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遡上する鮎

今月号の表紙は、足立宜泰さんからのご提供です。
長良川の支流である吉田川に鮎が遡上する様子です。秋に川で孵化
した仔魚は流下し、冬の間は海で沿岸回遊して過ごします。春になり
5 〜 10cm 程に育った稚鮎は、上流をめざして遡上を始めます。川の
流れに挑み元気よく飛び跳ねる一瞬を捉えた作品です。

INDEX
表紙写真募集のお知らせ
皆さんによる各務原市をはじめとした岐阜県内各地の
風物の写真を広報誌の表紙としてご紹介しています。
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医務局長・第二循環器内科部長
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東海中央病院のホームページもぜひ
ご覧ください。

https://www.tokaihp.jp

ホテル グランヴェール岐山／HOTEL ルブラ王山／プラザ洞津
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メタボリックシンドロームと
動脈硬化 その2
医務局長・第二循環器内科部長

松尾 一宏

前号では、
メタボリックシンドロームは冠動脈疾患のリスクファクター（危険因子）の重なりが重要であ
り、
血糖を下げるホルモンであるインスリンが効きにくくなるインスリン抵抗性を基盤としていること、
メタ
ボリックシンドロームの患者さんは内臓脂肪が蓄積し、
これをウエスト周囲長にて選別することをお伝え
しました。今回は、
なぜ内臓脂肪が蓄積すると動脈硬化が悪化するのかをご紹介します。
メタボ診断の一つであるウエスト周囲長の基準値、
なんだかヘンだと思いませんか？ 体格や身長は人そ
れぞれ違うのに、
性別のみで一律決められています。皆さんが疑問に思われるように、
ウエスト周囲長に
は皮下脂肪を含んでいること、
身長の高い人も低い人も一律に評価すること、
著しい肥満者では皮下脂肪
のたるみなどによって正確に測定できないといった短所があります。内臓脂肪面積が100㎠以上となる
と、
高血圧、
高血糖、
脂質代謝異常の３リスクの平均合併数が高くなります。内臓脂肪面積≧100㎠に相当
するウエスト周囲長は男性85cm以上、
女性90cm以上であり、
これを内臓脂肪型肥満としています。
しか
し、
このウエスト周囲長は内臓脂肪蓄積の目安になるものの、
ウエスト周囲長が基準値以下でも内臓脂肪
が蓄積している可能性もあり、
正確な内臓脂肪面積を測定するには腹部CT検査が必要となります。
これまで脂肪組織は、
人体における主要なエネルギー貯蔵臓器と考えられてきましたが、
近年、
アディ
ポサイトカインと呼ばれる様々な生理活性物質（生体の生命活動や生理機能の維持および調節に関わ
る物質、
ホルモンの一種）を分泌する、
生体内における最大の内分泌臓器であることが明らかになりまし
た。
しかし、
内臓脂肪が蓄積した状態では、
アディポサイトカインの分泌異常を起こします。そして、
生体の
エネルギー過剰状態によって血圧や糖脂質代謝の異常が起こり、
動脈硬化に至ることが明らかになって
きました。アディポサイトカインは、
図１に示すように様々な病気に関わりがあり、
多くは内臓脂肪型肥満
者に増加する物質で、
動
脈 硬 化を促 進させる悪
悪玉ホルモン
善玉ホルモン
玉ホルモンです。
しかし、
アンジオテンシノゲン
その中でもアディポネク
チンという物質は、内臓
アディポネクチン
血圧上昇（高血圧）
脂肪型肥満者や冠動脈
疾患の患者には少ない
PAI-1
ことが知られている善玉
血栓形成（血栓症）
ホ ル モ ン で す 。こ の ア
脂肪細胞
抗動脈硬化作用
ディポネクチンは動脈硬
抗炎症作用
TNF-α
インスリン感受性上昇
化に対し防御的に働き、
など
インスリンの効きを良く
血管壁の炎症促進
すること（インスリン抵
耐糖能異常
抗性を改善）や血圧を下
レプチン
（糖尿病）
げる作用があります。内
摂食異常
臓 脂 肪 の 蓄 積 によって
図１ アディポサイトカインとその作用
善 玉 ホルモンであるア
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ディポネクチンが低下し、
そ
動脈硬化性疾患
の 他 多くの 悪 玉ホルモンが
血栓性疾患
高血圧
過栄養
増加することが、
メタボリック
脂質異常
運動不足
糖尿病
シンドロームと動脈硬化の発
症に関係していると考えられ
ます。
（図２）
減量
内臓脂肪蓄積
では、
善玉ホルモンである
アディポネクチンを増やすに
数が増える
脂肪
脂肪
分泌不全
過剰分泌
はど のような方 法があるの
細胞
細胞
機能異常
か、
ここでご紹介します。まず
PAI-1
は適 正 体 重に近づけること
TNF-α
アディポネクチン
アンジオテンシノゲン
です。痩せすぎも良くありま
アディポネクチン
せん 。ご自身 の 適 正 体 重は
PAI-1
「身長（ｍ）×身長（ｍ）×22」
TNF-α
アンジオテンシノゲン
で算出することができますの
でご確認ください。そして運
図２ 肥満におけるアディポサイトカインの分泌異常
動、食事があります。運動は
週末などにまとめて行うのではなく、
少しずつでも毎日続けることが大切です。アディポネクチンを増や
す食事としては、
大豆たんぱく質、
青魚に多く含まれているEPA、
マグネシウムなどがあります。また、
野菜
や果物などに多く含まれている食物由来のたんぱく質であるオスモチンはアディポネクチンと似た構造
を持ち、
アディポネクチンの受容体を活性化させます。
（図３）
メタボリックシンドロームは単なる血糖、
脂質、
血圧の異常の合併ではなく、
運動不足や過栄養によって
内臓脂肪が多く蓄積することで内臓脂肪細胞の機能異常が起こり、
のちに悪玉ホルモンの分泌異常が
発生している状態です。動脈硬化疾患を中心として、
心臓、
腎臓、
肝臓などの様々な臓器に障害が起こり
ます。こうして起きる動脈硬化疾患の予防には、
まず内臓脂肪を減少させることが重要です。
平成20年より始まった特定健康診査（メタボ健診）では、
血糖値、
脂質値、
血圧値などの検査結果を
個々の数値の異常として捉えるだけでなく、
動脈硬化疾患発症のリスクとして考え、
ライフスタイル改善
の必要性について主体的に
判断できるようになりました。
【大豆たんぱく質】
【ＥＰＡを多く含む食品】
動脈硬化疾患予防の主役は
さば
いわし
日々の暮らしを営む皆さんご
ぶり
自身であり、保健指導はそれ
を支援するものです。保健指
導を通じて日々の生活をご自
納豆
とうふ
青 魚（いわし、さば、ぶり など）
身 で 改 善し 、早 期 に 肥 満 対
策、
動脈硬化疾患予防対策を
【マグネシウムを多く含む食品】
【オスモチンを多く含む食品】
することが重要です。
当院では、
内臓脂肪面積を
腹部CTにて計測することが
できます。メタボリックシンド
ロームや動脈硬化疾患などが
ナッツ類
海藻類
トマト
とうもろこし
リンゴ
心配な方は、
当院循環器内科
の外来にてご相談ください。
図３ アディポネクチンを増やす食品
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中堅看護師の教育について

