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第２版序

御無沙汰しています。
臨床を離れて随分経ちましたが元気にやっています。さて、私の今までの記念品のよう
な本が出来たので皆さんに送付しますので御覧下さい。

今回の第２版は第 内科出身の先生方などを対象にして第１版に専門的な事項も追加記1
載しました。本当は薄いアルミで版を制作するのが１版、２版だそうですが、この本は
オンデマンド方式で制作していて本当の意味での第２版では無いのですが一寸格好を付
けて第２版などと銘打ってみました。

、 、現在産業医をしていますが 職員の皆さんへ医学知識の提供という事で始めたのですが
これが結構面白くなったので一冊の本にして第１版は限定２２冊出版にしました。

今回は専門的な知識を追加して皆さんの病院或いはクリニックに勤務する看護士、或い
はスタッフや事務の方などの医学知識修得にも大いに参考になるかとも思います。
是非、 の方々にもお見せ下さい。co-medical

※この本の最後には私の還暦記念出版でもありますので、私のつたない論文（症例報告
ばかりですが）を載せます。雑誌「心臓」に掲載された症例は高血圧グループの人には
懐かしい症例だと思います。西都市で孤軍奮闘していた頃宮崎県医師会雑誌に投稿した
症例も読んでみて下さい。臨床への情熱が感じられるかと思います。2

※さて、皆さんは患者さんへの説明、或いは病院内での掲示、一般の皆さんへの講演な
どで使用する医学関連のイラスト、図などで困った事は無いでしょうか？
私も、今回の本を出版するにあたっては随分苦労しました。下の２枚はいずれも

( ) ( )からCan stock photo http://www.canstockphoto.jp/ 123RF http://www.123rf.com/
有料でダウンロードした素材です。１枚 円程度です。この本の中で使用している大100
変綺麗なイラストなどはこれらのサイトから購入しています。

閉塞性肺疾患の肺の写真などはノバルティスファーマに許可を得ています。
その他初版では医学書から引用したりしていましたが、正式には転載許可がいるので
第 版では上述したようなイラストや図を使用しました。2

私には全く絵の才能が無いのですが、一応ワコムのペン
タブレットや色々なイラストソフトも購入してみて、描
いたイラストもあります。



※ 今回の第 版は、一般向けの人達に書いた箇所を残した所もあれば、削除した所も2
あり先生方には不要な部分もあるかと思いますが、色々な場所で一般の方々に講演され
る機会もあるかと思いますので、そういった際の参考になるかとも思いましたので、敢
えてそのまま、記載している所もありますので御容赦下さい。

また、全く著作権は行使しませんので（笑 、大いにこの本の内容で気に入った箇所は）
、 。コピーなりスライドにするなりして 活用していただければ私としても嬉しく思います

※下の 枚の写真は還暦祝いに家内と 人で佐世保とハウステンボスに行った時の写真2 2
です。佐世保の山の上にある弓張の丘ホテルに宿泊しましたが、この弓張の丘から映画
「ラストサムライ」のオープニングは撮影されたそうです。

もう 枚はハウステンボスの中でバグパイプ演奏していたお兄さん達に声をかけて一緒1
に撮った写真です。生のバグパイプは中々良いですね！
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産業医として平成 年 月から 月まで作成した「わかりやすい病気の話シリーズ」23 4 11
を、一冊の本にしました。人体の基本的な構造の解説（骨、筋肉、神経、内分泌 、）
血液検査、画像診断や薬の解説なども付け加えました。

イラストなどを多用して出来るだけわかりやすく解説したつもりですので、是非参考に
していただきたいと思います。
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（ ）より有料でダウンロードしています。インターネットで引用した図等に関してはサイトにhttp://www.123rf.com/

許可を得ています。その他医学書、雑誌からの引用（図も含む）は本文中や本書最後にまとめて記載しています。



（初版時の記載）【この本の使い方】

この本はわかりやすい病気の解説、解剖の基礎知識、検査所見の読み方、薬の説明な
どに分かれています。初めから順序よく見ていくと難しい箇所がありますので、興味の
ある所から読んでいただければ良いと思います。

