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　　　　第６３回ふれあい会日帰り旅行の報告
　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　今回旅行担当　　　第２相模原クリニック　工藤美代子
　　　　　　　　　　　写真担当　　　　　淵野辺総合病院　　　　平野　雄市
１、 実 施 日　平成29年６月21日（日）　晴天
２、　行 き 先　白樺湖池の平ファミリーランド周辺　道の駅　おぎのや
３、　参加人数　会員32名と家族、賛助会員など25名　計49名
４、　交通手段　相模原市提供の福祉バス２台
５、　行　　程　相模原市～中央高速～談合坂で合流～白樺湖～食事、温泉、
　　　　　　　　リフトで山頂など自由時間～帰路おぎのやで買物～中央高速～
　　　　　　　　談合坂～相模原市各地
◇コメント◇　晴天の中、中央高速をしばらく走ると頭を真っ白にした富士山に感動
。遠くにアルプスの山が一面に広がりとても綺麗な事に再び感動しました。
　ファミリーランド周辺に着いてレイクサイドプラザでの食事の時間。皆さんと大勢
で食べたバイキングは２倍も３倍も美味しかった事は忘れません。
　食事の後はリフトに乗ってふくろうの森へ行く人、美術館見学をする人、お風呂に
入る人もいました。綺麗な白樺湖のそばで、じっと座っていても風が気持ちよかったで
す。
　おぎのやでの買い物もワイワイと楽しそうでした。帰りの渋滞も想定内で予定時間
より少し早めに相模原に到着出来ました。参加して下さった会員、家族の皆様一日大
変お疲れ様でした。年２回の腎友会ふれあい会日帰り旅行は同じ障害を持つ者同士交
流が出来家族共々楽しく過ごす場でもあります。
　私、新任幹事として行き届かない点をお詫び申し上げます。次回の旅行会も多くの
方のご参加をお待ち申し上げます。

◇投稿◇

　　　白樺湖池の平ファミリーランド周辺日帰りバス旅行に参加して

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　相模原クリニック　　　瀧本ひろ子
　

　今日は朝より大変良い天気で、バスの窓から見ると外は暑い位でした。
高尾の圏央道を通過し一路、長野県・白樺湖を目指します。幸い行く時は、車も少な
く談合坂のSAまであっという間でした。途中、白樺湖迄の間、富士山も所々見え緑の
山々を眺めているとまるで写真のように美しかったです。　さて、待ちに待った白樺
湖に着き、写真を撮りホテルで食事です。白樺湖レークサイドプラザ(特典つき)です。
バイキングですので、種類も豊富でお腹一杯で満足でした。
　食事の後は、特典　① 池の平ファミリーランド　② 美術館　③ アカシアの丘(リ
フトで展望台・フクロウの森)　④ 温泉入浴 とそれぞれ思いおもいに楽しみ、私も美
術館へ行き、藤城清治氏の描く光と影。夢のような世界ですばらしかったです。　
　さて、時も過ぎ白樺湖を後に致しました。帰りは道が大変に混みましたが、一日楽
しく安全に過ごさせて頂きました。　
　最後に幹事さん始め役員の皆様には大変お世話様になりました。楽しいバス旅行で
した。有り難うございました。



－ 3－

◇投稿◇
　
　・新緑の白樺湖方面へのバス旅行・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　相武台ニーレン・クリニック

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小久保きよ子

　

　朝、目が覚めるとまず外を見て天気の確認。お天気は晴れ!　最高の旅行日和

です。今回は参加人数が少なかったので、席に余裕のあるバスに乗り込み、も

う一台のバスとの待ち合わせの談合坂へと相模原を後にしました。

途中、ガイドさんの外の景色の説明に右を向いたり左を向いたり・・・また、

山梨の山に入ると「一瞬ですが、リニアモーターカーの実験トンネルが見えま

すよ」の言葉に皆、外を見て集中!　「あっ!」と、ほんとに一瞬でした。(笑)

