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日本人の死因の第１位はがんで、第２位が心疾患、第 4 位
が脳血管疾患です。心疾患と脳血管疾患を合わせた心血
管障害は約 24％で、がんに匹敵する割合となっています。
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女性の健康づ
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整形外科専門医。東京女子医科大
学卒業後、慶應義塾大学整形外科
学教室に入局。2017年11月、港区
芝に女性のための整形外科「ゆりク
誌上クリニック
リニック」
開院。女性が心身ともに美
「mom’s Clinic」院長
しく健康な人生を送れるよう医学的
先生 な立場からサポートしている。
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更年期障害を含めて、さまざま
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け入れ、必要な治療を必要な時
に受けられるようにしましょう。

まない生活を心がけるようにしましょう。

な女性特有の症状を総合的に診

血管が詰まったり、こぶができたりすることで血管の機能に
異常を来し、病気が起こります。脳への血管が詰まれば「脳
梗塞」、心臓への血管が詰まれば「心筋梗塞」、脳の中の血
管が破れれば「脳出血」になります。
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［脳の血管が詰まったり、
破れたりすると……？］

