
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2015 年の健康教室   



第 15回「脳心血管疾患予防 健康教室」(2015年 1月 7日 水曜日)

『認知症と食事』  栄養科  塩田由紀 （管理栄養士） 

◇認知症は、今後ますます増加し

ていくと予測されています。（左図）

私たちは、これをどうしたら予防

できるのでしょうか？緑茶を飲む

だけでも、ある程度の効果がある

ようですが、今回は主に食事（栄

養）の観点から考えてみました。 

◇認知症の危険因子は、高血圧（特に中年期から）・糖尿病・喫煙などです。 

◇食事では、塩分過多に注意をして（炭水化

物・脂質・たんぱく質・ビタミン・ミネラル・

食物繊維）の栄養バランスを大切にすること。 

【増やすと良い食品】：                  

緑黄色野菜・乳製品・大豆製品など 

【減らすと良い習慣】：               

米の食べ過ぎ・酒の飲み過ぎなど 

◇自分の「標準体重」を知りましょう！ 

「標準体重」＝身長×身長×22 （例）：身長が 175cm

の場合だと、1.75×1.75×22＝67.4（kg）になります。                   

◇認知症予防には“運動”・“禁煙”も重要です！

（ウォーキング等の軽い運動で、脳の認知機能が活性化） 

【本日のまとめ】：認知症の予防には、食事・運動・禁煙など生活習慣を見直し、

自分の「標準体重」を知って、自己管理をすることが大切です。 

＊栄養科では、「個人栄養指導」や「減塩調理実習」を行っています。（毎週第３木曜日、

14:00~16:00、予約の連絡は栄養科まで）＊エプロン持参で、ぜひご参加ください。 



第 16回「脳心血管疾患予防 健康教室」(2015年 1月 21日水曜日)

『脳卒中を予防しよう』    脳神経外科  藤村直子 

◇脳卒中とは、脳の血管が詰まったり破れたりする事に

よって、脳が障害を受ける病気で、2 割が全快、2 割が死

亡、6 割に後遺症が残ります。腦卒中は 65 歳以上の寝た

きりの原因の首位を占めます。発症後 10 年以内に約半数

が再発する事から、予防をする事が大切になります。 

◇高血圧は、脳卒中の最大の危険因子です。30 歳以上の

日本人男性の 60％、女性の 45％が高血圧と言われ、もし

も血圧を 4mmHg 低下できれば脳血管障害 15.7%,心疾患

13.7%の減少がみこまれます。 

◇“ヒートショック”に注意すること！     
急激な温度変化により身体が受ける影響のことをさし、交

通事故死亡者より“ヒートショック”での死亡の方が多い

というデータがあります。比較的暖かいリビングから冷たい浴室、脱衣室、トイレなど、

温度差の大きいところへ移動すると、身体が温度変化にさらされて“血圧が急変する”た

め、脳卒中や心筋梗塞などを引き起こすおそれがあります。全身浴より半身浴が負担は少

なく、また入浴前後にコップ一杯の水分（水・イオン飲料等）を補給するのも効果的です。 

チェック “ヒートショック”自己診断 ⇒（思い当たる人は、ここを注意して下さい！） 

 ・65 歳以上である。⇒（65 歳以上の脱衣室・浴室事故の 80%は冬に発生！） 

 ・高血圧・糖尿病・動脈硬化がある。⇒（減塩して野菜・果物を積極的に摂取） 

 ・肥満気味・睡眠無呼吸症候群・不整脈がある。⇒（BMI 25↑は肥満を是正） 

 ・自宅の浴室には、暖房設備はない。⇒（入浴前にシャワー給湯で温度上げる） 

 ・一番風呂に入ることが多い。⇒（浴室が寒いので、家族が入った後が良い） 

 ・熱い風呂が大好きである。⇒（41 度以上は心臓に負担、入浴温度 38～40 度） 

 ・お酒を飲んで、よく風呂に入る。⇒（入浴前に降圧剤・アルコールは避ける） 

【脳卒中を見分けるポイント】＝ 脳卒中は、FAST（速さ）が大切！                                       

①Ｆ=Face（顔）：顔つきが変ではないですか？②Ａ＝Arms（腕）：腕がしびれていません

か？③Ｓ＝Speech（話）：話し方はおかしくないですか？④Ｔ＝Time to call（電話する）：

⇒「異常があれば、脳卒中の疑いがあるのですぐに救急車を呼ぶ！」 

 