そして、気が付くと遠くにうっすらと八ヶ岳連峰が見えてきて、しばらく走る

と白樺の林が見えそこを抜けて通り過ぎたら白樺湖に着きました。

　白樺湖方面は、20代の頃、よくスキーに来ましたが、この時期は初めてかも

しれません。みどりに囲まれた湖は、とても綺麗でした。

　昼食は、湖に近い池の平レイクサイドプラザでバイキングです。バイキング

は色々とあって目にも楽しいのですが、よほど自分で気をつけないと食べ過ぎ

てしまう・・・。隣の人のを見て「あっ!　それ美味しそう・・・」「美味しい

わよ!」といわれれば、食べてみたくなる・・・そして、私はデザートコーナー

の近くに座ってしまったわけで・・・これは、又、「別腹」ということで、食

べてしまいました。

　そして、食事の後は幾つかのコースがあり、池の平ファミリーランドの美術

館、温泉入浴、リフトで展望台。私は温泉と展望台に行きました。この展望台

のところにはフクロウが五羽? ほどいたのですが、籠には入っておらず、切り

株に紐で繋がれている状態でした。色が茶色なので切り株と同化して、置物? 

と思っていると突然の動きに驚かされましたが、近くで見ると目は鋭いのです

が案外可愛い顔をしていました。

　それぞれのコースを楽しみ午後二時に湖を出発。

途中、釜飯で有名な「おぎのや」により、試食しながら品定めをしてお土産を

買いそして帰宅してからの夕飯として釜飯を買いました。入れ物がせとものな

ので、お土産の袋が一気に重くなりましたが食べる時を想像するとそんな重さ

も苦にならず・・・結果、帰宅して、食べた釜飯はおいしかったぁ～。

　今回の旅行、目には新緑がやさしく、胃袋には美味しいものを食べて、とて

も楽しい旅でした。幹事さんご苦労様でした。
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　　　　　　　　第３５回定期総会報告

