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脳卒中の症状

　脳卒中では、様々な神経症状が突然起こります。

　脳卒中の主な症状としては、脳梗塞、脳出血では、

突発する神経症状が特徴で、半身（顔、上肢、下

肢）の脱力、半身の感覚障害、言語障害（構音障害、

失語）、視野障害、複視、めまい、平衡障害などを

きたします。

　くも膜下出血では、これまでに経験したことのな

いような、突然の激しい頭痛が特徴で、意識障害や

嘔気・嘔吐を伴うこともあります。

　また、大きな脳卒中や脳幹の脳卒中では意識障害

を伴います。

脳卒中が疑われたら

　脳卒中が疑われたら、出来るだけ早く専門病院を

受診することが重要です。なるべく早く診断し、治

療を開始することで、後遺症が軽くなる可能性があ

るからです。

　特に脳梗塞では、発症後4.5時間以内であれば

rt-PA静注療法、8時間以内であれば血管内治療な

どの治療法があります。ただし、治療を開始するに

は検査が必要で、1時間程度かかるため、症状が出

現してから遅くとも3.5時間以内を目標に出来るだ

け早く受診することが必要となります。

　

脳卒中の検査

　脳卒中では、病歴聴取、診察（内科的診察、神経

学的診察)、血液検査、心電図、胸部Ｘ線、胸・腹

部CT、頭部CT、頭部MRI、頸動脈エコー、心エ

コー検査などを行います。

脳梗塞

脳出血

くも膜下出血

厚生連だより 大分２ 厚生連だより 大分２

大分県厚生連鶴見病院　神経内科部長　　荒　川　竜　樹

http://www.ok-tsurumi.com/TEL 0977－23－7111（代表）　FAX 0977－23－7884

脳卒中について

あら かわ りゅう き

脳卒中とは

　脳卒中は、脳の血管が急に詰まったり、破れたり

して脳循環に障害をきたし、様々な症状を起こす疾

患です。

　血管が詰まる虚血性脳卒中（脳梗塞）と血管が破

れる出血性脳卒中とに大別され、脳梗塞は、血管が

詰まる原因により、心原性脳塞栓症、アテローム血

栓性脳梗塞、ラクナ梗塞の3病型に分けられます。

出血性脳卒中は、脳の組織自体に出血が起こる脳出

血と、脳動脈瘤が破裂することが主な原因で、脳の

表面であるくも膜下腔に出血が起こるくも膜下出血

に分けられます。

脳卒中の疫学

　脳卒中は長い間、日本人の死因の第1位でしたが、

1970年をピークに減少傾向が続き、現在は第4位

です。2020年の脳卒中死亡数は約10万人で、全死

亡者に占める割合は7.5%であり、依然として死因

の上位を占めています。

　脳卒中死亡の内訳では、1960年には脳出血が約

77%を占めていましたが、近年は著しく減少し、

代わって脳梗塞が増加し、2020年には約55%を占

めるようになりました。その理由としては、高血圧

対策の普及、生活習慣の変化による糖尿病や脂質異

常症の増加が考えられています。

　また、2017年時点で111.5万人の脳卒中患者が

継続的に医療を受けており、脳卒中にかかる医療費

は年間1.8兆円となっています。

　更に脳卒中は、介護が必要な原因の第2位であり、

介護度が高くなるほど脳卒中の割合が増加し、寝た

きりを含む重い介護を要する原因の約30%を占め

ています。

　患者の生活の質（QOL）や社会的負担の面からも、

脳卒中の予防と治療は重大な課題となっています。

　日本の更なる高齢化、医療費の増大は、政策面で

も脳卒中・循環器病対策の重要性が認識されるよう

になり、2018年12月に「健康寿命の延伸等を図る

ための脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る対策

に関する基本法」（脳卒中・循環器病対策基本法）

が国会で成立し、2019年12月に施行されました。

それを受け、現在、脳卒中の急性期治療、回復期リ

ハビリテーションから在宅復帰、社会復帰に関する

総合的な対策が進められています。

　