イラストなども多用していますので、パラパラとめくっていただいて面白そうな図が出
てきたらその周辺だけでも初めは見ていただいて結構です。

色々な医学関連書籍も出ていますが、一般の人には難しすぎる本もあります。
この本は一般の人が読みやすいように工夫したつもりですが、少し物足りないと私が感
じた箇所については専門的な医学知識も追加したために、理解しにくい所もあるかと思
います。その点は御容赦いただきたいと思います。また、文体が統一できていない箇所
もありますが（ 、予めお断りしておきます。後半は特に殆ど「ですます」調は使用していません）
一般向けと医学書の中間に位置するような形の本にしたつもりですので、どうしても理
解できない箇所はインターネットなどで調べてみてください。

皆さん自身や家族の方が病気になった時など、この本を読んで参考にしていただきたい
と思います。

最近はテレビやインターネットに医学情報が氾濫していますが、特にテレビの医学情報
は殊更に見る人を怖がらせるような番組もあります。頻度の少ない病気などを誰にでも
起こりそうに説明したり、誤った医学知識を提供する番組もあります。
この本はそういった情報を見聞きした時に、正確に判断できるような基礎知識としても
役立つと思います。また、疾患の頻度についても出来るだけ記載しています。

この本の作成のために新たに数十冊の色々な分野（特にマクロ解剖、組織、薬理、細菌
） 。などの基礎医学関連 の医学書を購入して本の記載内容には正確さを期したつもりです

また、疾病（癌など）頻度についてはバラツキのある場合などは色々な本を総合して
記載しています。医学論文、研究発表も記載していますが異論のある場合もありますの
でこの点も予めお断りしておきます。新しい研究内容に関してはエビデンス（証拠）が
必ずしも得られてない場合もありますが、興味のあるものは紹介しています。

私もこの１年弱は相当勉強し直したので、錆び付いていた脳の神経細胞（ニューロン）
ネットワークが再構築して更に新しいネットワークも完成したのか、非常に頭の回転が

（ ）。 。早くなったような気がします 笑 人は何時までも勉強すべきだと改めて感じました
また、特に基礎医学を再勉強している過程で人体が如何にきめ細かく構成された生物で
あるかという事を再認識しました。
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頭蓋骨前面と眼窩解剖（イラスト解説） １９２

