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油断大敵！脂質異常症

　新年明けましておめでとうございます。

　昨年の、本当に短い夏と、秋につづいて急に訪れた冬のように感
じる昨今です。都心では54年ぶりの11月の降雪、さらに雪が積もる
のも観測史上初めてとのこと。とても寒々とした年末年始になりま
したが、私達をとりまく情勢もかなり寒々としたものを感じます。

　❖インフルエンザ：H.27年度は1月中旬に流行期に入りましたが、
今冬は11月下旬に流行期（定点あたり1.38）で、極めて早期からの流行となっています。

　❖ノロウイルスなどの感染性胃腸炎：例年10月頃より増加して12月頃ピークを迎え、3月
頃まで流行しますが、今冬は関東で11月24日に警報（定点あたり20以上）が出されまし
た。インフルエンザとともに、大いに感染予防に留意しなければならないこの冬です。

　❖国民医療費と高齢者医療：国民医療費は前年より1.5兆円増えて、H.27年度には41.5兆

円に膨らんでいます。主な原因は、高齢者人口の増加および高齢化の進展と、ロボット
手術や高額薬剤オプジーボに代表される医療の高度化などがあげられます。国民所得

（H.25年362兆円）の内、11.1％が医療費に使われ、増加し続けています。このため厚労省は、
病床数の削減、高齢者の入院期間の短縮、一人当たり医療費の抑制、医療保険制度の見
直しなどを施策として推し進めています。医療費負担は今後も大きく国民の肩にかかっ
てくることになりそうです。

　❖認知症など：今日、軽度の者も含めると500万人が認知症で、社会的費用は14.5兆円
にのぼり、国民医療費の1/3を占めています。これからも人口の高齢化とともに増えてい
き、20年後には23兆円にもなると試算されています。

　ところで、最近高齢者が関与する事件、事故が多発しています。高齢者を含めて国民
の尊厳の保持、虐待防止、健康増進の取り組みとして、厚労省、医師会などの主導で「健
康日本21（世紀）」運動が推進されています。一日も早く、こうした活動が実を結ぶこと
を祈らずにはいられません。

年 頭 所 感

院長　上田　祐造

内科 医師　仙石 宣彦

表1　脂質異常症の診断基準（空腹時採血）
高LDLコレステロール血症 LDLコレステロール（LDL-C） 140mg/dl以上
低HDLコレステロール血症 HDLコレステロール（HDL-C） 40mg/dl未満
高トリグリセライド血症 トリグリセライド(TG、中性脂肪） 150mg/dl以上

