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知っておきたい
　いろいろな頭痛

か が あきひこ

Ⅰ．はじめに

　頭痛は日常よく経験する症状ですが、それにはい
ろいろな原因があり、脳に異常のない一次性頭痛と、
他の疾患に起因する二次性頭痛に分けられます。今
回は皆さんが経験することの多いものと、特に注意
していただきたいものを中心に説明します。

Ⅱ．一次性頭痛

　一次性頭痛には片頭痛、緊張型頭痛、群発頭痛な
どがあり、有病率はそれぞれ8.4％、22.3％、0.4％
とされています。

１）片頭痛
　名前の通り頭の片側が痛むことが多いのですが、
他の原因で片側のみが痛むこともありますし、片頭
痛でも両側が痛むことがありますので、痛みの部位
のみで診断するものではありません。片頭痛は、脈

を打つようにズキンズキンと痛み、動くと悪化する
のが特徴です。頭の左右どちらか片側が痛む人が約
６割、両側が痛む人が約４割とされています。片頭
痛の持続時間は４～72時間とさまざまで、個人や
その人の状況によって異なりますが、３日以上続く
ことは少ないと言われています。光や音に過敏にな
り、部屋を暗くして寝込んでしまうこともあります。
片頭痛になった人の１～２割の人に、視野の中央に
ギザギザした光が現れる前兆が見られます（閃

せん

輝
　き　

暗
あん

点
てん

）。閃輝暗点は、５～60分間ほど続き、閃輝暗
点に伴って、あるいは閃輝暗点が消えてから60分
以内に頭痛を生じます。片頭痛の原因はまだ十分に
解明されていませんが、何らかの原因で脳内の物質
に変化がおき、三叉神経（顔面や頭皮の感覚を司る
神経）を刺激したり炎症を起こしたりして痛みを生
じるのではないかと言われています。その原理に基
づき「トリプタン」という片頭痛の特効薬が開発さ
れましたし、近年は片頭痛を予防する注射薬も開発
されています。

２）緊張型頭痛
　頭や後頭部から首にかけての筋肉の緊張により起
こると考えられている頭痛で、日本人の頭痛の中で
最も多いとされています。
机に向かってのパソコン
作業やデスクワークなど、
長時間うつ向いた姿勢を
続けると、首や肩の筋肉、

頭の筋肉などが緊張して血流が悪くなり、その結果
として、筋肉から老廃物が出てこれが神経を刺激し
て痛みを生じるとされています。締め付けられるよ
うな痛み、頭を圧迫されるような痛みが特徴で、強
さは軽度から中等度で両側性のことが多いとされて
います。がまんすれば何とか仕事や家事を続けるこ
とが可能で、日常生活に大きな支障をきたす片頭痛
とはこのあたりが大きく異なり、身体的ストレスや
精神的ストレスが重なることによって症状が悪化す
ると考えられています。治療としては痛み止めによ
る対症療法が基本ですが、あくまで薬は対症療法で
すので、リラックスできる時間を増やして緊張を高
めないように日頃から注意することが重要です。

３）群発頭痛
　群発頭痛の発生頻度は片頭痛や緊張型頭痛に比べ
ずっと少なくないのですが、痛みは強力です。頭の
片側だけに、目の奥に激痛が起こるほか、目の充血、
涙や鼻水が止まらないなどの症状を伴い、痛みだけ
が理由ではなく、興奮した状態になって動き回った
り、気分が落ち着かなくなったりすることもありま
す。群発頭痛の症状は１～２時間ほど続き、夜から
明け方に起こることが多く、症状は１～２か月間ほ
ど毎日のように起こり、この期間を群発期と呼びま
す。１回の群発期で治まる場合もありますが、半年
～２年おきに群発期を繰り返すこともあります。
20～40歳代に多く、特に男性に多いことが特徴で
す。群発頭痛は、脳の視床下部という場所が関係し