中堅研修担当
主任看護師

五島 君夜

当院では、
卒後7年目以上の看護師を対象に『中堅教育Ⅱ』
という
教育を行っています。
『中堅教育Ⅱ』
では目的を
1. マネジメント能力の向上
2. 看護部から求められる役割を理解し、
目標を示しながら管理行
動が出来る
とし、
目標を
1. マネジメントの基礎と原則を理解する
2. 看護部から求められる自己の役割を理解し、具体的な行動を明
らかにできる
3. 各看護単位における専門性の高い看護を抽出し、
その看護を得意とするために教育的役割が出来る
として1年間学んでいます。今年度は6名の中堅看護師が参加しました。
はじめに人的資源活用論の学習会を行い、
マネジメントについてのグループワークで理解を深め、
各自が
専門性の高い看護の教育実践計画書を作成しました。今年度は、
「マネジメント理論を用いた退院支援」
「外
来スタッフが専門性の高い化学療法看護ができる」等、
各所属看護単位の特性を活かした実践計画が企画さ
れ、
実践されました。2回ほど皆で集まり、
実践状況や困難なことなど計画の進捗状況を報告し合いました。経
験年数が近く立場も同じような看護師が集まっているため、
情報共有も盛り上がり、
有意義な話し合いになり
ました。
1月には、
実践の成果発表を行いました。各看護単位の看護師長
や後輩スタッフが見守る中、
緊張しながら各自パワーポイントを用い
て発表しました。研修生達からは、
「どう人を動かすかを学んだ」
「ス
タッフに声かけをしていく事が大変だったけど、
協力的だったのであ
りがたかった」
「今後は、
中堅看護師として学んだマネジメントを仕事
に活かしていきたい」との声が聴かれました。
また、
担当看護師長から
は、
「皆の気持ちを引き出してフィードバックをしたりモチベーションを
上げてくれた」
「スタッフを盛り上げていく事が上手だった」
「スタッフ
のニーズを把握して勉強会を開催できるようマネジメントをする事ができていた」等、
中堅看護師の学びの成
果が述べられていました。
研修生達には、
今年度学んだマネジメントを活用し、
所属看護単位の目標達成に向け他のスタッフとともに
活躍して欲しいと思います。