脳卒中の治療

　脳卒中では、時期や症状に合わせて、薬物治療や

手術、リハビリテーションが行われます。

　脳梗塞では点滴・内服治療が主体となり、病態に

応じて、抗血栓薬、脳保護薬、抗浮腫薬などを投与

し、血圧、脈拍、体温などの全身状態の管理を行い

ます。また、後遺症を減らすため、症状に合わせて

治療初期から積極的にリハビリテーションを行いま

す。

　また、脳梗塞急性期（発症後4.5時間以内、8時

間以内）のみに施行される治療としてrt-PA静注療

法、血管内治療があります。

①　rt-PA静注療法：遺伝子組み換え組織プラミ

ノゲン・アクチベータ（recombinant　tissue 

plasminogen　activator：rt-PA）を点滴して血栓

を溶かし、脳血流を再開させます。

　rt -PA静注療法によって、後遺症のない人が

1.5倍に増えました。

　ただし、適切なタイミングでrt -PAを使用し

ないと、逆に出血などの合併症で病状が増悪する

危険性があるため、発症から4.5時間以内に治療

が開始できる場合のみが治療対象となります。

②　血管内治療：脳血管に詰まった血栓を、ステン

トリトリーバーや血栓吸引カテーテルなどの血栓

回収デバイスを用いて回収し、閉塞した血管を再

開通させる治療法です。rt-PA静注療法の適応外

や、治療によって症状の改善が認められない場合

に血管内治療が行われ、発症から8時間以内に治

療が開始できる場合が治療対象となります。症状、

CTやMRIの画像所見などを評価したうえで血管

内治療の適応を検討します。

脳卒中の予防

　脳卒中の発症に関わる危険因子として、高血圧、

糖尿病、脂質異常症、心房細動、喫煙などが挙げら

れます。また、遺伝的要因もあります。体質も含め

て高血圧、糖代謝異常や脂質代謝異常になりやすい

といった遺伝的要因に、暴飲暴食や過食などの生活

習慣の悪化、ストレスなどが加わって危険因子が形

成されていきます。その中でも最大の因子が高血圧

です。

　脳卒中と影響する危険因子との関わりは病型に

よって異なります。高血圧の関与が大きい病型は、

脳出血とラクナ梗塞です。アテローム血栓性脳梗塞

は、高血圧だけではなく、糖尿病や脂質異常症、喫

煙などが合わさって影響しています。心原性脳塞栓

症の場合は、心房細動が最も多い危険因子になりま

す。

　脳卒中の予防には、これらの危険因子の管理が重

要となります。生活習慣を見直し、治療が必要な場

合は、医師の指導のもとで適切な治療を開始・継続

することが推奨されます。
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代わって脳梗塞が増加し、2020年には約55%を占

めるようになりました。その理由としては、高血圧

対策の普及、生活習慣の変化による糖尿病や脂質異

常症の増加が考えられています。

　また、2017年時点で111.5万人の脳卒中患者が

継続的に医療を受けており、脳卒中にかかる医療費

は年間1.8兆円となっています。

　更に脳卒中は、介護が必要な原因の第2位であり、

介護度が高くなるほど脳卒中の割合が増加し、寝た

きりを含む重い介護を要する原因の約30%を占め

ています。

　患者の生活の質（QOL）や社会的負担の面からも、

脳卒中の予防と治療は重大な課題となっています。

　日本の更なる高齢化、医療費の増大は、政策面で

も脳卒中・循環器病対策の重要性が認識されるよう

になり、2018年12月に「健康寿命の延伸等を図る

ための脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る対策

に関する基本法」（脳卒中・循環器病対策基本法）

が国会で成立し、2019年12月に施行されました。

それを受け、現在、脳卒中の急性期治療、回復期リ

ハビリテーションから在宅復帰、社会復帰に関する

総合的な対策が進められています。

　