て起こると考えられており、何らかの原因によって
視床下部が刺激を受けると、頭部に分布する三叉神
経が痛みを感じ、そのために三叉神経がつながって
いる目の奥の辺りに激痛が起こります。また三叉神
経とつながっている副交感神経が興奮するために、
目が充血する、涙や鼻水が止まらないなどの症状も
起こります。三叉神経は頭の左右それぞれの片側の
みを支配するため、症状は顔の片側だけです。群発
期にアルコールを摂取すると確実に頭痛が起こるた
め、飲酒を避けることが大切です。群発頭痛の治療
としては、片頭痛薬であるトリプタンや酸素投与が
有効とされています。

Ⅲ．二次性頭痛

　何らかの病気によって生じる頭痛を二次性頭痛と
言います。一般的に一次性頭痛に比べ危険度が高く、
原因となっている病気によっては命に関わる可能性
があります。二次性頭痛にはいろいろなものがあり
ますが、ここでは特に注意していただきたいものを
取り上げます。

１）くも膜下出血
　くも膜とは脳の表面にある膜のことで、くも膜下
出血はくも膜の下、脳の表面に出血する病気です。
この原因の多くは脳動脈瘤（脳の血管のコブ）の破
裂です。典型的な症状は「今まで経験したことのな
い突然の激しい頭痛」ですが、出血が少量であると
軽い頭痛のこともあります。いずれにせよ突然に生
じることが特徴です。重症であると突然死の原因に
なり、くも膜下出血を生じた人の10～20％は発症
当日に死亡したとの統計があります。脳動脈瘤は一
旦破裂すると再破裂する危険が高く、破裂を繰り返

すたびに死亡率が高くなりますので早急な対処が必
要です。再破裂は薬で防ぐことは困難で、手術が必
要になります。脳動脈瘤に対する手術には、開頭し
て動脈瘤を金属製のクリップで閉じる脳動脈瘤ク
リッピングと、血管の中から金属製のコイルで塞ぐ
脳血管内手術があります。命にかかわる病気ですの
で、それまで全く頭痛のなかった人が突然に頭痛を
生じた場合、特に吐き気を伴う場合は早急に医療機
関を受診してください。

２）脳腫瘍
　脳は頭蓋骨の中に閉じ込められていますので、そ
の中に腫瘍ができると、脳が圧迫されて脳の圧が高
くなるために頭痛や吐き気を生じます。腫瘍が大き
くなるに従って脳の圧も上昇してきますので、頭痛
もだんだん強くなることが特徴です。脳腫瘍にはい
ろいろな種類があり、悪性の程度により増殖する速
さが異なりますので、頭痛が増強する速度も異なり
ますが、くも膜下出血のように突然生じることはあ
りません。脳腫瘍の場所により、頭痛だけでなく手
足の麻痺や言葉の障害など脳の局所の症状を伴うこ
ともあります。脳腫瘍があればCTやMRIなどの検
査でわかりますので、だんだん増強する頭痛がある
場合は検査をお勧めします。

３）感染症による頭痛
　かぜをひいたときに頭痛がするように、脳以外の
全身性感染症でも頭痛を生じますし、髄膜炎のよう
に脳（頭蓋内）の感染によっても頭痛を生じます。

感染症による頭痛の多くは頭全体で持続性です。全
身性感染症では発熱や全身倦怠感などその他の全身
症状が主体で、頭痛は軽微なことが多いようです。
一方、頭蓋内の感染症では頭痛は早期に出現し、発
熱、吐き気を伴い、意識障害を伴うこともあります。
頭蓋内感染症のなかでも、細菌性髄膜炎やヘルペス
脳炎は治療開始が遅れると重篤な状態になってしま
うことがあります。頭蓋内感染症は髄液検査などで
診断しますので、発熱を伴う強い頭痛がある場合は
医療機関を受診したほうがいいでしょう。

Ⅳ．終わりに

　頭痛にはいろいろな種類がありますが、今回は主
なもの、特に気を付けていただきたいものを取り上
げました。これ以外に
も頭痛の原因はありま
すので、急に生じた頭
痛、長期に続く頭痛な
どは自己判断せずに脳
神経外科や神経内科な
どの専門医にご相談さ
れてはと思います。
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Ⅰ．はじめに

　頭痛は日常よく経験する症状ですが、それにはい
ろいろな原因があり、脳に異常のない一次性頭痛と、
他の疾患に起因する二次性頭痛に分けられます。今
回は皆さんが経験することの多いものと、特に注意
していただきたいものを中心に説明します。

