平 成2
4年 6月1日発行
月刊「茶の間 J(
初夏号)
毎月 1回1日発行

ノ

2
0
1
2

FI

初夏号

T

水満つる植治の庭

水農
をE
操奪
る2
職芸
人君
た量
ち

水のモノあつめまし

の
ム

た
.板谷由夏

お 話

医学博士

先生

取り返しがつかなくなる前に、コレステロール対策を！

たけうち もとし● 1978 年、秋田大学医学部卒業後、
神戸大学医学部第 1 内科入局。85 年、同大学大学院医
学研究科博士課程修了。その後、兵庫県立姫路循環器
病センター医長や神戸大学医学部附属病院第 1 内科病
棟医長などを経て、
97 年に神戸市灘区に竹内内科を開業。
現在、国立大学法人神戸大学臨床教授や神戸心臓病フ
ォーラム世話人なども兼任。循環器治療の分野で活躍
している。日本循環器学会認定循環器専門医、日本内
科学会認定内科医。
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肉は二度と元に戻りません。それど

しまう状態のことです。壊死した筋

ってしまい、心臓の筋肉が壊死して

え

です。心筋梗塞は血管が完全に詰ま

るのが、心筋梗塞と狭心症との違い

そんな患者さんたちによく聞かれ

います。

さんでも女性の方が多くいらっしゃ

（左頁グラフ参照）
。実際に私の患者

も急増することがわかっています

れ、男性だけでなく、閉経後の女性

の狭心症患者の数は約六十万人とさ

平成二十年の調査によれば、全国

ことです。

血液がうまく流れなくなる症状」の

臓の冠動脈という血管が狭くなって、

「狭心症」とは、
簡単に言えば「心

心筋梗塞になる前に
食い止めたい「狭心症」。

今年の二月、天皇陛下が「狭心症」と診断されて手術を受けられたことが報道され、私たちに大きな衝撃を与えた
ことは、まだ記憶に新しいことでしょう。そして改めて狭心症という病気がクローズアップされ、大変な話題とな
りました。けれども、狭心症について、きちんと理解されている方はまだまだ少ないかもしれません。胸に圧迫感
を覚え、やがては心筋梗塞へとつながってしまう恐ろしい狭心症について、狭心症をはじめ循環器疾患の診断や治
療に日々尽力されている医学博士の竹内素志先生にお話をうかがいました。

高コレステロール と狭心症

左冠動脈

茶の間の健康
特集① 6 月号
竹内 素志

今話題の
恐ろしい病気
狭心症は、
心臓の冠動脈で
起こります
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狭心症の分類とその症状

ころか心筋梗塞は日本人の死因の第

悪玉と善玉にも注目！

狭心症の原因はコレステロール？

狭心症の発作が起こると、胸の辺

二位とされる、非常に恐ろしい病気
です。そして狭心症は、心筋梗塞へ
と至る前の、一歩手前の段階と言い

を抱えているということですし、放

す。一つは「冠れん縮性狭心症」で、

狭心症は二つに分けることができま
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参照：厚生労働省 平成 20 年「患者調査」
年齢（歳）

恐ろしい狭心症！

人によっては、あごの辺りや左肩な

っておいたら、やがては心筋梗塞に

寝ているときや早朝の起きがけなど

2万

心筋梗塞につながる

一歩手前の段階だからといって、

どが締め付けられるように感じる方

り、特に左胸に圧迫感が生じます。

狭心症を軽く考えるわけにはいきま

もいます。

換えることもできるでしょう。

せん。狭心症になるということは、

なってしまうからです。逆に言えば、

安静時に、急に冠動脈が収縮して血

4万

突然血管
が収縮。
「冠れん縮性狭心症」とは、
寝起きや夜中に、突然血
管が収縮して起こる狭心
症です。実ははっきりと
した原因はまだ解明され
ていないのですが、高コ
レステロールや喫煙、そ
れに加齢による血管の損
傷などの危険因子が深く
関わることはわかってい
ます。