  ５月を思わせるようなさわやかな好天の６月４日（日）に、第３５回定期総会が開催さ

れました。当日は出席者４９名の他に委任状が１９２通あり、会員数２４１名の過半数に

達し、総会は成立要件を満たしておりました。賛助会員である衆議院議員のもとむら賢太

郎様、神奈川県議会議員の寺崎雄介様、長友よしひろ様、佐々木政行様、さらに市議会議

員の米山定克様に来賓としてご臨席いただきました。

  総会の冒頭で、平成２８年度に亡くなられた方々のご冥福を祈り、黙祷を捧げました。

会長の羽田さんは挨拶の中で、腎友会の重要課題である会員拡大についてここ５年間は漸

減傾向にあり大変由々しき状況にある事、会員の皆様の、会員拡大に関してご協力をいた

だきたいとお願いをしました。続いて、来賓の各議員からご挨拶をいただきました。皆様

から異口同音、福祉政策の後押しをしていきたいという力強いお言葉を賜りました。その

後、議長に橋本みなみ内科本院の加賀谷文博さん、書記には相模大野内科・腎クリニック

の二ノ宮美和子が選任され、議事に入りました。

　当初、第１号議案、第２号議案、第３号議案までを一括説明、審議予定でしたが、時間

の都合上、第４号議案までまとめて提案がありました。まず、会長から第１号議案平成２

８年度活動結果報告がありました。重点課題であった会員拡大については目標の会員数に

まで達しなかったことや透析通院に対する経済的支援が認められなかったことなどの説明

がありました。重度障害者医療費助成については県内他市では制約条件のある中で実施さ

れている重度障害者医療費助成がこれまで通りに継続されることになったこと、さらに相

模原市重度障害者等福祉手当も継続されることになったことなどを報告しました。今後も

この２つ福祉施策については各政党の議員団が開催する懇談会で必ず要望し、市との年一

回の健康福祉局長以下関係課長との懇談会では継続をお願いしていくという決意が述べら

れました。第２号議案平成２８年度決算報告がありました。腎友会収支決算報告は会計の

小久保よ子さんが、個別会計報告は会長が行いました。個別会計報告では、ふれあい会日

帰り旅行剰余金積立金の会計ついて、２８年度、夏のふれあい日帰り旅行（桃狩り、温

泉）は赤字であったが（▲51,219円）秋の旅行（海鮮浜焼き食べ放題）は黒字（＋83,341

円）となり補填できたこと、永年透析者表彰用の積立金の金利がゼロで、今年度は９万円

が支出され、このままの状態で推移すると財源が確保できなくなるので思案中だがご意見

をという説明がありました。会計監査の北村忠夫さんからは第３号議案である平成２８年

度の会計は、議案書１９、２０ページの一般会計、２１ページから２６ページの個別会計

ともに適正に処理をされているという報告がありました。続いての審議では森下記念病院

の樋口さん（神奈川県腎友会事務局長）から長期透析者の表彰について記念品にしたらど

うかという提案がありました。会長から大変貴重なご意見であり、今後検討していく案件

であるという答弁がされました。そして、第４号議案、新役員の選出、紹介がされまし

た。その後、第一号議案から第四号議案まで挙手による採決を行い、賛成多数で承認され

ました。

　続いて第５号議案、平成２９年度の活動方針、活動計画を会長から、第６号議案、平成

２９年度会計予算を会計担当からそれぞれ提案がありました。会員の皆様に楽しんでいた

だける活動を計画をしていくことを第一に、今年度の医療栄養講演会は新しいテーマでの

開催、秋には県委託の講演会の開催、会員数の増加の推進、重度障害者医療助成制度の永
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続要望などが提案されました。その後、審議に入りましたが質問はなく、両議案ともに挙

手による採決の結果、賛成多数で承認されました。

　議事の後、永年透析者の表彰を行いました。２名の方が出席され、明るい表情で表彰を

受けられました。健康管理をしっかりして後に続きたいと思いました。

　例年この後、お楽しみ企画、昼食となりますが、今年度もは音楽教室おんぷの木の生徒

有志によるマリンバ演奏です。今年は、演奏者側から「お食事をしながら楽しく聞いてほ

しい」という申し出により、生演奏を聴きながらのランチとなりました。昨年より小学生

の参加が多く、緊張の面持ちでマリンバや鍵盤ハーモニカの演奏、歌の披露をしてくれま

した。また、大人たちは、身近な植木鉢や板、長い棒などを打楽器に見立てたリズム奏や

年齢差○歳の二人組のマリンバ重奏を聴き、楽しいひとときを過ごすことができました。

演奏終了後、解散となりました。

音楽教室おんぷの木は、相模原市内にある唯一のマリンバ教室です。ベビーからシニアま

で楽しめるレッスンを行っています。乳幼児の為のリトミッククラス、世代別マリンバ

グループレッスンマリンバ個人レッスンを行っています。相模原市内を中心に、有志で訪

門演奏も行っています。

  恒例の永年表彰者は以下の通りです。

　【４０年表彰者】

  　昭和５１年４月１日～昭和５２年３月３１日までの透析導入者

    江藤　静夫様　　　橋本クリニック

　　田中  みちよ様    渕野辺総合病院

　　長崎  真由美様    さがみ循環器クリニック

　【３０年表彰者】

  　昭和６１年４月１日～昭和６２年３月３１日までの透析導入者

    河野　勝吉様      相原病院

    藤波　隆様        相模原クリニック

    江口　雅江様      麻溝じんクリニック

　【２０年表彰者】

   平成８年４月１日～平成９年３月３１日までの透析導入者

    原田　忍様        第二相模原クリニック

    上里　ジョーワ様  相模原クリニック

    岡山　伸明様      相模原クリニック

    岩崎　幸子様      渕野辺総合病院

    平田　幸一様      渕辺総合病院

    吉田　雅子様      さがみ循環器クリニック

　この定期総会で承認されました平成２９年度役員は次の通りです。どうか宜しくご支援

ご協力をお願いします。

    役職        　氏名                  透析年数         施設名

  会　長       羽田 　彌          　　　 ２１年    　　森下記念病院

  副会長       舘盛　光弘              　  ９年        橋本クリニック

  副会長     　平野　雄市              　  ７年        渕辺総合病院
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　事務局長　　 稲田　稔　　　　　　　　３０年　　　　相模原クリニック