 

 

 

 

 

 



第 17回「脳心血管疾患予防 健康教室」(2015年 2月 4日水曜日）

『脂質異常症とは？』      循環器科部長  安増十三也 

◇脂質異常症とは、生活習慣病の一つであり、血液の中の脂

肪分の濃度（血清脂質値）が異常値を示す病気です。血清脂質

値が異常値を示しても、最初のうちは症状が現れません。しか

し、放っておくと血管が傷つけられて動脈硬化になり、さらに

狭心症・心筋梗塞・脳梗塞などに進展するおそれがあります。 

◇脂質異常症の原因 先天的な異常（「家族性高コレステロ

ール血症」など）のために脂質異常症になる方や甲状腺・副腎

の病気や腎臓・肝臓の病気、糖尿病などでも脂質異常症になる

ことがあります。しかし、多くの場合には食生活の乱れなど生

活環境的な要因が加わって発症します。 

◇脂質異常症の予防と治療 脂質にはコレステロール（Ｈ

ＤＬコレステロール、ＬＤＬコレステロール）や中性脂肪など

があります。最近では食事の欧米化や運動不足により脂質異常

症患者が激増しています。食生活を改善して野菜・海藻類を摂

ると血清脂質値が減少して動脈硬化を抑制する方向に働きます。加えて、積極的に運動に

取り組むことは、脂質異常対策として大きな意味があります。一般的には一日に約 300～

400kcalを運動で消費するのが最適と言われています。食事療法と運動療法を３～６ヶ月続

けても効果のない時には薬物療法の開始を検討します。（下表 参考） 



第 18回「脳心血管疾患予防 健康教室」(2015年 2月 18日水曜日） 

『大動脈瘤に対するＩＶＲ治療』  放射線科  赤司一義    

◇ＩＶＲ(Inter Ventional  Radiology）治療とは？：「種々の放射

線診断技術を応用した疾患の治療法」で、患者さんにやさしい最先端の治

療法のひとつです。 

①大動脈瘤とは、どんな病気ですか？：大動脈の一部が動脈硬化など

の原因で弱くなり、こぶのように膨らんだものが大動脈瘤です。 

②どのような人が、大動脈瘤になりやすいですか？：大動脈瘤は、

高齢者に多く、男性は女性に比べて４倍多く発生します。喫煙・動脈硬化

症・心臓病・高血圧は重要な発症リスクです。家族に大動脈瘤の人がいる

場合も発症リスクは高くなります。また大動脈瘤の発症は、メタボリック

シンドローム（内臓脂肪症候群）とも関連しています。 

③大動脈瘤の治療法は？：大動脈瘤が小さい場合には、治療せずにＣ

Ｔなどの定期検査を受けながら経過観察します。大動脈瘤が一定の大きさ

（一般に 5cm 以上）になった場合、あるいは急速に大きくなった場合には、治療を行うことになります。 

④ステントグラフト留置術とはどのような治療ですか？：

ステントグラフトは、人工血管にステントというバネ状の金属を取

り付けたもので、これを圧縮してカテーテルの中に収納して使用し

ます。大動脈瘤は切除されず残っていますが、瘤内の血流が少なく

なって次第に小さくなります。瘤が縮小しなくても拡大を阻止でき

れば破裂する危険は回避できます。ステントグラフト留置術は、外

科手術のように胸やお腹を切開せずに、血管内の操作だけで大動脈

瘤の部位にステントグラフトを挿入する方法ですから、身体の負担が少なく治療時間・入院期間も短く

てすむことが特長です。通常、治療時間は３～４時間、入院期間は１～２週間で、退院後速やかに日常

生活に戻ることができます。 

⑤ステントグラフト留置術の危険性は？：ステントグラフト留置術は、外科手術に比べると局所麻

酔で行うことも可能で、また治療中の出血も少ないという優れた治療法です。しかし、頻度は低いので

すが血管の損傷や瘤の破裂などの、合併症が起こる可能性があります。このような合併症をできるだけ

少なくし、ステントグラフト留置術が安全に行われるように、ステントグラフト留置術に関する専門的

な知識と技術を有する認定された専門の医師のみが治療にあたるように定められています。       

◆済生会八幡総合病院では、最新鋭・最先端の高度医療機器を積極的に導入しています。 
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第 20回「脳心血管疾患予防 健康教室」(2015年 3月 18日水曜日） 