Ⅱ．一次性頭痛

　一次性頭痛には片頭痛、緊張型頭痛、群発頭痛な
どがあり、有病率はそれぞれ8.4％、22.3％、0.4％
とされています。

１）片頭痛
　名前の通り頭の片側が痛むことが多いのですが、
他の原因で片側のみが痛むこともありますし、片頭
痛でも両側が痛むことがありますので、痛みの部位
のみで診断するものではありません。片頭痛は、脈

を打つようにズキンズキンと痛み、動くと悪化する
のが特徴です。頭の左右どちらか片側が痛む人が約
６割、両側が痛む人が約４割とされています。片頭
痛の持続時間は４～72時間とさまざまで、個人や
その人の状況によって異なりますが、３日以上続く
ことは少ないと言われています。光や音に過敏にな
り、部屋を暗くして寝込んでしまうこともあります。
片頭痛になった人の１～２割の人に、視野の中央に
ギザギザした光が現れる前兆が見られます（閃

せん

輝
　き　

暗
あん

点
てん

）。閃輝暗点は、５～60分間ほど続き、閃輝暗
点に伴って、あるいは閃輝暗点が消えてから60分
以内に頭痛を生じます。片頭痛の原因はまだ十分に
解明されていませんが、何らかの原因で脳内の物質
に変化がおき、三叉神経（顔面や頭皮の感覚を司る
神経）を刺激したり炎症を起こしたりして痛みを生
じるのではないかと言われています。その原理に基
づき「トリプタン」という片頭痛の特効薬が開発さ
れましたし、近年は片頭痛を予防する注射薬も開発
されています。

２）緊張型頭痛
　頭や後頭部から首にかけての筋肉の緊張により起
こると考えられている頭痛で、日本人の頭痛の中で
最も多いとされています。
机に向かってのパソコン
作業やデスクワークなど、
長時間うつ向いた姿勢を
続けると、首や肩の筋肉、

頭の筋肉などが緊張して血流が悪くなり、その結果
として、筋肉から老廃物が出てこれが神経を刺激し
て痛みを生じるとされています。締め付けられるよ
うな痛み、頭を圧迫されるような痛みが特徴で、強
さは軽度から中等度で両側性のことが多いとされて
います。がまんすれば何とか仕事や家事を続けるこ
とが可能で、日常生活に大きな支障をきたす片頭痛
とはこのあたりが大きく異なり、身体的ストレスや
精神的ストレスが重なることによって症状が悪化す
ると考えられています。治療としては痛み止めによ
る対症療法が基本ですが、あくまで薬は対症療法で
すので、リラックスできる時間を増やして緊張を高
めないように日頃から注意することが重要です。

３）群発頭痛
　群発頭痛の発生頻度は片頭痛や緊張型頭痛に比べ
ずっと少なくないのですが、痛みは強力です。頭の
片側だけに、目の奥に激痛が起こるほか、目の充血、
涙や鼻水が止まらないなどの症状を伴い、痛みだけ
が理由ではなく、興奮した状態になって動き回った
り、気分が落ち着かなくなったりすることもありま
す。群発頭痛の症状は１～２時間ほど続き、夜から
明け方に起こることが多く、症状は１～２か月間ほ
ど毎日のように起こり、この期間を群発期と呼びま
す。１回の群発期で治まる場合もありますが、半年
～２年おきに群発期を繰り返すこともあります。
20～40歳代に多く、特に男性に多いことが特徴で
す。群発頭痛は、脳の視床下部という場所が関係し

て起こると考えられており、何らかの原因によって
視床下部が刺激を受けると、頭部に分布する三叉神
経が痛みを感じ、そのために三叉神経がつながって
いる目の奥の辺りに激痛が起こります。また三叉神
経とつながっている副交感神経が興奮するために、
目が充血する、涙や鼻水が止まらないなどの症状も
起こります。三叉神経は頭の左右それぞれの片側の
みを支配するため、症状は顔の片側だけです。群発
期にアルコールを摂取すると確実に頭痛が起こるた
め、飲酒を避けることが大切です。群発頭痛の治療
としては、片頭痛薬であるトリプタンや酸素投与が
有効とされています。