　〈脂質異常症とは〉血中に含まれるコレステロールや中性脂肪が異常値を示す病態をい
います（表１）。元々、コレステロールも中性脂肪も体の機能を維持するためには欠かせ
ないものですが、それらの異常は動脈硬化の原因になります。LDLコレステロールは肝臓
から末梢組織にコレステロールを運搬していますが、高すぎると血管の壁に入り込み、動
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脈硬化を起こすため悪玉コレステロールと呼ばれています。一方HDLコレステロールは
血管から余分なコレステロールを除去する働きがあるため善玉コレステロールと言われ、
低すぎると動脈硬化の原因になります。また中性脂肪が高い場合も動脈硬化に関係します。
　〈脂質異常症の原因〉大部分は原発性脂質異常症といって、不適切な食習慣や運動不足
など、生活習慣上の問題に体質的要素が加わって発症します。なかには特定の遺伝子異
常による先天性の場合もあります。家族性高コレステロール血症がその代表で、通常よ
りも異常の程度が強く、動脈硬化のリスクが非常に高いのが特徴です。一方、他の内分泌・
代謝疾患、腎疾患、肝疾患等に伴うもの、あるいは薬が原因の場合もあり、それらを続
発性脂質異常症と呼んでいます。
　脂質異常症は先に述べたように、動脈硬化の主因の一つです。放置するといつの間に
か血管壁のコレステロールのかたまり（プラーク）が分厚くなり、血液の流れが悪くなっ
てきます。場合によってはそこに血栓が形成されて血管が完全に塞がれてしまうことも
あります。そのような状態で引き起こされる疾患には、狭心症・心筋梗塞などの心臓病、
脳梗塞、閉塞性動脈硬化症などがあり、いったん発症すると後遺症を残して生活の質が
著しく低下したり、場合によっては命取りになることも少なくありません。従って脂質
異常を治療する目的はこれらの怖い心血管疾患を未然に防ぐため、ということができます。
　〈脂質異常症の治療〉続発性の場合は原疾患の治療が優先され、また家族性高コレステ
ロール血症等で早期からの薬物治療を考慮すべき場合もあるため、初診時は原因を見極め
ることが大切です。しかし多くの場合、まずは生活習慣の修正から始めます。治療の目
標値は、心筋梗塞、狭心症、脳梗塞などの既往があればLDLコレステロールはより低値を
目指しますし、その他年齢、性別、喫煙の有無、糖尿病、高血圧等の既往の有無、家族歴、
などのリスクファクターにより、一人ひとり目標値を設定する必要があります。
　生活習慣修正で中心になるのは食事療法です（P.3参照）。肥満が認められる場合は、身
長（m）×身長（m）×22で計算される標準体重を目標に減量することが求められますが、
急な減量は望ましくなく、まず現体重の5％減を目指してください。
　生活習慣修正のもう一つの中心は運動療法です。運動療法には脂質改善の直接効果と
ともに、体力の維持・増加、ストレス解消、骨粗鬆症・がん・認知症などの予防等、様々
な好ましい効果があることがわかっています。食事療法と並行
して行えば相乗効果が期待できるため両者を継続して行うこと
が肝心です。運動の種類としてはウォーキング、軽いジョギン
グ、自転車、水泳などの有酸素運動が最適で、運動の強さは脈
拍が110～120/分くらいになる、ややきついが続けられる程度が目安です。1日2回、１
回15分以上毎日続けることが理想ですが無理はせず、少なめでも継続することが大切で
す。注意点としては、体調の悪いときはやめる、食直後や早朝は避ける、準備運動をする、
暑い日は充分に水分補給、逆に気温の低いときは服装に気をつける、猛暑・厳冬期は外
の運動は控える、など。また現在治療中の病気がある場合は主治医と相談してください。
　生活習慣の修正で改善が不十分の場合に薬物治療の適応となります。冠動脈疾患（狭心
症、心筋梗塞など）既往を持つ、他の動脈硬化リスクをたくさん持つ、家族性高コレス
テロール血症と診断された、等の場合は診断時から薬物治療を始めることが多いのです
が、並行して生活習慣修正に取り組むべきであることは言うまでもありません。薬の種
類としてはコレステロールを下げる目的ではスタチン系やエゼチミブ、中性脂肪を下げ
るためにはフィブラート系がよく用いられますが、状況に応じて他の薬剤も考慮されます。
　脂質異常症はこれまで述べたように、症状がないからといって油断のできない厄介な
疾患です。皆さんもまず現状を把握し、状況に応じた最善の対応は何かを医療関係者と
ともに考えてください。
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　4月に、居宅支援事業所くじば　坂本ケアマネジャーによる「認知症の方への接し
方や対応」についての講演を予定しております。詳細は後日、院内掲示やホームページ
等でお知らせいたします。参加費無料、予約不要ですので、お気軽にお越しください。

＜次回のご案内＞

血中脂質を上げない食事の工夫

野菜や海藻類、きのこはたっぷり食べましょう
これらに含まれる食物繊維は低エネルギーなうえ、コレステロールの吸収を緩やかにしてく
れます。

大豆製品は積極的に食べましょう
大豆に含まれるたんぱく質には、血中のコレステロール値を下げる働きがあります。

メインは肉より魚の回数を増やしましょう
魚に多く含まれる油（DHA、EPA）は血液の流れをスムーズにする働きがあります。

肉類は脂身が少ない部位を選びましょう
牛肉や豚肉は、赤身のひれ肉やもも肉を選び、鶏肉の場合は皮を取り除いて食べましょう。

調理法を変えてエネルギーを抑えましょう
「揚げる＞炒める＞煮る＞蒸す＞網焼き＞ゆでる」の順に調理法を変えることでエネルギー
はずいぶん抑えられます。

アルコールは適量を守りましょう
多量の飲酒は中性脂肪の増加につながります。
1日当たりの目安は、ビール　中ビン1本（500ml）、日本酒　1合（180ml）、
焼酎（25度）0.6合（約100ml）となります。

食事の基本は摂取エネルギー量を抑え、血中脂質の上昇を抑えてくれる食品をとることです。

できることから始めて、血中脂質を上げない食事を続けていきましょう！！

　10月13日、健康教室「そよかぜ教室」を開催しました。内科
の仙石医師が「油断大敵！脂質異常症」をテーマに、脂質（コレ
ステロールや中性脂肪など）が異常になる原因や、引き起こされる
病気、治療法などについて講演しました。血液中に余分な脂質が
多くなると、動脈硬化を起こしやすくなり、心筋梗塞や脳卒中など
のリスクが高くなります。脂質異常の予防や治療には、まずは生活習慣の改善です。食事面や飲酒、
喫煙などに気をつけ、無理のない程度に体を動かすなど、日々 の健康管理を心掛けましょう。

