊られ、昔も今も変わらない古き良
き伝統行事に、皆様心から楽しまれていたようです。
　本来ならばご家族様や地域のボランティアの方々が参加
され、色取り取りの浴衣で踊る様子はとても賑やかである
ところですが、コロナ禍の中、密にならないよう感染防止
対策を行い、また少ない踊り手でお祭りの気分を皆様に味
わっていただけるように工夫しながら開催しました。
　長い期間外出の機会がない中で、季節感を演出し、安全
安心に楽しめる行事を、今後も企画し取り組んでいきたい
と思います。



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

人間ドックや各種健診（がん検診含む）は、
「不要不急の外出」にはあたりません！

◎健康診断は、なぜ必要なのか？
・自覚症状が現れにくい、そんな病気は少なくありません。コロナ
禍における健診（検診）の受診を控えることによって病気の発見
が遅れる可能性が十分に考えられます。

◎「コロナフレイル」はご存知ですか？
・コロナ禍の外出自粛によって高齢者の方が、自宅に引きこもり外
出を控えることで、運動量が減ることによって引き起こされる身
体の筋力の衰えが要介護の一歩前の状態になってしまうこと。

定期的な健診で
　健康状態をしっかりチェック。
自分の体をしっかり知ることが、
　　　　健康維持の第一歩です。

ワクチン接種も進んできた今こそ、
　　そろそろアフターコロナにも目を向けて、
　今一度人間ドックや各種健診（検診）の
　　　　大切さについて考えてみませんか？

《大分県厚生連健康管理センターの感染対策の取り組み》
① 施設入口での手指消毒とマスク着用、健康状態の確認および体温測定の徹底
② 検査会場内での消毒の徹底と換気および空気清浄機の設置
③ 検査会場内の密集を軽減するため、健診内容に応じた、受付時間の設定

【健康診断のご予約ご相談窓口】

コロナ禍でも健診を受けましょう！

大分県厚生連健康管理センター 
☎0977－23－7112

厚生連だより 大分２ 厚生連だより 大分６



ＪＡ大分厚生連のＳＤＧｓへの取り組み

１．健康増進活動の展開

　県下ＪＡや自治体、企業と積極的に連携し、
施設健診では特定健診を始め、各種人間ドッ
クやがん検診を行っています。巡回検診では

市町村健診担当者・保健師連絡会議 内視鏡室 待合室 巡回検診の様子

巡回車両のマンモグラフィ装置

超音波検査やマンモグラフィによる乳がん検
査を中心に県内のほぼ全域で行っております。
また、利用者のニーズに合った健康診断を行
えるよう定期的にコースの検査項目やオプ
ション検査項目の見直しを行うなど、地域密
着型の健康増進活動を展開しています。
　さらに毎年、各自治体や企業の健康診断担
当者それぞれに連携強化、情報交換を目的と
した連絡会議を開催するなど、健康診断によ
る早期発見の重要性を再確認してもらい、健
診受診率向上へ取り組んでいます。

生活習慣病が気になる人への 今月の一品

内臓脂肪型肥満 肥満は皮下脂肪型肥満と内臓脂肪型肥満に分かれます。内臓型肥満は、腹腔内の
腸間膜などに脂肪が過剰に蓄積しているタイプの肥満で、下半身よりもウエスト

まわりが大きくなるその体型から「リンゴ型肥満」とも呼ばれます。男性に多くみられるのも特徴です。また
BMIが25未満で、肥満でないものの内臓脂肪が蓄積している場合もあり、俗に「隠れ肥満症」と呼ばれること
もあります。この内臓型肥満を高血糖・脂質異常・高血圧などの上流に置き、内臓脂肪の蓄積を防ぐことが心臓
病をはじめとする生活習慣病の予防につながると考えたのがメタボリックシンドロームの概念です。このためメ
タボリックシンドロームの診断基準では、内臓脂肪の蓄積を必須項目としています。内臓脂肪蓄積とはCTス
キャンでおへその位置で体を輪切りにしたときの内臓脂肪面積が100㎠を超えているものを指し、これに相当
する簡便な目安としてウエスト周囲径（男性85㎝以上、女性90㎝以上）が採用されています。