Ⅲ．二次性頭痛

　何らかの病気によって生じる頭痛を二次性頭痛と
言います。一般的に一次性頭痛に比べ危険度が高く、
原因となっている病気によっては命に関わる可能性
があります。二次性頭痛にはいろいろなものがあり
ますが、ここでは特に注意していただきたいものを
取り上げます。

１）くも膜下出血
　くも膜とは脳の表面にある膜のことで、くも膜下
出血はくも膜の下、脳の表面に出血する病気です。
この原因の多くは脳動脈瘤（脳の血管のコブ）の破
裂です。典型的な症状は「今まで経験したことのな
い突然の激しい頭痛」ですが、出血が少量であると
軽い頭痛のこともあります。いずれにせよ突然に生
じることが特徴です。重症であると突然死の原因に
なり、くも膜下出血を生じた人の10～20％は発症
当日に死亡したとの統計があります。脳動脈瘤は一
旦破裂すると再破裂する危険が高く、破裂を繰り返

すたびに死亡率が高くなりますので早急な対処が必
要です。再破裂は薬で防ぐことは困難で、手術が必
要になります。脳動脈瘤に対する手術には、開頭し
て動脈瘤を金属製のクリップで閉じる脳動脈瘤ク
リッピングと、血管の中から金属製のコイルで塞ぐ
脳血管内手術があります。命にかかわる病気ですの
で、それまで全く頭痛のなかった人が突然に頭痛を
生じた場合、特に吐き気を伴う場合は早急に医療機
関を受診してください。

２）脳腫瘍
　脳は頭蓋骨の中に閉じ込められていますので、そ
の中に腫瘍ができると、脳が圧迫されて脳の圧が高
くなるために頭痛や吐き気を生じます。腫瘍が大き
くなるに従って脳の圧も上昇してきますので、頭痛
もだんだん強くなることが特徴です。脳腫瘍にはい
ろいろな種類があり、悪性の程度により増殖する速
さが異なりますので、頭痛が増強する速度も異なり
ますが、くも膜下出血のように突然生じることはあ
りません。脳腫瘍の場所により、頭痛だけでなく手
足の麻痺や言葉の障害など脳の局所の症状を伴うこ
ともあります。脳腫瘍があればCTやMRIなどの検
査でわかりますので、だんだん増強する頭痛がある
場合は検査をお勧めします。

３）感染症による頭痛
　かぜをひいたときに頭痛がするように、脳以外の
全身性感染症でも頭痛を生じますし、髄膜炎のよう
に脳（頭蓋内）の感染によっても頭痛を生じます。

感染症による頭痛の多くは頭全体で持続性です。全
身性感染症では発熱や全身倦怠感などその他の全身
症状が主体で、頭痛は軽微なことが多いようです。
一方、頭蓋内の感染症では頭痛は早期に出現し、発
熱、吐き気を伴い、意識障害を伴うこともあります。
頭蓋内感染症のなかでも、細菌性髄膜炎やヘルペス
脳炎は治療開始が遅れると重篤な状態になってしま
うことがあります。頭蓋内感染症は髄液検査などで
診断しますので、発熱を伴う強い頭痛がある場合は
医療機関を受診したほうがいいでしょう。

Ⅳ．終わりに

　頭痛にはいろいろな種類がありますが、今回は主
なもの、特に気を付けていただきたいものを取り上
げました。これ以外に
も頭痛の原因はありま
すので、急に生じた頭
痛、長期に続く頭痛な
どは自己判断せずに脳
神経外科や神経内科な
どの専門医にご相談さ
れてはと思います。
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Ⅰ．はじめに

　頭痛は日常よく経験する症状ですが、それにはい
ろいろな原因があり、脳に異常のない一次性頭痛と、
他の疾患に起因する二次性頭痛に分けられます。今
回は皆さんが経験することの多いものと、特に注意
していただきたいものを中心に説明します。

Ⅱ．一次性頭痛

　一次性頭痛には片頭痛、緊張型頭痛、群発頭痛な
どがあり、有病率はそれぞれ8.4％、22.3％、0.4％
とされています。

１）片頭痛
　名前の通り頭の片側が痛むことが多いのですが、
他の原因で片側のみが痛むこともありますし、片頭
痛でも両側が痛むことがありますので、痛みの部位
のみで診断するものではありません。片頭痛は、脈