　会計　　　　 小久保　きよ子          ３０年        相武台ニーレンクリニック

  役員         加賀谷　文博            １６年        橋本みなみ内科本院

  役員         宅田　光子              ２３年        さがみ循環器クリニック

  役員         江口　房子              １３年        橋本クリニック

  役員         柴崎　圀秋                ９年        第二相模原クリニック

  役員         工藤　美代子              ７年        第二相模原クリニック

  役員         北村　政春              １９年        相模台病院

  役員         石亀　大介              １５年        相模原クリニック

  役員         大谷　京子              １７年        阪クリニック

  役員         田中　和代              ３０年        相原病院

  役員         中丸　よね子            １１年        渕辺総合病院

　役員         石田  謙冶              　８年        森下記念病院

　役員         二ノ宮　美和子            ２年        相模大野内科・腎クリニック

  連絡委員     岩崎　幸子              ２１年        渕辺総合病院

  連絡委員     藤本　廣子              ２４年        森下記念病院

  連絡委員     加藤　泰久              １６年        橋本みなみ内科本院

  連絡委員     笹野　幸子              ３５年        橋本みなみ内科本院

  連絡委員     荒井　健一              ３７年        腎健クリニック

  連絡委員     川神　光雄                ５年        地域医療機構さがみの病院

  会計監査     北村　忠夫              １２年        第二相模原クリニック

　なお、事務局長稲田稔さんは去る４月１２日お亡くなりになりました。心よりご冥福を

お祈り申し上げます。新事務局長については去る６月２５日の第２１０回役員会にて石亀

大介さんが就任することが満場一致で決定しました。よろしくお願いします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（二ノ宮美和子 記）

　　　　　　　　　　　　訃報～事務局長稲田さん逝く～ 

　去る６月１２日に事務局長の稲田稔さんがお亡くなりになりました。そして、１７日、

１８日には相模原市内の斎場にて葬儀・告別式がしめやかに執り行われました。 

稲田さんは、平成１９年からずうっと相模原市腎友会の事務局長を務めていただき、会の

運営或いは活動に大変ご尽力いただきました。皆さんご存知の通り稲田さんはここ数年ふ

れあい会日帰り旅行を一人で担当されておりました。そして、企画した旅行のどれもが皆

さんに大変喜んでいただきました。 

　相模原市腎友会として稲田さんはかけがえのない人でした。亡くなるということは大き

な損失です。４月６日に入院されたと聞き、一日も早く快癒して腎友会活動に復帰するこ

とを願っておりましたが叶えられませんでした。誠に残念です。 

　ここに心よりご冥福を祈り哀悼の意を表します。（羽田記） 
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　　第35回定期総会及びマリンバミニコンサートの感想