食事療養科 科長　丸　尾　　　恵

肥満や低体重（やせ）の判定に用いられます。BMI ［体重（kg）］÷［身長（ｍ）の2乗］ で算出される値。

食事のポイント
１．１日３食規則正しく食べましょう。
２．主食＋主菜＋副菜とバランスよく
　　食べましょう。
３．野菜・きのこ・海草類を合わせて
　　１日350ｇ以上は食べましょう。
４．間食や砂糖入り飲料は控えましょう。
５．ゆっくりよく噛んで食べましょう。

豚しゃぶサラダ 材料（２人分）1人分 214kcal
豚ももスライス・200ｇ　トマト・・・100ｇ
レタス　・・・・・30ｇ　カイワレ・・1/2パック
きゅうり・・・・100ｇ　　　　　
カボス醤油に好みで卸大根や葱を混ぜてもさっぱりしています。

☆豚肉は脂身の少ないところを選びましょう。
☆野菜はもやしやオクラ、キャベツなどお好みで。
　きのこやわかめでも美味しく頂けます。
☆ごまドレや梅ドレも美味しいですが、かけすぎは
　エネルギーや塩分の摂りすぎになるので
　気をつけましょう。

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

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

　運動会や修学旅行といった大切

な行事が中止となる中、子供たち

は頑張って学生生活を送っていま

す。大人の私たちも負けるわけに

はいきません。中々コロナ禍から

抜け出せませんが、次の世代の為

にも感染拡大防止に努めていかな

くてはいけないと思っています。

・・・秋の味覚で自宅呑みも案外

楽しいですね。　　　  （M.M）

８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
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編集後記

健康の
ワンポイント

～密を避けての運動を続けよう～
　コロナ禍で密を避ける行動が求められている現在、
夜～朝といった時間帯でのウォーキング等、運動を

楽しむ形も変化してきています。人の少ない時間は快適な運動時間帯となる
のですが、交通事故の危険が増える時間帯でもあります。
　マスクを着用して運動をすることもあります。場所や服装に気を付けて、
適度な運動を続けていきましょう。

本資料は公益社団法人日本医師会の御協力を得て作成しました。

安全に運動・スポーツをするポイントは？ Ver.2

体調をチェック

運動・スポーツの種類ごとの留意点

一つでも当てはまる場合には、運動やスポーツは
行わないでください。

□ 平熱を超える発熱
□ 咳、のどの痛みなど風邪の症状
□ だるさ、息苦しさ
□ 嗅覚や味覚の異常
□ 体が重く感じる、疲れやすい等

感染防止の３つの基本
□ 十分な距離の確保
□ マスクの着用
□ 手洗い・手指消毒

家に帰ったらまず手や顔を洗う。できるだけ
すぐにシャワーを浴びて、着替える。

熱中症の予防 ！暑くなる日は要注意！
こまめな水分・塩分の補給、休憩の確保、風通しの良い服装や着帽、屋内では空調の使用等を
行いましょう。
マスクを着用したまま運動・スポーツをすると、水分補給を忘れたり、体温が下がりにくいことが
ありますので注意してください。また、マスクをしていつも通りの運動・スポーツをすると、運動
強度が上がることがありますので、速度を落とすなど調整をしてください。息苦しさを感じた時
はすぐに外すことや休憩を取る等、無理をしないでください。

×密閉　×密集　×密接
三つの密のうち、一つでも該当しないように注意しましょう。

ウォーキング・ジョギング
① 一人又は少人数で実施
② すいた時間、場所を選ぶ
③ 他の人との距離を確保
④ すれ違う時は距離をとる

筋トレ・ヨガ
① 自宅で動画を活用
② こまめに換気

運動不足（身体的不活動）は健康に害を及ぼします。
安全な環境を確保して適度に運動・スポーツを行うよう心がけてください。
高齢者や基礎疾患などのある方は、かかりつけ医に相談してください。

（R2.5.22）

なるべく距離をあける