白内障、緑内障 １９３

正常眼圧緑内障、ぶどう膜炎、加齢黄斑変性症 １９７

鼻の解剖 １９８

鼻粘膜の電子顕微鏡写真 １９９

蓄膿（慢性副鼻腔炎）原因と治療 ２００

耳の解剖 ２０１

中耳炎

メニエル病 ２０３

人が音の高低を判断できる理由 ２０４

メニエル病の原因、診断、治療 ２０５

口腔の解剖（唾液腺の話） ２０６

食道の解剖 ２０７

逆流性食道炎（症状、診断、治療） ２０８

食道癌（診断；胃カメラの推奨理由） ２０９

食道癌のリスク（酒、禁煙）解説 ２１０

食道癌の悪性度の解説（リンパ節転移が早い） ２１１

胃とピロリ菌 ２１２

ピロリ菌（検査方法と駆除治療について） ２１３

胃癌（胃癌で死んではいけない理由） ２１４

胃癌や食道癌の胃カメラ治療（早期発見の意義）２１５

胃アニサキス（実際に私が撮影した写真付き） ２１６

寄生虫疾患解説 ２１７

小腸（解剖、腸重積） ２１８

大腸（解剖と働き） ２１９

大腸憩室、大腸ポリープ ２２０

大腸ポリープの種類と癌化リスクは？大腸癌 ２２１

眼の病気

鼻の病気

耳の病気

１３ 消化管の病気

唾液腺

食道

胃

小腸

大腸

１２ 眼、耳、鼻の話
１８８

２０２

肝臓の解剖 １７６

肝臓の解剖（８つの亜区域分類について） １７７

聴打診の話（ちょっと脱線） １７９

肝臓の働き（糖、脂質、蛋白代謝など） １８０

Ａ型肝炎 １８１

Ｂ型肝炎 １８２

医療従事者の針刺し事故に対する対応 １８３

Ｃ型肝炎 １８４

Ｃ型肝炎の3剤併用療法解説 １８５

脂肪肝 １８６

肝機能検査解説（γーＧＴＰなど） １８７

肝機能検査解説（ビリルビンと黄疸､AST,ALT）

１１ 肝臓の病気



潰瘍性大腸炎、クローン病 ２２２

痔（外痔核や内痔核、痔瘻などの解説） ２２３

ウイルスと細菌の違いは？ ２２５

風邪のウイルス、治療について ２２６

インフルエンザウイルスについて ２２７

抗インフルエンザ薬の作用機序、ノロウイルス ２２８

ロタウイルス、大腸菌Ｏ１５７ ２２９

膀胱炎、腎盂腎炎 ２２９

マイコプラズマ肺炎、レジオネラ、恙虫 ２３０

単純ヘルペス、三叉神経の解剖、口角炎 ２３１

帯状疱疹（写真有り）基礎疾患との関連 ２３２

海外旅行での感染症（ ） ２３３蚊によって媒介されるデング熱など

免疫、白血球の解説 ２３４

リンパ球の働き ２３５

抗生物質の種類と副作用 ２３６

脂質異常

気管支喘息

ここまでを、わかりやすい病気の話として印刷配布した。今回の本出版にあたって

追加記載している箇所もある。これ以降の項目はその後新たに執筆した部分である

続わかりやすい病気の話

１６ 生殖器系の病気
女性の生殖器

子宮

１５ アレルギー疾患 アレルギー疾患発症のイラストによる解説 ２３９

アトピー性皮膚炎（皮膚解剖） ２４０

気管支喘息 ２４１

最近の喘息、治療の考え方（JGL2009ガイドライン参考） ２４２

抗IgE抗体オマリズマブ解説 ２４３

アレルギー分類解説（イラスト）Ⅰ～Ⅳ型 ２４４

脂質異常（善玉、悪玉コレステロール解説） ２４６

脂質異常の食事療法（イラスト） ２４９

コレステロール摂取基準（ＣＩＪ） ２５０

中性脂肪と脂肪酸、ケトアシドーシス解説 ２５１

肝嚢胞解説（写真有り） ２５２

自然気胸解説 ２５３

お礼の言葉 ２５３

女性の生殖器

子宮の解剖 ２５５

子宮頸癌（診断、擦過細胞診クラス分類解説） ２５６

子宮筋腫、子宮内膜症 ２５７

１４ 細菌、ウイルス感染の話

同じ骨髄細胞から分化していく血液の話 ２３７

肝嚢胞

自然気胸



乳房の病気（乳癌） ２６０

乳癌のステージ分類と生存率 ２６１

男性生殖器

精子の構造 ２６３

男性ホルモン（テストステロン）解説 ２６３

男性型脱毛症（ＡＧＡ）と男性ホルモンの関係２６４

前立腺の解剖 ２６６

前立腺肥大（写真有り 、治療 ２６７）

前立腺癌（罹患率など） ２６８

鉄欠乏性貧血 ２６９

鉄欠乏性貧血の診断、治療 ２７０

血清鉄とヘモグロビン、代謝について ２７１

１７ 血液の病気

乳房

男性生殖器 ２６２

鉄欠乏性貧血

白血病 急性骨髄性白血病 ２７２