脳卒中の治療

　脳卒中では、時期や症状に合わせて、薬物治療や

手術、リハビリテーションが行われます。

　脳梗塞では点滴・内服治療が主体となり、病態に

応じて、抗血栓薬、脳保護薬、抗浮腫薬などを投与

し、血圧、脈拍、体温などの全身状態の管理を行い

ます。また、後遺症を減らすため、症状に合わせて

治療初期から積極的にリハビリテーションを行いま

す。

　また、脳梗塞急性期（発症後4.5時間以内、8時

間以内）のみに施行される治療としてrt-PA静注療

法、血管内治療があります。

①　rt-PA静注療法：遺伝子組み換え組織プラミ

ノゲン・アクチベータ（recombinant　tissue 

plasminogen　activator：rt-PA）を点滴して血栓

を溶かし、脳血流を再開させます。

　rt -PA静注療法によって、後遺症のない人が

1.5倍に増えました。

　ただし、適切なタイミングでrt -PAを使用し

ないと、逆に出血などの合併症で病状が増悪する

危険性があるため、発症から4.5時間以内に治療

が開始できる場合のみが治療対象となります。

②　血管内治療：脳血管に詰まった血栓を、ステン

トリトリーバーや血栓吸引カテーテルなどの血栓

回収デバイスを用いて回収し、閉塞した血管を再

開通させる治療法です。rt-PA静注療法の適応外

や、治療によって症状の改善が認められない場合

に血管内治療が行われ、発症から8時間以内に治

療が開始できる場合が治療対象となります。症状、

CTやMRIの画像所見などを評価したうえで血管

内治療の適応を検討します。

脳卒中の予防

　脳卒中の発症に関わる危険因子として、高血圧、

糖尿病、脂質異常症、心房細動、喫煙などが挙げら

れます。また、遺伝的要因もあります。体質も含め

て高血圧、糖代謝異常や脂質代謝異常になりやすい

といった遺伝的要因に、暴飲暴食や過食などの生活

習慣の悪化、ストレスなどが加わって危険因子が形

成されていきます。その中でも最大の因子が高血圧

です。

　脳卒中と影響する危険因子との関わりは病型に

よって異なります。高血圧の関与が大きい病型は、

脳出血とラクナ梗塞です。アテローム血栓性脳梗塞

は、高血圧だけではなく、糖尿病や脂質異常症、喫

煙などが合わさって影響しています。心原性脳塞栓

症の場合は、心房細動が最も多い危険因子になりま

す。

　脳卒中の予防には、これらの危険因子の管理が重

要となります。生活習慣を見直し、治療が必要な場

合は、医師の指導のもとで適切な治療を開始・継続

することが推奨されます。
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行事食について
　７月に給食委託業者が変更となり４ヶ
月が経ちました。新たな体制の中でより
よい食事の提供を模索しているところで
すが、今回は行事食についてご紹介いた
します。
　まず食器ですが、以前よりも持ちやす
く華やかな感じが出るようなものを選択、
お盆もピンクから黒へ変更するなど、す
べて一新し、食材がよりおいしく見える
ようにしました。　　　
　さて行事食ですが、当初は通常の食器
を使い、食材は委託業者に任せた献立に
しておりましたが、どちらかというとカ
ロリーや成分を重視した病院食のカラー
が強い状況でした。そこで介護老人保健
施設という生活施設での行事食という感
じを出すため協議を重ねた結果、「お品書
き」や「飾り」を添える、ご飯は赤飯や混
ぜご飯などにする、おかずやデザートは
彩りの良い旬の食材を組み込む、汁物を
味噌汁からお吸い物などに変更する、な
どにより華やかさを演出しました。しか
し、何か今一つ特別感が足りないという
ことで、更に食器をお弁当箱に変えてみ
たところ、利用者の方々からお祝い膳ら
しくなったとの好評をいただき、行事食
の器として決定しました。
　食材や器の選択、メニューの内容や味
付け、嚥下しやすい食材の形態など、ま
だまだ課題はたくさんありますが、利用
者がおいしく安全に食べていただける食
事を提供するべく、今後も細かい協議を
重ねていきたいと思っております。