①淵野辺病院　岩崎様　会員

　とても良い総会でした。議案書もとてもわかりやすかったです。

　マリンバの演奏は子供達のもとても良かったです。また演奏を聴きたいです。

②病院名・お名前共に無し　会員

　議長さんの声がチョット聞こえずらかった。

　去年に続いてマリンバ演奏よかったです。

　知っている曲が沢山あり、あまり耳にする機会がない楽器なので新鮮で楽し

　ませて頂きました。

③相模原クリニック　尾崎様　会員

　ぐるぐる最高。メドレーの三番目の曲良かった。棒の楽器ぴっくり。

　鉢の楽器にもびっくり。全部良かったです。来年も来ます。

④さがみ循環器　お名前無し　会員

　棒、植木鉢、メドレーが良かった。

　こういう物が楽器になるとは知りませんでした。

　子供たちだけの演奏もかわいくて上手でした。

⑤病院名お名前共に無し　家族

　くるくるマリンバ可愛かったです。

　棒、初めて聴きました。素敵でした。

　植木鉢、植木鉢で演奏できるなんて素晴らしいです。

⑥病院名無し　菱山様　会員

　定期総会に参加するのは3回目になります。

　演奏を聴くことも楽しみの一つです。

　年々なつかしい曲や植木鉢等工夫がありお子さん達の参加も多く嬉しいです。

　去年参加していたお子さんとも一年ぶりに会い大きくなったなーと思ったり、一生懸命

　演奏している姿に感銘を受けました。日頃の練習の成果を存分に感じました。もちろん

　先生や大人の方々の演奏もとても良かったですよ。心がほっとしています。毎回ありが

　とうございます。元気でしたらまた来年聴きに来ます。

「総会について」

★演奏が11時40分頃からスタートしましたが、食事をしながら聴くというのはどうなんで

　しょうか。時間の関係？私は失礼に思い食事は出来ませんでした。

　(お茶休憩なら)　お子さん達も一生懸命演奏しているので何か良い工夫はないでしょう

　か？

★表彰者に記念品をという案もありましたが、個人的には終括をしていますので・・・今

　まで通りでよいと思います。(私は表彰には程遠いですが)

★携帯電話を切ることは常識、一言言うことも・・・。(緊急時もあるかしら)

★総会に向けて日頃より会長さんはじめ多くの役員さん達にお世話になっていることに感

　謝かんしゃしています。

投　稿



－８－



－９－



－ 1 0－

　　　　　　　　　　　　　　活　動　日　誌

※１ 氏名は参加者を示します。順不同です。※２ 「ＮＰＯ法人 れんきょう」は、相模原市腎友会

が加盟している「特定非営利活動法人 相模原市障害児者福祉団体連絡協議会」を示します。

03／19（日）県腎友会理事会　　舘盛、平野、加賀谷、宅田

03／26（日）腎友さがみはら１４５号発行　　舘盛、工藤、柴崎、小久保、二ノ宮、宅田、加賀谷、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　羽田、平野、北村、

03／27（月）市社会福祉事業団評議員会（ＮＰＯ法人れんきょう）　羽田

　

04／02（日）県腎友会広報委員会　　石亀

04／06（木）平成２８年度決算打ち合わせ　　小久保、羽田

04／09（日）第２０９回役員会　　舘盛、加賀谷、平野、宅田、石亀、柴崎、宅田、工藤、関口、

　　　　　　　　　　　　　　　　二ノ宮、小久保、羽田

04／16（日）平成２８年度決算会計監査　　北村（忠）、小久保、羽田

04／16（日）県腎友会理事会　　平野、舘盛、宅田

04／28（金）ＮＰＯ法人れんきょう三役会議　　羽田

04／30（日）拡大三役会議　　舘盛、工藤、平野、加賀谷、柴崎、宅田、二ノ宮、小久保、羽田

05／10（水）市社会福祉協議会障がい福祉部会　　羽田

05／14（日）相模原やまびこ会定期総会（ＮＰＯ法人れんきょう）　羽田

05／15（月）市福祉のまちづくり推進協議会総会　宅田

05／17（水）ＮＰＯ法人れんきょう理事会　　羽田

05／21（日）第63回ふれあい会日帰り旅行　工藤、舘盛、加賀谷、平野、二ノ宮、小久保、宅田、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　羽田

05／26（金）市民健康づくり会議総会　　羽田

05／28（日）県腎友会定期総会　　工藤、宅田、平野、加賀谷、舘盛、二ノ宮、石亀、小久保

05／30（火）市障害者自立支援協議会（ＮＰＯ法人れんきょう）　羽田

05／30（火）ＮＰＯ法人れんきょう防災勉強会　　羽田

06／01（木）県腎友会常任理事会　　平野

06／04（日）第35回定期総会　　石亀、江口、大谷、加賀谷、北村（忠）、北村（政）、工藤、　　

　　　　　　　　　　　　　　 小久保、柴崎、宅田、舘盛、中丸親子、二ノ宮、羽田、平野、　　

　　　　　　　　　　　　　　　藤本、渡部

06／06（火）市福祉有償運送運営協議会（ＮＰＯ法人れんきょう）　　　羽田

06／11（日）ＮＰＯ法人れんきょうれんきょう第３回定期総会　　舘盛、宅田、平野、小久保、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　工藤、羽田