骨髄穿刺､急性骨髄性白血病の治療 ２７３

急性リンパ性白血病、慢性骨髄性白血病 ２７４

慢性リンパ性白血病､成人Ｔ細胞白血病(ATL) ２７５
悪性リンパ腫 ２７６

抗癌剤 ２７７抗癌剤

１８皮膚科他 発疹の分類 ２７９

白癬（みずむし） ２８１

口腔内、歯の構造 ２８２

歯周炎､舌解剖 ２８３

舌炎､舌癌 ２８４

睡眠時無呼吸症候群 ２８６

精神医学概説 ２８８

うつ病診断基準 ２９０

うつ病の経過と予後 ２９１

うつ病の治療 ２９２

抗うつ剤の解説 ２９３

うつに関連する法人の紹介 ２９５

うつ病治療のアルゴリズム ２９６

双極性障害（躁うつ病）､統合失調症 ２９７

口腔内､歯の解剖

舌解剖

舌炎､舌癌

１９ 精神医学
うつ病

抗うつ剤

卵巣 卵胞の成長 ２５８
月経のホルモン分泌と子宮組織の変化 ２５９



神経性障害

２０ ビタミンの話

２１ 細胞の核とＤＮＡ

２２ 老化の話

２３解剖の基礎知識
①骨の解剖

②筋肉の解剖

③神経の解剖

第２章 人体の構造（解剖の基礎知識）

てんかん てんかんの有病率､発作の分類 ２９９

てんかんの診断 ３００

てんかんと運転免許証 ３０２

パーソナリティ障害 ３０３

不安障害 ３０６

強迫性障害、解離性障害 ３０８

ビタミンＡ、ビタミンＢ ３０９

ビタミンＢ１ ３１０

脚気と腱反射、ビタミンＢ２，ナイアシン ３１１

パンテトン酸、ビタミンＢ６、ビオチン、 ３１２

葉酸、ビタミンＢ１２

ビタミンＣ、ビタミンＤ ３１３

ビタミンＤとカルシウム吸収 ３１４

紫外線と皮膚癌 ３１５

ビタミンＥ ３１６

サプリメントあれこれ ３１７

細胞の核とＤＮＡ ３１８

ＤＮＡと染色体、遺伝子 ３１９

老化の話 ３２１

老化の鍵を握るテロメアとは？ ３２２

活性酸素 ３２４

ＤＮＡのコピーミス ３２６

医療で使用する人体の呼び名 ３２８

解剖①人体を構成する骨の解説 ３２９

頭蓋水平面断 ３３１

手の骨の解剖 ３３２

手の解剖と手根管症候群 ３３３

足の骨の解剖 ３３４

足の骨と腱、筋肉、血管の関係 ３３５

胸郭の解剖 ３３６

解剖②筋肉の解剖 ３３７

上半身の筋肉 ３３８

筋肉の収縮（上腕二頭筋） ３３９

顔の筋肉の解剖 ３４０

解剖③神経の解剖 ３４１

中枢神経と末梢神経 ３４１

中枢神経の解剖、眼筋の解説 ３４２



⑤内分泌ホルモン

⑦血液型

⑧止血

（血液凝固）

静脈弁

④リンパの解剖

⑥細胞と組織と器官

自律神経

脳神経各部の働き ３４３

自律神経（交感神経と副交感神経） ３４４

静脈弁の働きと静脈瘤 ３４５

解剖④リンパ ３４６

リンパ概説、リンパの働きについて ３４６

リンパの流れ、乳癌リンパ節転移解説 ３４７

口腔リンパ節（口蓋扁桃など）解説 ３４８

解剖⑤内分泌ホルモン ３４９

内分泌ホルモン概説、浮腫の話 ３４９

内分泌ホルモン解説（図） ３５０

下垂体ホルモン解説 ３５１

副腎皮質ホルモン（ステロイド） ３５３

副腎髄質ホルモン ３５４

解剖⑥細胞と組織と器官 ３５５

細胞（細胞の大きさ比較他） ３５５

細胞の構造解説 ３５６

各種の上皮細胞解説（図） ３５７

上皮細胞の働き、構造解説 ３５８

結合組織 ３５９

筋肉組織 ３６０

解剖⑦血液型 ３６１

血液型解説 ３６１

血液型抗体解説、輸血について ３６２

Ｒｈ（＋）とＲｈ（－）、白血球抗原 ３６３

ヒト白血球抗原（ＨＬＡ）解説 ３６４

解剖⑧止血、血液凝固

止血のメカニズム、血液凝固の仕組み ３６５

凝固因子の解説 ３６７

血餅の消失する理由、凝固線溶系解説 ３６８

抗血小板薬解説、アスピリン ３６９

ヘパリン（イラスト） ３７０

ワルファリン ３７１

ダビガトラン ３７２

リクシアナ（エドキサバントシル） ３７３



尿

血液一般

血液生化学 ３８１

免疫グロブリン

脂質、血糖

腎機能、電解質

腫瘍マーカー

第４章 画像診断の話

レントゲン

放射線

胸部レントゲン

エコー

検査成績の見方、見開きの解説 ３７５

①尿検査 ３７６

腎臓の解剖と尿生成の仕組み ３７７

②血液一般検査 ３７８

ヘモグロビン、Ｈｔ、末梢血液像解説 ３７９