を打つようにズキンズキンと痛み、動くと悪化する
のが特徴です。頭の左右どちらか片側が痛む人が約
６割、両側が痛む人が約４割とされています。片頭
痛の持続時間は４～72時間とさまざまで、個人や
その人の状況によって異なりますが、３日以上続く
ことは少ないと言われています。光や音に過敏にな
り、部屋を暗くして寝込んでしまうこともあります。
片頭痛になった人の１～２割の人に、視野の中央に
ギザギザした光が現れる前兆が見られます（閃

せん

輝
　き　

暗
あん

点
てん

）。閃輝暗点は、５～60分間ほど続き、閃輝暗
点に伴って、あるいは閃輝暗点が消えてから60分
以内に頭痛を生じます。片頭痛の原因はまだ十分に
解明されていませんが、何らかの原因で脳内の物質
に変化がおき、三叉神経（顔面や頭皮の感覚を司る
神経）を刺激したり炎症を起こしたりして痛みを生
じるのではないかと言われています。その原理に基
づき「トリプタン」という片頭痛の特効薬が開発さ
れましたし、近年は片頭痛を予防する注射薬も開発
されています。

２）緊張型頭痛
　頭や後頭部から首にかけての筋肉の緊張により起
こると考えられている頭痛で、日本人の頭痛の中で
最も多いとされています。
机に向かってのパソコン
作業やデスクワークなど、
長時間うつ向いた姿勢を
続けると、首や肩の筋肉、

頭の筋肉などが緊張して血流が悪くなり、その結果
として、筋肉から老廃物が出てこれが神経を刺激し
て痛みを生じるとされています。締め付けられるよ
うな痛み、頭を圧迫されるような痛みが特徴で、強
さは軽度から中等度で両側性のことが多いとされて
います。がまんすれば何とか仕事や家事を続けるこ
とが可能で、日常生活に大きな支障をきたす片頭痛
とはこのあたりが大きく異なり、身体的ストレスや
精神的ストレスが重なることによって症状が悪化す
ると考えられています。治療としては痛み止めによ
る対症療法が基本ですが、あくまで薬は対症療法で
すので、リラックスできる時間を増やして緊張を高
めないように日頃から注意することが重要です。

３）群発頭痛
　群発頭痛の発生頻度は片頭痛や緊張型頭痛に比べ
ずっと少なくないのですが、痛みは強力です。頭の
片側だけに、目の奥に激痛が起こるほか、目の充血、
涙や鼻水が止まらないなどの症状を伴い、痛みだけ
が理由ではなく、興奮した状態になって動き回った
り、気分が落ち着かなくなったりすることもありま
す。群発頭痛の症状は１～２時間ほど続き、夜から
明け方に起こることが多く、症状は１～２か月間ほ
ど毎日のように起こり、この期間を群発期と呼びま
す。１回の群発期で治まる場合もありますが、半年
～２年おきに群発期を繰り返すこともあります。
20～40歳代に多く、特に男性に多いことが特徴で
す。群発頭痛は、脳の視床下部という場所が関係し

て起こると考えられており、何らかの原因によって
視床下部が刺激を受けると、頭部に分布する三叉神
経が痛みを感じ、そのために三叉神経がつながって
いる目の奥の辺りに激痛が起こります。また三叉神
経とつながっている副交感神経が興奮するために、
目が充血する、涙や鼻水が止まらないなどの症状も
起こります。三叉神経は頭の左右それぞれの片側の
みを支配するため、症状は顔の片側だけです。群発
期にアルコールを摂取すると確実に頭痛が起こるた
め、飲酒を避けることが大切です。群発頭痛の治療
としては、片頭痛薬であるトリプタンや酸素投与が
有効とされています。

Ⅲ．二次性頭痛

　何らかの病気によって生じる頭痛を二次性頭痛と
言います。一般的に一次性頭痛に比べ危険度が高く、
原因となっている病気によっては命に関わる可能性
があります。二次性頭痛にはいろいろなものがあり
ますが、ここでは特に注意していただきたいものを
取り上げます。