『高脂質血症治療薬について』   薬剤科  泉谷幸男（薬剤師）    

◇【薬物療法をはじめるにあたって】 

●脂質異常症には、“コレステロール”や“ト

リグリセリド”(中性脂肪) が関与していま

すが、これらの値が高いと脂質異常症とな

ります。脂質異常症の基本的な治療は、“悪

玉コレステロール：LDL”を減らし、“善

玉コレステロール：HDL”を増やすように

することです。（「LDL↓、HDL↑」） 

●“どうしても生活習慣が改善できない人”や、“生活習慣を改善しても血中脂質の数字が高いまま下が

らないとき”には、薬物療法も行うことになります。一般の脂質異常症の場合には、食事療法を３～６

ヶ月ぐらい続けてもコレステロール値や中性脂肪値が下がらないとき、薬物療法に入ります。 

◇【薬物療法をはじめてからの注意】 

●薬を飲み始めると、それに頼って暴飲暴

食などをしてしまう人がいますが、生活習

慣の改善・食事療法・運動療法等を行うこ

との効果は、コレステロールの合成や処理

のシステムを調節し、正しい状態に戻そう

とするものです。だから、それらは薬を始

めても、基本として続ける必要があります。

薬を飲んでいるからと安心せずに、根気よ

く自己管理を続けて、長い時間をかけて、

じっくりとつき合う覚悟が大切です。 

●≪薬剤師からのお願い≫● 

• お薬手帳を持ちましょう。 

• お薬手帳はひとり１冊に情報をまとめましょう。 

• 医療機関にかかる際は必ずお薬手帳を提示しましょう。 

• 何か異常を感じたら、医療機関にお問い合わせください。 
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•口を大きく（開ける、閉じる） 

•口を（すぼめる、横にひく） 
口の体操 

•頬を（ふくらます、すぼめる） 頬の体操 

•舌を（出す、引っ込める） 

•口の両端に触れる、口唇に沿ってなめる 
舌の体操 

発声訓練 音読・カラオケなどが有効！ 

第 21回「脳心血管疾患予防 健康教室」(2015年 4月 15日水曜日） 

『言語障害とは』 リハビリテーション技術科  山田宏明（言語聴覚士）    

◇【言語聴覚士って何？】 

●言語聴覚士は、英語では ST(Speech-Language-Hearing Therapist)

と呼ばれ、言葉によるコミュニケーションに問題がある方に専門的サー

ビスを提供し、自分らしい生活を構築できるよう支援する専門職です。

（摂食・嚥下の問題にも専門的に対応します。） 

●言葉の障害は、腦の言語機能中枢【言語野】の障害（脳血管障害・脳腫瘍など）や声帯ポリープなど

さまざまな原因でおこります。不明瞭な発音や不自然な声は聞き取りにくく、話し言葉によるコミュニ

ケーションに影響を及ぼします。 

●失語症（aphasia）とは・・・構音障害、神経、筋の損傷などによって、

「聞く」「話す」「読む」「書く」といった言葉に関わる機能が障害され

た状態です。⇒脳の言語機能が障害されると、円滑なコミュニケーショ

ンや学習、仕事の遂行などに影響を及ぼします。 

◇【本日、覚えて欲しいこと】 

●それまでは何ともなかったのに、急に“言葉が出てこない”、“意味のわからない言葉をしゃべってい

る”、“発音がおかしい”、“ろれつがまわらない”といった症状があれば⇒≪病院に急ぎましょう！≫

⇒脳梗塞・脳出血が原因かもしれません！ 

●ワンポイント・トレーニング● ≪口の衰えを予防しましょう！≫ 

 

 

 