③血液生化学検査 ３８０

AST,ALT,LDH解説
グロブリン、ガンマグロブリン解説 ３８２

④免疫グロブリン ３８４

免疫グロブリン、血沈解説 ３８５

⑤脂質、血糖値 ３８６

脂質、脂質代謝、コレステロール解説 ３８７

⑥腎機能と電解質 ３８８

尿素窒素、クレアチニン、血液透析解説 ３８９

⑦腫瘍マーカー ３９０

CEA,αフェトプロテイン、PSA解説 ３９１

画像診断の話概説 ３９２

①レントゲン発見の歴史 ３９３

②放射線の単位（ベクレル、グレイ他） ３９４

放射線とは何か？ ３９５

③胸部レントゲン検査、肺の基本解剖 ３９６

肺炎、肺結核

間質性肺炎、ニューモシスチス肺炎 ３９８

肺癌、肺門リンパ節腫張 ３９９

縦隔腫瘍、胸腺腫、重症筋無力症 ４００

心拡大、心筋症、 ４０１

心不全 ４０２

胸水貯留 ４０３

④エコー（超音波）検査 ４０４

頚部エコー ４０４

頚部エコー、甲状腺エコー ４０５

乳房エコー ４０６

乳房の解剖、マンモグラフィー ４０７

心臓エコー ４０８

腹部エコー ４１０

ＣＴ、ＭＲＩ検査 ４１１

ＰＥＴ、シンチグラフィー検査 ４１２

第３章 検査成績の見方



痛風

鎮痛薬

薬の解説 見開きの読み方について ４１５

①高血圧の薬（ＡＲＢ、Ｃａ拮抗剤） ４１６

降圧剤の種類と作用機序 ４１７

ＡＲＢ解説（発売順毎に） ４１８

βブロッカー、利尿剤解説 ４２０

降圧剤の作用機序（Ｃａ拮抗剤など） ４２１

配合剤（ＡＲＢ+利尿剤などの）の薬 ４２２

利尿剤の降圧作用機序 ４２３

配合薬解説（発売順に） ４２４

②糖尿病治療薬（ＳＵ剤他） ４２６

糖尿病治療薬の作用機序 ４２７

αグルコシダーゼ阻害剤他の薬 ４２８

αグルコシダーゼ阻害剤、ＤＤＰ４阻害剤解説

③脂質異常症治療薬（スタチン系薬など） ４３０

脂質異常症治療薬の作用機序 ４３１

フィブラート系薬など ４３２

脂質異常症薬（陰イオン交換樹脂等）解説 ４３３

④痛風治療薬 ４３４

痛風治療薬の作用機序 ４３５

⑤鎮痛薬 ４３６

鎮痛薬作用機序 ４３７

⑥抗生物質 ４３９

薬物代謝酵素（Ｐ４５０）解説 ４４０

新薬開発について解説 ４４３

医療費の話 ４４４

私の論文とそれにまつわる想い出話 ４４７

高血圧

糖尿病

４２９

脂質異常症

抗生物質

薬物代謝酵素

私の論文集

参考文献 ４４８

付録１）抗不整脈薬解説 ４５４

付録２）滅菌と消毒の話 ４５７

付録３）わかりやすい統計の話（2頁だけ） ４６１

付録４）私が子供の頃の病院のイラスト ４６３

索引 ４６４

後書き ４９６

筆者写真集（必見！） ５００

後書き

筆者写真集

（大学病院研修医、江南病院勤務時代、心カテ室検査風景等々）

索引

第５章 薬の解説
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平成 年 月【わかりやすい高血圧の話】 23 7

今回は高血圧を取り上げます。我が国の とも言われ、糖尿病と高血圧患者は 万人4000
並んでいわゆる生活習慣病の中で治療を受けている方の多い疾患です。
最近は、テレビ、本、インターネットで色々な健康情報を目にしますが、時には間違

。 、 。った情報もあります そこで この文書で基本的な事を理解してもらいたいと思います

私は、臨床医の頃は循環器(心臓）内科を専門としていて心臓の中に直接カテーテル
という細い管を入れて検査をしたり、心筋梗塞の治療をしたりしていましたので心臓の
話も少しさせてもらいます。

次の順番でお話しします。
１）血圧の上と下の数値は何 ？ ２）遺伝と高血圧、高血圧の原因
３）高血圧は何故悪いのか？ ４）年齢による血圧変動について
５）高血圧で良くある質問 ６) 食生活や運動と高血圧の関係
７）高血圧の薬について

１）血圧の上と下の数値は何？

① 血圧を測定すると例えば とか言われますが、この という血圧は心臓が100/70 100
収縮して血液を押し出す時の力で、 と呼ばれます。 或いは も同じ収縮期圧 最大 最高血圧
意味です。心臓の押し出す力と血圧計で測る収縮期圧は少し違いますが、心臓が血液を
押し出す圧力だと考えてもらって良いと思います。

