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脳卒中について

【はじめに】
　脳卒中とは、脳の血管の病気の総称であり、脳血

管障害ともいいます。この中には、脳梗塞、脳出血、

クモ膜下出血などが含まれます。脳梗塞は脳の血管

がつまる病気で、脳塞栓、脳血栓、ラクナ梗塞に分

かれます。

【主要死因別死亡率の年次推移】
　過去には脳卒中が日本人の死因の第１位でしたが、

治療法や検査法の進歩により死亡率は減少しました。

【脳卒中の型別死亡率】
　高血圧の治療が普及したため、脳出血の死亡率が

圧倒的に減少し、脳卒中全体の死亡率が下がりまし

た。しかし、脳梗塞やくも膜下出血の死亡率はあま

り変わりません。

　死亡率は減ったものの、脳卒中に罹る患者数は

減っていません。一旦脳卒中を生じると後遺症を残

すことが多いので、油断ができない病気であること

には変わりません。

【脳卒中の何が問題か】
○突然発症する・・・前ぶれがないことが多い

○後遺症が残る・・・脳細胞は再生されないことが

　　　　　　　　　　ほとんど

【脳卒中の種類と頻度】

【脳卒中の危険因子】
　生活習慣では ①大量飲酒 ②たばこ ③運動不足　

④肥満 が挙げられます。

①大量飲酒

　１日１合を越えてお酒を飲む人には、脳卒

中で死亡する人が多くなります。

②たばこ

　１日平均40本のたばこを吸う人は、吸わ

ない人に比べて４倍も脳卒中で死亡しやすい

です。

③運動不足

　運動が不足すると、食事で摂ったエネル

ギーを消費しきれず、肥満につながるばかり

か、糖尿病や高脂血症、高血圧も引き起こし

ます。

④肥　　満

　脳卒中の危険因子である高血圧や糖尿病の

原因になるため、間接的に脳卒中の危険因子

となります。

　症状・病気では、〈１〉高血圧　〈２〉高脂血症　

〈３〉糖尿病　〈４〉心臓病（心房細動）が挙げられます。

〈１〉高血圧

　血圧が上昇すると脳卒中にかかりやすくなっ

たり、死亡する人が多くなったりします。

〈２〉高脂血症

　脳卒中のうち、脳梗塞になりやすいです。

〈３〉糖尿病

　糖尿病の人では、脳卒中で死亡する率が正常

な人の２～３倍になります。

〈４〉心臓病（心房細動）

　心房細動（脈の乱れ）があると、心臓の中に

できた血のかたまりが血液の流れに乗っていき、

脳の血管で詰まって、脳梗塞の原因となります。
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主要死因別死亡率の年次推移