＊次回の「脳心血管疾患予防 健康教室」は、5 月 20 日の予定です。 
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第 22回「脳心血管疾患予防 健康教室」(2015年 5月 20日水曜日） 

『脱水予防について』 看護部  月俣夏織（看護師） 

●「脱水」って何？・・・「水分と電解質が失われた状態」をいいます。「脱水」

になると、≪脳梗塞≫などになりやすくなるので注意が必要です。 

●どんな時に「脱水」になるの？・・・①（供給不足）：飲料・食糧が足りない。   

②（喪失過剰）：発汗が多い・下痢が続く・嘔吐など 

●どんな症状が出るの？・・・（水分の喪失）⇒血圧低下・集中力低下・食欲不

振（電解質の喪失）⇒足のつり・脱力・しびれ、など。 

●高齢者は脱水になりやすい・・・身体に占める水分の割合は、幼児が約７

０％、成人は約６０％ですが、高齢者では約５０％、つまり約半分しかありま

せん。 そのため、少しの水分不足でも調整がうまくできずに「脱水状態」

になりやすいのです。他にも、のどの渇きを感じにくく、食欲が減退して水

分摂取が低下傾向にあります。⇒（水分を摂りましょう）脱水を予防するた

めには、「１日に約１５００ml以上」の水分摂取が必要とされます。●経口補水液（ＯＳ－１）や、スポーツドリンク等も

効果的です！ 

◇【脱水状態のチェックをしてみましょう！】・・・ YES が多いと注意！・脱水状態の可能性あり！ 

項目 YES NO 

・舌や口の中が乾燥している。   

・痰がからんだ咳をくりかえす。   

・皮膚が乾燥している・ハリを失っている。   

・爪を押すと、色がピンク色に戻るのに 2秒以上かかる。   

・手足が冷たい。   

・体重が減っている。   

・血圧が低い。   

・脈が速い。   

・体温が高い。   

・脇の下に汗をかかない。   

●水分摂取のポイント：①発汗量に合わせて、水分をこまめに摂る。 ②就寝前や目覚めにコップ一杯の水を飲む。

③冷たいものより常温の水が良い。 ④コーヒー・緑茶より、カフェインの少ない麦茶などがおすすめ！ 



第 23回「脳心血管疾患予防 健康教室」(2015年 6月 3日水曜日） 

『家庭でもできる栄養管理（嚥下食）』 栄養科  塩田由紀（管理栄養士） 

●「誤嚥」について・・・≪食べ物を飲み込む動作≫を「嚥下」といい、この動

作が正しく働かないことを「嚥下障害」、食べ物や飲み物などが誤って気管

や気管支に入ることを「誤嚥」と言います。これは食後の姿勢にも関連し、

“食事形態”にも大きく関係しています。 

●「誤嚥性肺炎」って？・・・食物やだ液などが誤って気管・肺に入り、細菌が

繁殖することによっておきる肺炎です。高齢者の肺炎の７０％以上が「誤嚥」

に関係していると言われています。「口腔ケア」は、これを防ぐためにも必

要です。 

●口から食べることは、とても大切です！・・・老化による摂食・嚥下機能の

低下（咀嚼力・筋力の低下、だ液の減少）等により、口から食事ができなくな

ると“腸が使われない状態”になります。腸は身体の中で免疫を活性化する

最大の組織なので、免疫機能が低下して感染症にかかりやすくなります。 

●高齢者でも食べやすい食事とは？・・では、嚥下機能が弱った高齢者でも、食べやすくて「誤嚥」を防止する

“食事形態”とは、どのようなものでしょうか？⇒（嚥下食） 

◇【嚥下食】とは・・・ 食物の形態を変えて食べやすくしたり、飲み込みやすく工

夫したものをいいます。また、水分などでむせ易い場合には増粘剤（右写真）などで、

「とろみ」をつけたり、ゼリー状に固めることにより、誤嚥の防止になります。家庭で

も、工夫すれば十分に「嚥下食」を作ることができますし、すでに出来上がった既製

品を利用する方法もあります。 

 

 

 

 