06／15（木）市社会福祉事業団評議員会（ＮＰＯ法人れんきょう）　　羽田

07／02（日）第34回医療・栄養講演並びに懇談会　　羽田、舘盛、平野、小久保、宅田、江口、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  柴崎、加賀谷、大谷、工藤、北村、中丸　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  親子、石田、石亀、二ノ宮、藤本、

07／08（土）市民健康づくり会議体操講習会　　工藤

07／12（水）市民健康づくり会議幹事会　　工藤　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上



－ 1 1－

　

青青い鳥はがき寄附名簿～敬称略～ 
森下記念病院   秋山信行   ２０枚 
      藤本廣子   ２０枚 
      羽田 彌   ２０枚 
   吉川元之   ４０枚 
相原病院  土屋秀紀   ２０枚  
   田中和代   ２０枚 
   木下ミツエ  ６０枚 
      菊地原竫    ４０枚 
         小澤甲子雄  ２０枚 
第二相模原    松本輝雄   ２０枚 
 クリニック   北村忠夫   ２０枚 
         鈴木カツヨ  ２０枚 
         柴崎圀秋   ２０枚 
         石山勝義   ２０枚 
         吉田 実   ２０枚 
         板部ムツ   ２０枚 
         柏木和子   ２０枚 
         石田竜一   ２０枚 
         飯島祐七郎  ２０枚 
         岡村聡一郎  ２０枚 
         工藤美代子  ２０枚 
         千葉幸夫   ２０枚 
橋本クリニック  江口房子   ２０枚 
         林 真澄   ２０枚 
         吉村登美子  ３２枚 
         志賀和子   １３枚 
         岩野たか子  ２０枚 
         高部 誠   ２０枚 
         舘盛光弘   ２０枚 
         斉藤 進   ３０枚 
渕野辺総合病院  岩崎幸子   ２０枚 
         西川武士   ２０枚 
         長島桂惠子  ２０枚 
         水谷好佐   ２０枚 
         三浦俶雄   ４０枚 
         三浦美智子  ２０枚 
         斉藤関子   ２０枚 

  小澤美恵子  ２０枚 
         中里寿男   ２０枚 
         二関光代   ２０枚 
　　　　　　　  橋本三重子  ２０枚 
         鯉沼淳子   ２０枚 
         平野雄市   ２０枚 
         中丸よね子  ２０枚 
         中丸明日香  ３１枚 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
相武台ニーレンクリニック 

川合恵子   ２０枚  
相模大野内科・腎クリニック   

二ノ宮美和子 ２０枚 
相模原クリニック 関久美子   １０枚 
         安在智嘉子  ２０枚 
         尾崎トシ子  ２０枚 
阪クリニック   宮川勝子   ２０枚 
さがみ循環器   林 貴明   ２０枚 
 クリニック   稲葉 勇   ２０枚 
         前谷志郎   ２０枚 
         菊池光江   ２０枚 
         野中和子   ２０枚 
         古谷瑞栄   ２０枚 
         菱山美奈子  ２０枚 
         加藤千代   ２０枚 
         小野三郎   ２０枚 
         本木ソフィア ２０枚 
         高平八重子  ２０枚 
         阿南美佐子  ２０枚 
         永井千恵子  ２０枚 
         楠井忠子   ２０枚 
         内海信子   ２０枚 
         斉藤政好   ２０枚 
         野口邦子   ２０枚 
         宅田光子   １５枚 
         北林愛子   １５枚 
         藤田則子   １０枚 
         小倉 妙   ４０枚 
         新井晶子   ２０枚 
         加藤恵子   ２０枚 
         正垣和美   ２０枚 
         和田貴美子  ２０枚 
         河合敦子   ２０枚 
         前谷 泉   ２０枚 
         高橋千枝子  ２０枚 
         堤 吉子   １５枚 
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自覚症状がなく進行するのが高血圧ですが、放置し
ておくと腎臓や脳、心臓などに重大な障害をもたら
す原因になります。高血圧が怖いのは、心疾患や脳
血管障害の病気に繋がってしまうからです。
皆さんも現在置かれている立場から、思い当たるこ
とがあるかもしれません。
また、現在の病気を背負ってからも血圧を安定した
状態に保つことは、病気が次のステップに進まない
ためにも非常に大切なことです。
血圧の上昇には、十分気を付けて徹底した管理を怠
らないよう気を付けて下さい。