東中すこやかセミナーを開催しました
【日 時】平成29年12月14日（木）14時00分〜15時00分
【場 所】東海中央病院 3階 大会議室
【テーマ】「高血圧と塩分制限 〜塩ってそんなにいけないの？〜」
このセミナーでは、
毎回１つのテーマに沿って、
当院の医師や看護師、
薬剤師など複数の医療スタッフが講師を務め、
楽しく学んで健康維持に
繋げていただけるよう、
実際に「やってみる」内容で構成しています。
今回の講師である循環器内科の松尾一宏医師から、
塩分による血圧
上昇のメカニズム、
家庭での血圧測定のポイントや測定回数などの講演
がありました。高血圧の予防や改善には運動をすることが大切で、
週末
などにまとめて運動するのではなく、
少しずつでも毎日行うことが重要とのことでした。
そこで、
道具がなくても手軽に出来る体操をご紹介し、
理学療法士の指導のもと実際に行っていただき終
了しました。
参加者の皆さまから、
「とても分かりやすかった」、
「ぜひまた参加したい」といったお声をたくさんいただき
ました。
次回は6月下旬を予定しています。皆さまのご参加をお待ちしています。
・4/6・

宿泊人間ドック 特別割引のご案内

当院の健康管理センターでは、
一般の皆さま方を対象とした宿泊人間ドックを、
期間限定
で通常料金よりもお得な特別割引料金にて実施いたします。是非この機会に宿泊人間ドッ
クをご利用ください。
また、
ご夫婦でご一緒に受診していただくことができる「夫婦の日」も設けております。
ご希望の方はお電話にてご確認ください。

◆料

金：宿泊ドック（1泊2日）

・男

性

曜日（月・水・金）

60,000円 →

・女

性

曜日（火・木）

66,000円 →

42,000円（税別）
44,000円（税別）

宿泊ドック 特別割引期間

平成 30 年 4 月１日～平成 30 年 5 月 31 日
平成 31 年 2 月１日～平成 31 年 3 月 31 日
（土・日・祝日を除く）

注：予約状況によりご希望に添えない場合がございますのでご了承ください。

◆ご予約方法
お電話にて承ります。「宿泊ドック予約」とお申し付けください。

予約受付時間：平日13時〜16時30分

TEL：058-382-3101㈹

◆検査項目
基本検査
血液検査
画像診断

身体測定等

身長／体重／腹囲／体格指数（BMI）／視力／聴力／眼底／眼圧

血液・生化

血液一般／肝・腎・膵機能／脂質／糖尿病／代謝

感染症等の抗体検査

B型肝炎／C型肝炎／リウマチ

X線検査

胸部X線撮影／上部消化管X線撮影（バリウム検査）

腹部超音波検査（エコー検査）
循環器系検査

心電図／血圧／肺機能検査

前立腺検査（男性のみ） 前立腺がん検査（PSA）
乳房検査（女性のみ）
そ の 他

マンモグラフィー／乳腺超音波検査

婦人科検診（女性のみ） 子宮頸部細胞診
骨密度（女性のみ）

骨塩定量検査

その他検査

尿検査／便検査

診察

問診／診察

検査項目やオプション検査の内容は、ホームページにてご確認ください。
https://www.tokaihp.jp/ﬁle/dock̲stay.pdf

新任医師紹介

副田 明男

第三脳神経外科部長（脳神経外科）
地域医療に貢献出来るよう精進したく、
よろしくお願いします。
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Grand Vert Wedding

ブライダルフェア
毎月開催

おもてなしの基本となる
お料理もじっくり
ご試食いただけます。 お気軽にお越しください♪

※20周年記念特典あり♪是非お問合せください！

※写真はすべてイメージです。

ご予約はHPから

〒500 - 8875 岐阜市柳ヶ瀬通６丁目 14 番地
TEL 058 - 263 - 7111 ／ FAX 058 - 263 - 5517
info@grandvert.com https://grandvert.com
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初診・再診受付時間 8：30〜11：30／お休み：土・日・祝日・年末・年始
お願い 保険証等の提示
月に一度は保険証・医療証等を保険証提示窓口に提示してください。
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