＊最後に、日本では今後ますます高齢化が進むと予測されていますが、いくつになっても安心・安全な食事

をおいしく頂き、元気に過ごして頂きたいと願っています。 



第 25回「脳心血管疾患予防 健康教室」(2015年 7月 1日水曜日）

『心不全の栄養管理』  循環器内科  岡本和彦     

●心不全になると、太っている方が“予後”が良い？（ＡＨＡ：

アメリカ心臓協会の提案）どんな食材を食べれば良いか？・・・野菜・

果物・魚（ＥＰＡ＋ＤＨＡ）・大豆タンパク・ファイトケミカル（フラボ

ノイド・硫黄含有混合物）＆減塩など 

●トランス脂肪酸について：脂肪酸には飽和

脂肪酸と不飽和脂肪酸があり、不飽和脂肪酸にはシス型とトランス型がある。トラン

ス型の二重結合を持つ脂肪酸をトランス脂肪酸とよんでいる。⇒（マーガリン・シ

ョートニング）・・・トランス脂肪酸は、多く摂取すると動脈硬化などを引き

起こすリスクが増すとの研究結果 がある。米食品医薬品局（FDA）は、食

用油などに含まれ肥満や心臓病との関連が指摘されるトランス脂肪酸を、

2018 年 6 月までに食品添加物から 全廃すると発表した。蟻は人間よりも賢

い？（ 蟻に、これらを与えても食品と認識されてないという実験があるが、

人間は子どもにも与えて食べさせている。） 

●効果の期待できるサプリメント：コエンザイムＱ10(ATP 産生に不可

欠な補酵素で、抗酸化作用を持つフリーラジカルスカベンジャー)特に、ミト

コンドリアの豊富な臓器（心臓・脳・肝臓）は、より多くのコエンザイムＱ10 を必要とする。その欠乏

レベルは、心不全の重症度に相関するとされる。 

●自分なりの健康スタイルを確立させること：そもそも“動脈硬化”は、ライフスタイルに起因

する現代病なのだろうか？４０００年前のミイラ１３７体の全身をＣＴ

スキャンで調べた研究結果は、狩猟生活など民族や文化の異なる集団で

“動脈硬化”が一般的に認められた。⇒“動脈硬化”は、ヒトに備わる

不可避的な変化であり、生活習慣を変えても完全には止めることができ

ない。既存の理論にこだわらずに、自分の健康スタイルを確立させた方

が良いと思われる。 

●本日の講義：「適正体重・心不全の栄養管理」のまとめ● 

○どんな食材が良いか？ ⇒カロリーだけでなく“栄養の質”が大切である！ 

○早期の介入 ⇒栄養管理は早期からの介入が望ましい。 

○サプリメント ⇒効果の期待できるサプリもある。（コエンザイムＱ10 など） 

 



 

 

第 29回「脳心血管疾患予防 健康教室」(2015年 9月 2日水曜日) 