★高血圧⇒動脈硬化へと進み
動脈に弾力が無くなったり、硬くなる状態。血管の
老化や血液中のコレステロールが血管壁に沈着する
ことで発症します。コレステロールが沈着するにつ
いては諸説ありますが、主に血管に持続的に高い圧
力が加わると血管の内側にある細胞が破壊され、そ
こに血液の成分が沈着すると考えられています。
こうしてできた動脈硬化は、さらに高血圧を悪化さ
せる因子にも。このように高血圧と動脈硬化はお互
いに促進させる関係にあるのです。

★さらに高血圧⇒動脈硬化⇒脳出血へと
動脈硬化などで、もろくなった脳の細動脈に圧力が
かかって血管が破れる病気。
症状が重い場合は死にいたることもありますが、
軽い場合は多少の後遺症が残るものの日常生活に戻
ることができます。

★また、高血圧⇒動脈硬化⇒脳梗塞へも進みます
動脈硬化が進んで血液が固まり血管をふさぐ病気。
脳塞栓症と脳血栓症の２種類あり、脳塞栓症は脳出
血に比べると症状が軽くてすむことが多いです。し
かし脳梗塞は発作時の死亡は少ないのですが心臓障
害や血管病変を伴う場合は再発の危機にさらされま
す。
　脳出血は血圧の高さと関係が強く高血圧をコント
ロールすれば予防することが可能です。一方脳梗塞
は高血圧のほか動脈硬化の関与が大きく、大量の飲
酒や喫煙を控えることと糖尿病や高脂血症予防もポ
イントとなります。

★ほかには高血圧⇒心臓肥大⇒うっ血性心不全へ
と進む場合も
血圧が高くなると心臓は活発に収縮し心臓の筋肉は
どんどんと厚くなります。これが心臓肥大です。
大きくなった心臓は、さらに強い力で血液を送り出
す必要があり、高血圧を悪化させる結果になります。
血圧が高くなりすぎると心臓のポンプ力が追い付か
なくなります。これがうっ血性心不全で息切れや呼
吸困難といった症状が出てきます。

★さらに高血圧⇒冠状動脈の変化⇒虚血性心疾患
(狭心症、心筋梗塞)へ
高血圧や動脈硬化によって冠状動脈の流れが悪くな
り心臓の筋肉に血液がいきわたらなくなる状態が「
心筋の虚血状態」です。これが原因となり心筋が酸
素不足になって起きるのが狭心症、さらに進んで冠
状動脈が詰まったり血管が破けたりするのが心筋梗
塞です。

★また、高血圧⇒腎不全へと進んで人工透析へ
腎臓は１分間におよそ１００mlもの血液をろ過して
尿を作っています。
しかし、高血圧が続くと腎臓の血管も動脈硬化を起
こし腎臓に流れる血液に障害をきたします。
さらに高血圧の程度が進むと腎不全に至りそれが原
因で人工透析をせざるを得なかったり、尿毒症にな
るケースもあります。透析を受けている間も、血圧
の上昇には十分気を付けることを心して下さい。

高血圧はなぜ放っておけないのか？

★☆みんなの広場☆★
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