１）くも膜下出血
　くも膜とは脳の表面にある膜のことで、くも膜下
出血はくも膜の下、脳の表面に出血する病気です。
この原因の多くは脳動脈瘤（脳の血管のコブ）の破
裂です。典型的な症状は「今まで経験したことのな
い突然の激しい頭痛」ですが、出血が少量であると
軽い頭痛のこともあります。いずれにせよ突然に生
じることが特徴です。重症であると突然死の原因に
なり、くも膜下出血を生じた人の10～20％は発症
当日に死亡したとの統計があります。脳動脈瘤は一
旦破裂すると再破裂する危険が高く、破裂を繰り返

すたびに死亡率が高くなりますので早急な対処が必
要です。再破裂は薬で防ぐことは困難で、手術が必
要になります。脳動脈瘤に対する手術には、開頭し
て動脈瘤を金属製のクリップで閉じる脳動脈瘤ク
リッピングと、血管の中から金属製のコイルで塞ぐ
脳血管内手術があります。命にかかわる病気ですの
で、それまで全く頭痛のなかった人が突然に頭痛を
生じた場合、特に吐き気を伴う場合は早急に医療機
関を受診してください。

２）脳腫瘍
　脳は頭蓋骨の中に閉じ込められていますので、そ
の中に腫瘍ができると、脳が圧迫されて脳の圧が高
くなるために頭痛や吐き気を生じます。腫瘍が大き
くなるに従って脳の圧も上昇してきますので、頭痛
もだんだん強くなることが特徴です。脳腫瘍にはい
ろいろな種類があり、悪性の程度により増殖する速
さが異なりますので、頭痛が増強する速度も異なり
ますが、くも膜下出血のように突然生じることはあ
りません。脳腫瘍の場所により、頭痛だけでなく手
足の麻痺や言葉の障害など脳の局所の症状を伴うこ
ともあります。脳腫瘍があればCTやMRIなどの検
査でわかりますので、だんだん増強する頭痛がある
場合は検査をお勧めします。

３）感染症による頭痛
　かぜをひいたときに頭痛がするように、脳以外の
全身性感染症でも頭痛を生じますし、髄膜炎のよう
に脳（頭蓋内）の感染によっても頭痛を生じます。

感染症による頭痛の多くは頭全体で持続性です。全
身性感染症では発熱や全身倦怠感などその他の全身
症状が主体で、頭痛は軽微なことが多いようです。
一方、頭蓋内の感染症では頭痛は早期に出現し、発
熱、吐き気を伴い、意識障害を伴うこともあります。
頭蓋内感染症のなかでも、細菌性髄膜炎やヘルペス
脳炎は治療開始が遅れると重篤な状態になってしま
うことがあります。頭蓋内感染症は髄液検査などで
診断しますので、発熱を伴う強い頭痛がある場合は
医療機関を受診したほうがいいでしょう。

Ⅳ．終わりに

　頭痛にはいろいろな種類がありますが、今回は主
なもの、特に気を付けていただきたいものを取り上
げました。これ以外に
も頭痛の原因はありま
すので、急に生じた頭
痛、長期に続く頭痛な
どは自己判断せずに脳
神経外科や神経内科な
どの専門医にご相談さ
れてはと思います。