『認知症の特徴と作業療法士の関わり』リハビリテーション技術科 野元 祐    

●“作業療法”とは？：（Occupational Therapy）作業療法とは、身体・

精神に障害のある者、またはそれが予測される者に対して、その主体的な生

活の獲得を図るため、諸機能の回復・維持および開発を促す作業活動を用い

て行う治療、訓練、指導および援助することをいいます。 

●“認知症”とは？：「通常、慢性あるいは進行性の脳疾患などによって

生じる記憶、思考、見当識、理解、学習、言語、判断等多数の高次脳機能障

害からなる症候群」であるとされています。 

●“認知症”に対するケア：“相手のおかれた状況”を理解する。

⇒認知症の中核的な症状となる認知障害と、それによって生じる生活

障害や自己認識の困難さ、認知症の行動や心理状況（周辺症状）の特

性について理解すること。また、どのような人生を送ってきたのかと

いう“その人に関する事柄”を知ることも大切になってきます。 

●家族や周囲へのケア：・“介護保険サービス”の利用。・医療機関

への相談：⇒かかりつけの病院や“物忘れ外来”の利用など。 

●“認知症”におけるリハビリテーション（非薬物療法）：現実見当識訓練：（日時・曜日・場

所などの確認作業）・回想法：（懐かしい物・懐かしい写真などを用いて思い出を話し合う。・作業活動：

（手芸・工芸などの創作、生活動作を通して機能低下を予防する。・学習療法：（音読・計算を中心とす

るものを用いて、コミュニケーションを取りながら行う）・その他：音楽療法：（音楽を聴いて、心身と

もにリラックスし、不安やストレスを軽減する）・バリデーション療法：（騒いだり、徘徊したりする事

にも“意味がある”として捉えて患者の歩んできた人生に照らして考えたり、共に行動したりする） 

●“認知症”の予防：・運動療法：（起きる・歩くなどの基本動作や筋力増強など体力や持久力低下を

防ぐ）・デュアルタスクトレーニング：（２つの課題を同時に行う事、“ながら行動”とも言われる）    

●本日の講義：「認知症の特徴と作業療法士の関わり」のまとめ● 

○認知症に対するケア ⇒“相手のおかれた状況”、“その人に関する事柄”を知る 

○リハビリテーション ⇒現実見当識訓練・回想法・作業活動・学習療法など 

○認知症予防として ⇒運動療法・デュアルタスクトレーニングなど 

 



 

•高血圧 ・脂質異常症 ・高血糖 ・喫煙 心不全の危険因子 

•倦怠感 ・息切れ、呼吸困難 ・浮腫 心不全の症状 

•塩分7g/日  ・飲み過ぎ注意！ ・禁煙 注意すること 

毎日のチェック ・（体重測定）+（むくみのチェック） 

第 30回「脳心血管疾患予防 健康教室」(2015年 9月 16日水曜日）

『心不全と生活指導』  看護師  松本 恵     

●心蔵病の危険因子は？：（高血圧・脂質異常症・高血糖・喫煙）   

高血圧：血圧が高いと動脈が痛みやすく、心臓が疲れやすくなります。

脂質異常症：コレステロール・中性脂肪は動脈硬化と深く関係。    

高血糖：糖尿病と診断されていなくても、血糖値が高い場合は要注意！

喫煙：タバコを吸うと血圧が上がり、脈拍が増えて心臓に負担がかかる。 

●心不全とは、どんな病気？：（心臓が弱ってポンプとしての働

きが不十分になり、全身に血液を送り出せない状態になること）  

症状として、≪倦怠感・息切れ・呼吸不全・浮腫≫などがあります。 

●心不全を悪くする要因：（内服の不徹底・過活動・疲れ・ストレス・

感染・塩分や水分の摂り過ぎなど)日常生活で、「悪化のきっかけ」を作

らないよう気をつける事が大切です 

●心不全では、どんな事に気をつけたらいいの？：“食事”は、

塩分・水分の摂り過ぎに注意する。「一日の塩分は 7g 以下」を目安に、

特に飲酒では、ビールなら 500ml、日本酒は 1 合、焼酎では 0.6 合までを心がけましょう。そして、タ

バコを吸わないこと、「禁煙する」ことです。 

●心不全のチェックはどうしたらいいの？：（毎日、体重測定をする）+（むくみのチェック）    

※体重測定したら、体重が１週間に２～３ｋｇも増えた。※足にむくみが出てきた。・・・このような症

状があれば、病院に連絡してご相談ください。 

●本日の講義：「心不全と生活指導」のまとめ●  

 

 