大分県厚生連鶴見病院　副院長　脳神経外科　加　賀　明　彦
か が あき ひこ 【脳梗塞の予防】

　危険因子の管理が重要となり、特に①～⑤に挙げ

る項目が重要です。

　治療が必要と判断されたら、勝手に中断せず継続

してください。

　①血　　圧・・・・・・・・・・・・・降圧薬

　②糖　尿　病・・・・血糖降下薬、インシュリン

　③高脂血症・・・・・・・・・・抗高脂血症薬

　④禁　　煙

　⑤飲酒を控える

【脳梗塞急性期の治療】
　脳梗塞急性期の治療として下記の方法があります。

　①血栓溶解療法（詰まった血管を再開通させる）

　②抗凝固療法　　　（血液を固まりにくくする）

　③抗血小板療法　　　（血液をさらさらにする）

　④脳保護薬　　　　　　　（脳を虚血から守る）

○血栓溶解療法
　血管の中に詰まった血液を溶かす療法で、米

国では1996年に認可されました。日本では、

2005年にアルテプラーゼというお薬が認可さ

れ、発症３時間以内の脳梗塞に投与可能となり

ました。そして2012年に発症4.5時間まで延

長されました。日本で行った試験では、約

37％の人がほとんど障害のない状態で回復し

ています。

～適　応～
①発症４時間30分以内
②症状の急速な改善がない
③軽症（失調、感覚障害、構音障害、
　軽度の麻痺のみを呈する）ではない

～禁　忌～
①非外傷性頭蓋内出血の既往
②重篤な外傷の既往がある場合
③出血傾向
④ＣＴで早期虚血性変化が見られる等

～受けるためには～
○できるだけ早く受診を
　（発症後３時間30分以内）
○家族も一緒に来院する

【脳梗塞慢性期の治療】

①抗血小板療法・抗凝固療法

　最近、新しい薬が開発され、食事の制限を

しなくてもいいものもあります。

②頸動脈内膜剥離術（ＣＥＡ）

　首の血管が細くなっている場合手術で広げ

ます。

③頚動脈ステント留置術（ＣＡＳ）

　細くなった首の血管をステントで広げます。

【終わりに】
　脳卒中に一旦罹ると後遺症を残してしまい、不自

由な生活を強いられます。しかし、これは危険因子

の治療をすることで予防することができますし、発

症後でも早期に治療を開始すれば、症状を改善させ

られる可能性があります。上記のことをぜひ留意し

ていただき、脳卒中の予防、治療を行っていただけ

ればと思います。
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【脳梗塞の予防】
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　②抗凝固療法　　　（血液を固まりにくくする）

　③抗血小板療法　　　（血液をさらさらにする）

　④脳保護薬　　　　　　　（脳を虚血から守る）
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ています。

～適　応～
①発症４時間30分以内
②症状の急速な改善がない
③軽症（失調、感覚障害、構音障害、
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～禁　忌～
①非外傷性頭蓋内出血の既往
②重篤な外傷の既往がある場合
③出血傾向
④ＣＴで早期虚血性変化が見られる等

～受けるためには～
○できるだけ早く受診を
　（発症後３時間30分以内）
○家族も一緒に来院する

【脳梗塞慢性期の治療】

①抗血小板療法・抗凝固療法

　最近、新しい薬が開発され、食事の制限を

しなくてもいいものもあります。

②頸動脈内膜剥離術（ＣＥＡ）

　首の血管が細くなっている場合手術で広げ

ます。

③頚動脈ステント留置術（ＣＡＳ）

　細くなった首の血管をステントで広げます。

【終わりに】
　脳卒中に一旦罹ると後遺症を残してしまい、不自

由な生活を強いられます。しかし、これは危険因子

の治療をすることで予防することができますし、発

症後でも早期に治療を開始すれば、症状を改善させ

られる可能性があります。上記のことをぜひ留意し

ていただき、脳卒中の予防、治療を行っていただけ

ればと思います。
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厚生連だより 大分 ５

第35回 大分県厚生連ＯＢ会の開催
～24名のＯＢが出席～

　11月８日、別府パストラルにて第35回厚生連OB会を開催しました。今回のOB会では厚生連

を長年にわたり支えた24名のOBの方々が参加。総会では髙田理事長より情勢報告が行われ、

昨年度の活動報告や今年度の活動方針が承認されました。その後、新OB会長となった土谷礼一

会長よりあいさつが行われました。

　記念写真撮影の後に行われた懇親会では、久しぶりに会う懐かしい顔に会話がはずみ、思い出

話などで楽しいひと時を過ごし、盛会裏に終了しました。

理事長による情勢報告総会の様子

余興で踊るOBの方々懇親会の様子



厚生連だより 大分６

文化祭開催！！

大分県厚生連
介護老人保健施設

　11月１日より１ヵ月の間、毎年恒例の文化祭作品展を開催しました。
　今年の作品ですが、通所者については習字や荷紐で編んだティッシュケースや貼り絵が展
示され、入所者については秋を感じる飾りや塗り絵が展示されました。完成度の高い作品が
展示され、どれも力作ぞろいで、文化祭を華やかに飾りました。