そ よ か ぜ 教 室
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2016年4月から制度の改正により、｢地域密着型通所介護｣
の事業所に変わりました。
今まで以上に、地域の皆様を大切にしたデイサービスを
目指していきます。

謹んで新春のお喜びを申し上げます。春の訪れが待ち遠しい毎日…今年も元気いっぱいのデイサー
ビスくじばをお届けします!!

デイサービスくじば

昨年、9月には敬老のお祝いを、10月は初の餃子パーティー！なかなかの好評でした。餃子を包む作業はいつの間
にか…手先のよい運動に!11月にはすき焼き鍋、そしておさかな解体ショー。今回は舟盛りにして頂きました!!

ひよこルームの子供たちとの交流もすっかり定着し、
今では子供たちの成長が楽しみに!!

毎月、季節に合わせての小物作りに加え、ボランティアの方に
よる楽しい切り貼り作業。こちらは三角折り紙による鶴とひょ
うたん。切る・折る・組み立てを作業分担しての大作です!!

見学、一日体験など、ご希望の方はお尋ねください。
（TEL 0865-63-1690）

地域包括ケアシステムとは 「地域包括ケア病床」とは
地域で生活する高齢者の住まい・医療・介護・
予防・生活を一体的に支援するためのシステ
ムです。高齢者が住み
慣れた地域でこれらの
サービスを継続して受
けるための施策です。

～ 療養病棟について ～
　これまで長期療養の方を対象としておりました療養病棟については、国が将来的にベット数の削減や廃止
を検討しており、当院もその流れを受け今回廃止することになりました。
なお、一般病棟はこれまでどおりの運営をいたします。

入室後60日の間に退院へ向けた支援を行い、
自宅や施設など入院前の環境への復帰を目指
します。自宅への退院が困難な方は、ケアハ
ウスや有料老人ホーム、グループホームなど
の居住施設、特別養護老人ホームなどの入所
へも向けていきます。

笠岡中央病院は　よりいっそう地域に根ざした医療を提供するため
地域包括ケア病床を中心とした病院に変わります。
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老人保健施設　くじば苑
敬　　　老　　　会

秋の味覚、
満載でした！

　9月１５日、くじば苑の１階ホールにて、くじば苑敬老会を開催しました。今回も平日に行った
ので、通所リハビリの利用者様も一緒に参加されました。
　今年も『マジックシンガーズ』の皆さんが来てくれました。歌や手品を披露してくださいました。
栄養課で調理をしてくださっている伏本さんが『日本舞踊』を披露してくださいました。

美 味 し い 物 特 集 お や つ レ ク

伏本さんは、趣味で日本舞踊を、5～
6年前よりされているそうです。皆さ
ん、素敵な衣裳と踊りに見入っていま
した。

平日にも関わらず、たくさんの御家族様も来
てくださいました。楽しいひと時を過ごしま
した。
これからも皆さんが、元気で過ごしていける
よう、お手伝いしていきたいと思っています。

ふるさとや上を向いて歩こうな
ど、馴染みの曲を、たくさん披
露してくれました。一つ一つのマ
ジックに、皆さん興味津 ！々楽し
まれていました。

今年も、おやつの紅白饅頭を手
作りしてくれました。「とっても
美味しかった」と、好評でした。

お昼の食事です。栄養課の工夫満載のメニューを紹介します。

まだまだ他にもたくさんありますが、食欲をそそるような、
美味しいメニューばかりでした。「美味しかったよ！」と
好評でした。

おやつ作りで、かぼちゃのクッキーを作り
ました。焼きあがるまで、待ちどおしかった
皆さんでした。
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ひよこルーム

『敬老会』
デイサービスとみどりの丘の敬老会に行ってきました。
おじいちゃんやおばあちゃんの前でリズムや歌を披露
しました。たくさんの拍手をもらって喜んだ子どもた
ちです。「いつまでも元気でいてね」と手作りのペンダ
ントをかけてあげると、「ありがとう」と喜んでもらえ
て、子どもたちもニッコリでした。