第 31回「脳心血管疾患予防 健康教室」(2015年 10月 14日水曜日）

『糖尿病と食事』  栄養科  古賀明徳    

●脳心血管障害と糖尿病の関係：近年、生活環境の変化とともに脳梗

塞、心筋梗塞、それに糖尿病などの発症率が増加しています。これらには

何か関係があるのでしょうか？40～60 歳の男女約３万６千人を対象とし

た厚生労働省のある調査では、糖尿病の人とそうでない人を比較したとき、

脳梗塞の発症リスクは、男性で 2.22 倍、女性で 3.63 倍というデータがあ

ります。糖尿病には、もちろん食事の内容が大きく関係しています。 

●食事療法の基本：食事療法の基

本として（①適正なエネルギー量の食

事をとる ②バランスのとれた食事

内容であること ③規則的な食事習

慣を持つ）があります。①の適正なエ

ネルギー量は、身体状況や活動量、合

併症の有無によって異なります。 

（右上図：１ｋｇ当りのカロリー）これに標準体重をかけると、１日

の食事量(kcal)が出ます。②の食事内容では指示エネルギー量に対し

て、炭水化物 50～60％、脂質 20～30％、蛋白質 20％というバラン

スが大切になります。加えて食物繊維を摂ることも推奨されます。食

物繊維は、食物の胃から腸への移動をゆっくりさせ、消化・吸収を穏

やかにします。これが血糖値の上昇を抑えるとされています。 

●糖尿病治療の三本柱とは？：              

①食事 ②運動 ③薬物（糖尿病治療を自転車に例えると、食事

療法は後輪、運動療法は前輪に相当します。そして薬物療法は、

運動療法・食事療法の両輪で走れないときの補助輪といえるでし

ょう。これが大切な三本柱となります。）  

●人工甘味料について：甘い物を制限されている場合に、人工甘味料

を使用する場合がありますが、たくさん使うと腹痛や下痢を起こしたり、「甘味」に鈍感になり薄味では

物足りなくなる事があります。また腸内細菌を変化させ、耐糖能異常を引き起こす事もあるので注意が

必要です。※栄養科では、「個人栄養指導」や「減塩調理実習」を行っています。（毎週第２水曜日と第

３木曜日、14:00~16:00 に西棟２階で実施しています。） 

＊予約の連絡は、各科の外来または栄養科までお願いします。エプロン持参で、ぜひご参加ください。 



 

 

第 34回「脳心血管疾患予防 健康教室」(2015年 11 月 18日水曜日)   

『脳ドックのすすめ』       放射線科部長 赤司一義     

●“脳ドック”の検査って？：①MRI（磁気共鳴画像）検査：②MRA

（磁気共鳴血管撮影）検査：③頚部血管エコー検査（超音波断層検査）など

を行います。なお、心電図・血液検査・胸部 X 線検査も追加可能です。 

●“脳ドック”はどんな人が受けた方が良いの？：「脳卒中の家族歴

がある人」、「高血圧・糖尿病・脂質異常症・肥満・喫煙などの 

“危険因子を持っている人”」など

には、特に強くおすすめします。 

●“脳ドック”の対象となる

脳の病気って？：①“脳卒中”

（血管の病気）⇒これが大半です。     

⇒【右図を参照して下さい】 

②悪性腫瘍（癌）⇒これは稀です。 

●脳卒中の割合：①脳梗塞：80％ ②脳出血：20％（うち脳内出血

15％、SAH 5％） 

●“脳梗塞”って何？：血管が詰まって脳細胞が死滅してしまう病

気です。高血圧・糖尿病・脂質異常症・肥満・喫煙など、生活習慣病

が大きな原因と考えられます。⇒キチンと管理すれば、予防は可能！

⇒危険因子がある場合には、“脳ドックがおすすめ”です。 

●“脳ドック”で見つかる脳梗塞につながる異常とその検査：①無症候性脳梗塞・白質病変⇒MRI 検査 

②頚動脈狭窄・頭蓋内動脈狭窄⇒MRA 検査、頚部血管エコー検査 ③心房細動⇒心電図（ECG） 

   ●本日の講義：「脳ドックのすすめ」のまとめ● 

○脳の病気は・・・ ⇒“早期発見”できると、“いろいろな治療法”があります。 

○手遅れになると・・・ ⇒どうしようもありません。 

○その予防として・・・ ⇒脳ドックによる“早期発見”、“早期治療”をおすすめします。 

 



第 35回「脳心血管疾患予防 健康教室」(2015年 12月 2日水曜日)   