10月　誕生会（入所）おもぶりご飯弁当

８月　誕生会（通所）

９月　敬老会（入所）天ぷら御膳

９月　誕生会（通所）秋の味覚御膳

10月　誕生会（通所）秋の味覚御膳

11月　誕生会（入所）上州まいたけ弁当

鶴見岳　別府市
阿蘇くじゅう国立公園の東端にある
標高1300ｍの山で、九州最大サイ
ズのロープウェイに乗り約10分で
山頂まで行くことが出来る。冬季は
霧氷に覆われ、九州とは思えない風
景を楽しむことが出来る。また元日
の御来光や、夏は別府湾の夜景を一
望することが出来る。

鉄輪温泉　別府市
平成13年にＮＨＫが募集した
「21世紀に残したい日本の風
景」にも選ばれた別府八湯の
一つであり、別府最大の温泉
地帯。夜間ライトアップにて
温泉の噴気を照らし出し、幻
想的な風景を楽しむことが出
来る。

厚生連だより 大分 ５
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厚生連だより 大分２ 厚生連だより 大分６

日本人のビタミンＤ不足今月のテーマ

オプションでのビタミンＤ検査料金　 2,200円（税込）

テーマ１ 注目のビタミンD不足
　ビタミンＤは、骨、ミネラル代謝の維持に必須なビタミンであり、さらに近年、ビタミンＤの
栄養素状態によって、転倒、がん、心血管疾患、糖尿病、メタボリックシンドローム、免疫、長
寿、さらにはインフルエンザなどに対しさまざまな関係が明らかにされています。
　ビタミンＤは食事摂取の他にも、日光（紫外線）により皮膚で合成されて体内に供給されます。
このため極端なダイエットや魚の摂取ばなれによる食事からの不足に加え、過度な紫外線予防、
夜型の生活などによる皮膚でのビタミンＤ合成の低下により、不足しやすくなります。最近の調
査報告では、日本人の大半がビタミンＤの不足・欠乏レベルにあるとされています。

テーマ２ ビタミンＤの最前線

■ビタミンＤの栄養指標（日本内分泌学会2016）

１．骨とビタミンＤの関係
　ビタミンＤは骨へのカルシウムの沈着を促し、また骨を壊す破骨細胞の働きを抑制している
ため、ビタミンＤが不足すると骨がもろくなり、骨粗鬆症などを招きます。

２．がんとビタミンＤ
　近年、多くのがん細胞では、ビタミンＤの受容体が発現することが分かっており、がん細胞
の増殖を抑制し、細胞の分化を誘導する働きがみられるため、ビタミンＤの濃度が十分に保た
れていると、大腸がんなどのがんの発症率が低下すると報告されています。

３．インフルエンザとビタミンＤ
　インフルエンザに感染した人にはビタミンＤ３濃度が低いことが明らかになり、ビタミンＤ
不足によって、インフルエンザの発症リスクがおよそ２倍以上に上がると報告されています。

ビタミンＤの栄養状態 ビタミン濃度：血清25(OH)
充足状態
不足状態
欠乏状態

30ng/ml 以上
20ng/ml 以上　30ng/ml 未満

20ng/ml 未満

　ビタミンＤは脂溶性ビタミンのため、油と一緒にとることで体内で効率よく吸収さ
れます。自家製天日干し！　自宅で野菜や果物を２～３時間ほど天日干しするだけで
もビタミンＤは増やせます。

テーマ３ ビタミンＤ多い食品：（1食当たりのビタミンD含有量）

紅サケ さんま さば しらす干し 干ししいたけ きくらげ
38μg/100g 18μg/100g 11μg/100g 2.3μg/５g 0.3μg/２g 8.7μg/２g



厚生連だより 大分 ７

ＪＡ大分厚生連のＳＤＧｓへの取り組み

３．働きやすい職場環境

　ＪＡ大分厚生連では、働きやすい職場の環境
づくりのため、以下の活動を行っております。
・女医支援制度の導入
・多職種へのタスクシフト／シェアの推進に
　よる医師業務の負担軽減
・施設内保育園の整備
・ハラスメント防止策の徹底
・年次有給休暇の取得率向上
・職員満足度調査の実施