『ハロウィンパーティー』
今年も、可愛い衣装を着て歩きました。リズムが大好きな子どもた
ち。♪モンスタップ♪の曲に合わせて楽しく踊る姿を見てもらいま
した。おじいちゃんやおばあちゃんにも「かわいいねぇ」と大好評
でした。リズムのあとには、お菓子をもらってニッコリの子どもたち
でしたよ。夕方は、お家の人と一緒にかぼちゃのケーキを食べるな
どして、プチパーティーを楽しみました。

「ひよこルーム」は、平成２７年７月１日より地域型保育事業に移行しました。
地域のお子さんも受け入れ、「仕事と子育て」を両立できる環境を整えて、安心して仕
事に打ち込めるよう、働くお母さんを応援しています。（毎週金曜日は２４時間体制で
稼働しています。）
また、子供向けオンライン英会話「ハッチリングジュニア」をはじめ、「リトミック」など
保育内容も充実しています。

『外遊び』
お散歩が大好きなひよこルームの子どもたちです。「今日はど
こに行こうか」と、楽しみにしています。公園では遊具で遊ぶ
だけでなく、地面に絵を描いたり、落ち葉や小枝を拾ったり…。
今年は銀杏の葉っぱもよく拾っていました。外遊びや散歩で
は、その時期にしか経験できないことを楽しめるようにして
います。

　10月23日、恒例の職員旅行がありました。
今年は日帰りということもあり近場の広島県へ
行きました。午前中は世羅ゆり園を散策、奥田
元宋小由女美術館で絵画鑑賞。昼食は三次ワイ
ナリーでバーベキューとおいしいお酒で話しも
盛り上がりました。午後からは平田観光農園で
りんご狩りをしました。職員間の交流も深まり、
とても楽しい旅行となりました。

院 内 旅 行
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酉年があけました。
バタバタと地を這うのではなく、大空を飛躍し
たいものです。

（A.S）
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私たちは地域に根ざした医療・福祉のサービスを提供いたします。
笠岡中央病院 老人保健施設 くじば苑
訪問看護ステーション くじば 居宅介護支援事業所　くじば
デイサービス くじば 笠岡市北木島診療所（※笠岡市指定管理者）

医療法人 緑十字会

医療法人　緑十字会

笠岡中央病院 診療日割表 TEL 0865-62-5121
FAX 0865-62-2706

午
　
　
　
前

受付時間 月 火 水 木 金 土

 
９：00

～

11：45

外　科 上田　祐造
（肛門科） 小野　泰生 上田　祐造

（肛門科） 小野　泰生 曽我部　興一 上田　祐造
（肛門科）

内　科 仙石　宣彦 小野木　俊也 仙石　宣彦 小野木　俊也 ― 仙石　宣彦

循環器内科 ― ― 山根　弘基 ― ― ―

小児科
内　科 竹迫　憲次 竹迫　憲次 竹迫　憲次 竹迫　憲次 竹迫　憲次 竹迫　憲次

小児科予防接種
（予約制） ― 竹迫　憲次

9：00～11：00 ― ― 竹迫　憲次
9：00～11：00 ―

整形外科 村尾　力矢 ― ― ― ― ―

皮膚科 ― 木村　徹子 ― ― ― 川崎医大
皮膚科医

歯　科 小野　達生
小野　裕子 小野　達生 小野　達生 小野　達生 小野　達生 小野　達生

午
　
　
　
後

受付時間 月 火 水 木 金 土

4：00

～

5：45

外　科 曽我部　興一 小野　泰生 小野　泰生 曽我部　興一 曽我部　興一

内　科 小野木　俊也 小野木　俊也 仙石　宣彦 小野木　俊也 ―

小児科
内　科 竹迫　憲次 竹迫　憲次 竹迫　憲次 ― 竹迫　憲次

休

診

小児科予防接種
（予約制） ― 竹迫　憲次

2：00～4：30 ― ― 竹迫　憲次
2：00～4：30

乳児健診 ― 竹迫　憲次
3：00～4：00 ― ― 竹迫　憲次

3：00～4：00

整形外科 村尾　力矢 ― ― 長久　浩明
（4：30～） ―

歯　科
（2：30～）

小野　達生
小野　裕子 小野　達生 小野　達生 小野　達生 小野　達生

※2017年1月１日現在

初診受付
11：30まで

初診受付
５：30まで

★　日曜日、祝日は休診です。
★　歯科は、予約診療になります。初診、急患は随時診療いたします。
★　学会、出張などにより、変更させて頂く場合がございますので、ご了承ください。