作品展示の様子

ティッシュボックスで作成した展示品

色とりどりのもみじ



まずは、お電話で、ご相談の予約日を決めさせて頂きます。

● こんな時はがん相談支援センターにご相談ください！

● ご利用案内

１．がん相談支援センター受付は、鶴見病院本館１階　正面玄関を入って左手、総合受付内の
患者相談受付にお申し出ください。

２．がん相談支援センターの担当者が内容を伺い、相談内容に応じて看護師、または医療ソー
シャルワーカーが相談室でご相談を承ります。

３．心のつらさに関しては、臨床心理士がお話しを伺います。但し、十分にお話しを伺うため
別の日に相談時間を予約させていただくことがあります。

　がんのことやがんの治療について知りたい、今後の療養や生活のことが心配など、がんにつ
いての質問や相談に、当院がかかりつけでない患者さんやご家族からのご相談も無料で対応し
ています。また、お電話での相談も可能です。

☆がんについて知りたい・・・
　がんに関する情報はとても多く、自分の状況に合ったもの、自分にとって役立つものを見
つけるのは大変です。信頼できる情報源をもとに分かりやすく説明したり、無料の冊子をは
じめ、様々な資料を紹介します。

☆生活や経済的なことで心配がある・・・
　治療を受けていく中で、仕事や家事、育児などの生活や医療費・生活費等の経済的なこと
で心配になったり困ったりすることがあるかも知れません。
　活用できる制度を紹介し、手続きの申請支援を行います。

☆治療について理解して納得したい・・・
　いくつかの選択肢を示されても、主治医が説明したことの内容が理解できなければ、納得
のいく治療法を選ぶことは困難です。医学情報を一緒に整理し、理解できるよう支援します。
　また、これからの治療法について、主治医とは違う医療機関の医師に意見を求める（セカ
ンドオピニオン）ことで、納得のいく治療法を選択することもできます。

☆悩みを誰かに聞いてほしい・・・
　つらい気持ちを家族や友人に打ち明けられない、あるいは一人で考え込んでしまっている
方には、まずつらい気持ちや不安、悩みについてお話を伺います。相談内容に応じて、看護
師や臨床心理士が対応する場合もあります。
　気持ちが少し落ち着いてきたら、これからの治療や生活について、どうすればよいかとい
うことも一緒に考えていきます。

受付時間：９:00～16:30（月曜日～金曜日）
連　絡　先：がん相談支援センター（地域連携センター）
Ｔ　Ｅ　Ｌ：0977-23-7208
相談費用：無　料

～ がん相談支援センターのご紹介 ～

厚生連だより 大分 ７



　12月になりました。
今年もあと１ヶ月とな
り時が経つのは早いな

としみじみ感じております。年
末で仕事はもちろん忘年会もあ
り忙しくなるかと思いますが、
今年一年を振り返り、残りの日
を充実した毎日にしていきま
しょう。
　また、来年も厚生連だよりを
よろしくお願いします。（S.T）
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受診者数総合計 5,306名
（うちJA 1,143名）
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《10月健診》
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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/

鶴見病院 しおはま診療所
12 月 28 日㈯ 11 時まで
 1 月 6 日㈪ ８ 時より

12 月 27 日㈮ 16 時30分まで
 1 月 6 日㈪ ９ 時より　　  

人権の
おはなし

とはブ ラ ハ ラ
　「ブラッドタイプハラスメント」の略です。血液型を
意味する「ブラッドタイプ」による嫌がらせで、主に
日本含むアジアでは血液型（ABO式血液型）による
様々な分類が行われており、血液型で性格を決め付け
たり、差別されるなどの危険性が指摘されています。
　ブラハラは、血液型と性格の関連性を信じる一部の人々によって引
き起こされます。血液型性格分類には科学的根拠が全く無いにもかか
わらず、当たっていると感じる人が多い理由として、以下のことが挙
げられています。

○バーナム効果：誰にでも当てはまるような曖昧で一般的な性格をあ
らわす記述（他人から好かれたいと思っているな
ど）を、自分だけに当てはまる正確なものだと誤解
してしまう現象

○確証バイアス：自分の信念を裏付ける記述のみを重視し、それに反
する情報を軽視してしまうという現象

○予言の自己成就：根拠のない記述であっても、それを信じて行動する
とその記述通りの結果が生じてしまうという現象

　このため、加害者には相手を不快や不安な状態にさせる意図はなく、
無意識のうちにブラハラを行っている場合もあります。

年末年始の診療時間のお知らせ