ハラスメント防止策

ひよこ保育園

職員満足度調査

タスクシフト

生活習慣病が気になる人への 今月の一品

歯周病 歯周病は歯肉炎・歯周炎の総称です。歯周病は「歯周ポケット」と呼ばれる、歯と歯ぐきの隙間に
にある溝から始まります。歯みがきが正しくできていないと、次第に歯周ポケットは細菌のひそ

む汚れがたまっていき、歯ぐきの内部で炎症を起こします。日頃のケアや定期的な歯科受診はもちろん、食べる物
や食べ方も大事です。唾液中に含まれる細菌の数は食事の後には激減します。これは食べ物を咀嚼することで大
量の唾液が分泌され、口の中の細菌が胃の中に流されるからです。口の中をきれいにするには「食後の残渣が残
りにくい食べ物を選ぶ」ことと、「よく噛むことができて、しっかり唾液をだせる食べ物を選ぶ」ことが大切です。

食事療養科 科長　丸　尾　　　恵

食事のポイント筑前煮 材料（４人分） 鶏もも肉・・・・   200ｇ
ごぼう・・・・・   150ｇ
人　参・・・・・   100ｇ
レンコン・・・・   150ｇ
こんにゃく・・・大1/2枚
干ししいたけ・・ 4～5枚
きぬさや・・・・ 5～6枚
だ　し・・・・・カップ2
濃口醤油・・・・大さじ3杯
薄口醤油・・・・大さじ1杯
砂　糖・・・・・大さじ2杯
みりん・・・・・大さじ1杯
酒・サラダ油　

☆筍や里芋をいれても美味しいです
☆多めに作って副菜やお弁当のおかず
　にもおすすめです

　唾液をだすためによく噛んで食べましょ
う。唾液腺は口や顔の筋肉に連動していま
すので、噛むと刺激され分泌が促進されます。
１、噛みごたえのある人参、ごぼう、レンコ
ンなどの野菜、もも肉、炒り大豆など

２、野菜やきのこなど繊維が多い食材は残
渣が残りにくいです

☆ヨーグルトや乳酸菌食品を摂っている方に
歯周病が少ないことが報告されています。
『乳酸菌が悪玉菌を殺菌し同時に乳酸菌
で口の中が酸性になることで酸に弱い歯
周病菌を抑える為と考えられています』
　　

１人分／224kcal　塩分1.8ｇ



　師走を迎え、2021年も最後の月
となりました。今年も昨年に続き
新型コロナウイルスと戦った一年
となりました。ワクチン接種の拡
充もあり昨年より前を向いた年の
瀬を迎えることが出来るのではな
いかと思いましたが、オミクロン
株の出現などで油断は禁物です。
　先がまだ見えない状況ですが、
来年は明るい年になれるよう頑張
りましょう。　　　　  （M.M）

10月の健診/受診結果
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受診者数総合計
4,585名

（うちJA 1,043名）
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《10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
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編集後記

10

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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健康の
ワンポイント

～ヒートショックの
　　シーズン到来！～

　気温が下がり、日常生活の中で寒暖差が大きくなるとヒート

ショックの危険性が急増します。脳や心臓への負担が大きくなり、

脳梗塞や脳出血、心筋梗塞など心臓の負担から

くる疾患が増えるだけでなく、浴槽内で溺れる

事例が発生しています。また、急激な血圧の変

化から発生する立ち眩みや眩暈により、転倒の

リスクも上昇します。

　ヒートショックは浴室での発生が多いですが、

トイレなど寒暖差が激しい場面でも発生していますので、生活のあ

らゆる場面での注意が必要となります。寒い季節を安全に過ごすた

めにも、身近な小さなポイントに注意を払うことが大切です。

居間

脱衣場

浴室

湯船

洗い場
血
圧 脳出血

起立性低血圧

脳梗塞
心筋梗塞

脱水

あちっ

立ち上り

ヒートショックの起こるメカニズム

大分県ホームページより引用

・室温差を小さくする（浴室や脱衣室を暖めておく）
・入浴時は湯温を熱くし過ぎない（41℃までが目安）
・飲酒後、食後直ぐの入浴は避ける
・一人で入浴する際は、家人に声掛けを行う
・水分補給で脱水対策をする

ヒートショックを予防する為の注意点