万年山の
ミヤマキリシマ　玖珠町

大分県玖珠郡玖珠町にある万
　は　

年
　ね　

山
やま

は
玖珠町を代表する標高1,140.3ｍの
山で、メサ（卓上台地）というテー
ブル状の台地（山）です。
万年山の頂上付近には５月～６月頃
にミヤマキシマの開花時期となり、
沢山の登山客が訪れます。
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新たなイベント食への取り組みについて
　食事を通して楽しみを持って頂く
為、利用者に一人ずつ３ヵ月に１度、
食べたい物を伺い、行事食の献立や
日々の食事の献立に取り入れ、召し
上がって頂いていました。
　最近、要望として一番多かったの
が、何か変わった物や美味しい物が
食べたいという御意見でした。
　そこで、新たに施設管理栄養士、
給食委託業者の栄養士等の調理ス
タッフで話し合い、以前は九州が中
心だった郷土料理を全国に広げ、提
供するようにしました。
　また、変わった献立については、
世界のグルメと題して、各国の代表
的な料理の提供をはじめました。
　美味しい物についても、外食気分
を味わって頂くため、洋食ランチや
中華ランチ等を月に１度召し上がっ
て頂くようにしました。
　利用者の反応は大変良く、皆さん
笑顔で召し上がり、食後には、海外
旅行の話に花が咲いている様子も伺
えました。
　郷土料理については、利用者から
特産物を教えて頂く事もあり、私た
ちも大変勉強になっています。洋食
ランチの日には、食べたい食事は施
設では出て来ない。と言われていた
利用者から、「合格！　美味しかっ
た！　ありがとう！」と、お褒めの
言葉を頂きました。
　今後も、利用者に喜んで頂ける食
事が提供できるよう、施設管理栄養
士をはじめ、委託業者の調理スタッ
フ一同、努力していきたいと思いま
す。

中華ランチ（春巻とエビチリ） 洋食ランチ（ポークステーキ）

春の松花堂弁当　 お刺身定食

岡山県の郷土料理
（バラ寿司・蒜山そばほか）

世界のグルメ：イタリア編
（白身魚のフリット）

沖縄県の郷土料理
（ジュウシ―・ラフテーほか）　

世界のグルメ：タイ編
（ガパオライス）

鹿児島県の郷土料理
（奄美の鶏飯・さつま揚げほか）

世界のグルメ：ハワイ編
（ロコモコ、アサイーボウル）

厚生連だより 大分 ５
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頸動脈エコー検査（検診）

厚生連だより 大分２ 厚生連だより 大分６

頸動脈… 脳に血液（酸素や栄養）を送る大切な血管で
す。左・右１対の動脈で、初めは１本の動脈
ですが、やがて２本に分かれて顔面、頭蓋内
を走行します。

頸動脈エコー検査…

偏った食生活や運動不足、喫煙などの生活習慣の乱れによって動脈硬化が起こります。超音
波で血管内を観察することで動脈硬化の程度を知り、生活習慣の改善や健康意識を持つこと
ができます。

エコー画像…
エコーでは血管壁の状態を観察します。動脈硬化によって厚くなった血管壁、こびりついた
プラーク（脂肪などの繊維など）や血栓などがないかを確認します。

検査が勧められるのは…
＊家族が心筋梗塞や脳梗塞など動脈硬化性の病気を起こしたことがある
＊喫煙・高血糖・高血圧・脂質異常症など、危険因子を持っている
＊50歳以上　の方々と言われています

外頸動脈 内頸動脈

総頸動脈分岐部

総頸動脈

なぜ診る？

ベッドに仰向けになり、左右の首に
ゼリーを塗りプローブを当てて検査
します。
検査時間はおよそ10～15分ほどです。
飲食などの制限はありません。

どう検査する？
超音波プローブ

内頸動脈 総頸動脈

正常血管 プラークを合併した血管
血管内が狭くなり血液の流れが悪くなります

血管腔内
膜
中
膜
複
合
体

基
準
値
は
1.0
㎜
以
下

厚生連健康管理センターではオプションで検査を行っています。
検査希望の方は問診時に追加をお申し出下さい。



ＪＡ大分厚生連のＳＤＧｓへの取り組み

６．人材育成

　生活に不可欠な「エッセンシャルワー
カー」としての役割を果たす公的医療機関の
スタッフとして、キャリアアップや資格取得
などを学び続けられる環境作りに取り組んで
います。
　また、シニアや障がい者、ひとり親の雇用
や専門職の育成にも力を注いで、未来を担う
人材の育成を積極的に行って参ります。
・従業員研修制度の充実
・教育実習生の受入
・資格取得や学会への参加費補助 ※BLS（Basic Life Support）心肺停止または呼吸停止に対する一時救命措置

看護体験実習

近隣中学生による
介護施設訪問学習

BLS※研修

看護技術研修

厚生連だより 大分 ７

季節のお弁当のご紹介
～食べることは「楽しみ」な時間でありたい～

　鶴見病院では入院している患者さんへ月に１度、季節の食材
を取り入れたお弁当を提供しています。患者さんが思わず笑顔
がこぼれるようなお弁当をこれからも提供していきます。