『エコノミークラス症候群』     臨床検査技師 森本景子    

●“エコノミークラス症候群”って何？：エコノミー症候群は、足の

静脈に血栓（血のかたまり）が出来て、その血栓の一部がはがれて移動し、

主に肺の血管に詰まって「肺血栓栓塞症」となって発症する事が多く、「深

部静脈血栓症」とも呼ばれる疾患です。ですから、飛行機のエコノミークラ

スだけでなく、ビジネスクラスでもファーストクラスでも発症するので「ロ

ングフライト血栓症」と言われる事もあります。また飛行機に限らず、オフ

ィスでのデスクワークなどでも足を長時間動かさない場合には発症する可

能性があります。 

●“エコノミークラス症候群”の症状は？：片方の足だけに「むくみ」

が出たり、足の皮膚の色などが変化した場合には注意が必要です。また、長

時間の旅行の際に胸が

痛い・動悸がする・呼吸

が苦しい・冷や汗が出る、

といった場合にも、エコ

ノミークラス症候群の

可能性が考えられます。 

●“エコノミークラス症候群”の診断は？：①血液検

査（血液ガス・D ダイマー検査など） ②心電図（ECG） ③超音波検査 ④造影 CT 検査などで、診断するこ

とができます。 

●“エコノミークラス症候群”の治療は？：①血液をさらさらにする治療（抗凝固療法）②血栓を溶かす

治療（血栓溶解療法）③カテーテル治療④外科治療（血栓摘出術）⑤下大静脈フィルター、などがあります。 

●“エコノミークラス症候群”になりやすい人は？： ①中高年の方 ②肥満の方 ③タバコを吸う方 

④糖尿病の方、などは特に注意が必要です。 

●“エコノミークラス症候群”の予防対策は？： 予防対策としては、①2～3 時間ごとに、足を動かす

（歩く）②水分を摂る ③飛行機などでは通路側に座る ④座ったまま、頻繁にカカトやつま先を上下させる 

⑤お酒やコーヒーなどは利尿作用があり、かえって脱水の原因になるので控えること、などがあります。 

    ●“エコノミークラス症候群”のまとめ● 

○症状は・・・ ⇒片側の“足のむくみ”、“足の色の変化”などに注意する！ 

○危険度の高い人は・・・ ⇒中高年・肥満・喫煙者・糖尿病の人などは、特に注意が必要！ 

○予防対策は・・・ ⇒できるだけ足を動かす・水分を摂る・お酒やコーヒーを控える等 

 



 

 

第 36回「脳心血管疾患予防 健康教室」(2015年 12 月 16日水曜日)

『心不全と薬物治療』        薬剤科  井上 智    

●“心不全”とは？：心臓は、血液を全身に送り出すポンプのような

働きをしています。心臓のポンプ機能が弱った状態が“心不全”です。 

●“心不全による症状”：“坂道・階段での息切れ”、“日中の尿量・

回数の減少”、“手足が冷たい感じ”、“全身の倦怠感”などの症状があり

ます。 

●“治療に用いられる薬”の種類とその作用：大別

すると、心臓の働きを強くする“強心薬”と、心臓の負担

を軽くする“利尿薬”、“血管拡張薬”、“心保護薬”な

どがあり、慢性心不全では薬物療法が主体になります。 

①強心薬：（ジギタリス製剤・β１刺戟薬・ＰＤＥⅢ阻害

薬など）心筋の収縮力を増し、うっ血を改善する。    

⇒（心臓を馬に例えると、鞭を入れるようなもの。）弱っ

た心臓に、さらに負担を強いるデメリットあり。 

②利尿薬：（ループ利尿薬・チアヂド系利尿薬・Ｋ保持性

利尿薬など）尿量増加により循環血液量を減らす。⇒（馬が引く積荷を軽くする。）低Ｋ血症・過度な

血圧低下・遅い時間の服用（尿意による不眠）などに注意！ 

③血管拡張薬：（硝酸薬・ＡＣＥ阻害薬・ＡＲＢなど）静脈の拡張により、心臓へ還流する血液量を減

らす。⇒（積荷を軽くし、坂の勾配を緩くする。）過度の血圧低下・血管拡張による頭痛・高Ｋ血症（手

足のしびれ・脱力感・吐き気・不整脈）などに注意！ 

④心保護薬：（ACE阻害薬・ＡＲＢ・β遮断薬など）⇒（速度を落として、馬を休ませる。）めまい・ふ

らつき・易疲労感などに注意！ 

●本日の講義：「心不全と薬物治療」のまとめ● 

○慢性心不全の治療は・・・ ⇒“薬物治療”が主体になります。 

○治療薬を大別すると・・・ ⇒①心臓の働きを強くする、②心臓の負担を減らす、の２通り。 

○症状が緩和されたあとも・・・ ⇒心臓を楽にさせるために、薬が必要なことがあります。 

 