このような発作の起き方によって、

狭心症のうちに早期発見をして、き

流が滞ります。もう一つは「労作性

6万

冠れん縮性狭心症
夜中に圧迫感で
目が覚める！

今すぐ心筋梗塞になりかねない要素

ちんと対策をとることが、非常に大

8万

患者数（人）

10 万

ンスが崩れがちです。

運動量が減った現代人は、このバラ

す。ですが、脂質の摂取量が増え、

はどちらも大切な役割を担っていま

するＨＤＬコレステロール（善玉）

（悪玉）と、コレステロールを回収

ールを運ぶＬＤＬコレステロール

脂質のことです。全身にコレステロ

胞膜やホルモンの原料となる大切な

そもそもコレステロールとは、細

いのが「コレステロール」です。

起こるのかと言えば、特に注目した

ではどうしてこのような狭心症が

ることで起こる狭心症です。

り、軽く興奮して心臓に負担がかか

狭心症」で、少し激しい運動をした

高齢者に多い狭心症。
女性の割合も増えています！

切ということでもあります。

性・年齢別にみた狭心症の患者数

コレステロールが
溜まって血管が狭窄。
余分なコレステロールが
血管の内側に溜まり、お
できのようになって血管
を細くしてしまうと、運
動や興奮によって血液の
流れが速くなったときに、
うまく流れることができ
なくなります。こうして
起こる狭心症が、「労作
性狭心症」です。

どちらも心筋梗塞につながります…

そして血中のＬＤＬコレステロー

ルが多いと、血管の内側にＬＤＬコ
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閉経後の
女性は
急増！
12 万

男性
女性
14 万

厚生労働省の調
査 に よ る と、 高
齢の方ほど狭心
症のリスクが高
く、 女 性 で は 閉
経後の 60 代以上
になると急増す
ることがわかり
ます。

労作性狭心症
体を動かした後に
症状が起こる！

コレステロール値が、
！
目
注
狭心症の危険度と密接に関係！
LDL コレステロールが多いほど
狭心症の危険度が増加！

HDL コレステロールが多い
ほど狭心症の危険度が低下！
1.5

＊＊＊

LDL コレステロール値と
冠動脈の相対危険度

相対危険度

相対危険度

6
5
4
3

＊

HDL コレステロール値と
冠動脈の相対危険度

1.0

＊＊＊

＊＊＊

0

120 140 160
180 ≦（mg/dL）
〜119 〜139 〜159 〜179

＜ 40

＊ p<0.05 ＊＊ p<0.01 ＊＊＊ p<0.001vs 基準群

高コレステロール

＊＊

0.5

2
1
0 ＜ 100 100

ＬＤＬコレステロール

危険因子が重なると、
狭心症の危険度は
加速度的にアップ！
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ＨＤＬコレステロール

血管

高血圧

糖尿病

喫煙

ストレス

プラーク

HDL コレステロールが多いと、狭心症
の危険度が減少します。これは、HDL
コレステロールが、血管の内側に入り込
んだコレステロールなどを肝臓へ戻すこ
とが原因だと考えられています。

多すぎる LDL コレステロールは、血管の内
側に溜まってしまいます。それが、血管を
細くする原因に。LDL コレステロールの値
が高いほど、危険度が増すこともわかって
います。

加齢

レステロールが溜まり、おできのよ

うな塊がつくられ、それがやがて大

きくなることで、血管を細くしてし

まうのです。ＬＤＬコレステロール

が多いほど狭心症の発症が増えるこ

とが明らかにされています。

加えて、最近ではＨＤＬコレステ

ロールの重要性も非常に注目される

ようになってきました。血中にＨＤ

Ｌコレステロールが多いと、血管の

内側に溜まったＬＤＬコレステロー

ルを回収してくれることがわかって

きたのです。

ご自身のコレステロール値を
日頃からチェックしてください！

狭心症は、
「予防できる」ことが

非常に重要だと、私は考えています。

狭心症になる前に、日頃から自分の

コレステロール値をしっかりチェッ

クして、健康的な生活を続けてくだ

さい。また、もしも狭心症の症状が

起こったとしても、その後の生活習

慣を改善することで最悪の事態は避

けることができます。

狭心症は自覚症状がわかりにくい

ため、発作が起こったらすぐに病院

へ行くのはもちろんのこと、気がか

りに思う方も医師に相談するなど、

日頃からチェックを怠らないことが

大切です。できることから始めて、

元気に毎日をお過ごしください。

大切なのは、日頃の予防。狭心症対策を今すぐ始めてください！
対策
その1

脂質に注意した食事を
心がけて！
現代人は、脂質の高
い食事を摂りがちで
す。卵や肉などの動
物性脂肪を摂りすぎ
ないように注意して
ください。また、減
塩も大切です。

対策
その2

ゆっくり時間をかけて、
ほどよい運動を！
激しい運動よりも、軽い
運動を長く続けることが
大事です。1 時間ほど歩
い た り、30 分 の 軽 い 水
泳がおすすめ。運動する
ことで、善玉コレステロ
ールが増えることもわか
っています。

対策
その3

喫煙は禁物です。
禁煙を心がけて！
タバコは狭心症の
大きな要因になり
ま す。 い つ ま で も
健やかに過ごした
い 方 は、 禁 煙 を 始
めてください。
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