・天ぷら

・五目御飯

・お蕎麦のすまし汁

・春菊

・オレンジ

・サクラ大根

※お弁当を提供するすべての方に
　お手紙も添えています。



　６月に入り梅雨の時期となり

ました。ある調査では女性の約

６割が梅雨時期に不調を感じて

いるそうです。低気圧・気温の

寒暖差により「だるさ・偏頭

痛・肩こり」などがでてくると

のこと。梅雨の不調から夏バテ

に繋がってしまわないよう、自

身の生活習慣を見つめ直して解

消していきましょう。（Ｎ.Ｓ）

4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
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お
　
お
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た

受診者数総合計
3,584名
（うちJA 6名）

Ｊ Ａ べ っ ぷ 日 出
大 分 大 山 町 農 協
J A 下 郷

《４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

0
0
0
0
3
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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

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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強い運動を１回10～15回　２セット週２～３回をめざしましょう！

ご存知ですか？　
ロコモティブシンドローム（ロコモ）

いつまでも元気でいきいき暮らすために
～日頃から体を動かす習慣を～

めじろん元気アップ体操 ＜予防＞

　ロコモティブシンドローム（ロコモ）とは、運動器症候群のことで「運動器の障害」により要介護の状態や要介
護リスクの高い状態になることです。
　運動器とは、筋肉、腱、靭帯、骨、関節、神経などの身体運動に関わるいろいろな組織・器官のことです。
　高齢者は、これら運動器に様々な障害が合わさって、「立つ・歩く」などの移動する能力に支障をきたすように
なります。ロコモが進行すると、膝や腰が痛くて「立っていられなくなる」「長時間歩けない」「お風呂やトイレ
に一人で行けない」など生活に支障を来し、要介護状態となるリスクが高くなります。
　自ら動くことを心がけ、生活を活発化させることでロコモを予防しましょう。

　「おっくうだから」「疲れるから」と体を動かさないと運動機能の低下だけでなく、心臓や肺の機能、気持ちも
低下してきます。高齢になっても体を動かすことで生活は活発になり、運動機能、心身機能も改善します。意識し
て体を動かすようにしましょう！

歩けない・立ち上がりが困難（要支援・要介護状態）

筋力低下 神経活動低下 ・加齢性筋肉減少症 ・神経障害
関節軟骨↓ 椎間板↓ 脊柱管↓ ・変形性膝関節症 ・変形性腰椎症 ・脊柱管狭窄症

骨量↓
歩行機能の低下・転倒

・骨粗鬆症

生活不活発病予防の重視

病気
要介護 運動不足

活動量の減少

社会的・心理的
な老化

さらに活動量
の減少

健康状態
の悪化

悪循環

病気や
ロコモ予防

運動週間

活動量の
維持・向上

社会的・心理的な
老化予防

さらに生活
が活発化

心身の
状態の向上

好循環

好
循
環
の
生
活
へ

元気な高齢者はさらにいきいきと！！　要介護状態になった高齢者が再び元気になって自分らしい人生を送れるために

めじろん元気アップ体操
特　徴　○短時間で効果的なエクササイズを精選（よりすぐり）
　　　　○筋力トレーニング、バランス運動中心
　　　　○負荷はやや高め
　　　　○弱い運動・強い運動（身体状態により選択可）
　　　　○全てできない時には　ビッグ４を週２～３日実施の継続

足腰を鍛える
上半身を鍛える

バランス運動

運動量の目安：１～10を各５～10回　１～２セットを週２～３回
ステップ１
体力に自信がない方・
足腰の弱りが気になる方
・軽い運動で筋力アップ
　（ストレッチ
　　　→軽い運動→ストレッチ）

ステップ２
つまずきや転倒が気になる方
（立って運動できる）
・強い運動で筋力アップ
　（ストレッチ
　　　→強い運動→ストレッチ）

ステップ３
体力に自信がある方
・強い運動でさらに
　筋力アップ
　（ストレッチ
　　　→強い運動→ストレッチ）

関節痛
転倒・骨折