拡張期血圧 最小 最低血圧② という下の血圧は、心臓が拡張した時の血圧で とか 、70
と呼ばれます。実際は心臓( とよばれる所）が拡張して、血液が空の状態の時に左心室
は左心室の圧力は殆ど に近いのですが、血圧を測定する場所付近の圧力は 位まで0 70
しか下がりません。

（ ） 。③ 血圧の というこの数値の単位は何か？と言うと は水銀 です100/70 Hg、mmHg
昔の血圧計は、この水銀が使われていて、水銀血圧計と呼ばれていました。体温計も水

←水銀血圧計銀が使われていました。

14 13.6 100mmHg④ この水銀は重い金属です 水より約 倍も重いわけで 比重 血圧の。 （ ）、
という圧力は水銀なら つまり センチメートル上方に押し上げる力の事です100mm 10
が、水ならその約 倍の センチ（ センチの広さのガラス管内）を押し上げる力14 140 1
を持つという事になります。この強い圧力で心臓は全身に血液を送り出しています。
血圧には心臓の収縮と拡張が関係している事がわかったと思いますので、次頁は心臓に
ついて解説します。

ミリメートルエイチジー

diastolic(blood)pressure

mercury
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【心臓の位置と大きさ】
大きさはその人の拳 大心臓は左図のように横隔膜の上にあり、

こぶしだい

、 。と言われますが です200 300～ グラム

【心臓の働き】

上図↑を見て下さい

、 ）。皆さん学校で習ったと思いますが 心臓は つの部屋に分かれています( 心房 心室4 2 2
は静脈血、赤色の線 は動脈血を示します。青の線ー ー

全身から戻ってきた は①右心房から②右心室へ送られます。青色の静脈血
この右心室から肺へ血液は送られて肺で酸素を取り込むという事になります。

肺で酸素を取り込んだ動脈血は③左心房から④左心室へと送られます。
この左心室から全身へ血液が送られます。

④左心室の筋肉の壁は②右心室に比べて厚くなっています。これは、左心室が全身に血
左心室の筋肉の厚さは約 センチ 心臓は 回の収液を送る必要があるからです。 です。1 1

縮で の血液を送り出し 分間心臓が働くと、実に ～ リットルも60~100ml 1 4 6ます。
出します。の血液を送り

横隔膜

正面から見た心臓と血管

右心室

右心室は正面にあるが

心筋で見えない｡
左心室

上大静脈

肺動脈

右心室から肺動脈へ静脈血が

駆出され肺へ送られる｡

肺へ

肺静脈

心
室
中
隔

これを心拍出量（cardiac output）と呼ぶ。

①右心房

②右心室

上大静脈

④左心室

③左心房

下大静脈

胸部大動脈

肺動脈

三尖弁 僧帽弁

右心房（Ｒight Ａtrium;ＲＡ）
右心室（Ｒight Ｖentricle;ＲＶ）
左心房（Ｌeft Ａtrium;ＬＡ）
左心室（Ｌeft Ｖentricle；ＬＶ）
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２）遺伝と高血圧、高血圧の原因
血圧を上げる要因は幾つかあります。 や、食事中の 、 などです。遺伝 塩分 ストレス

遺伝による高血圧①

動物実験では必ず高血圧になるネズミがいて、高血圧ラットと呼ばれます。
人間では遺伝因子が確実に証明されるものは少なく、現在研究中ですが、多くの文献や
学会発表は遺伝が関係するとしています。
例えば、 、片親が高血圧なら子供両親が高血圧なら子供が高血圧になる確率 45~50%

が高血圧になる確率 など。25~30%
(高血圧と遺伝 、及び高血圧の診断と治療；遺伝因子、ヒト高血圧の遺伝素因より参照)clinician No322

塩分のとり過ぎによる高血圧②

過剰な塩分摂取は血圧上昇の原因になります。後で、食物の塩分量を記載しますので
参考にして下さい。高血圧の方は を目標にします。1 6g日の塩分摂取量
高血圧治療ガイドラインでは積極的に果物、野菜を摂取するよう推奨していますが、

これは果物や野菜に含まれる という事です。カリウムが血圧降下に有用

ストレスによる高血圧③

ストレスが原因の高血圧もありますが、 します。次頁で説明します。自律神経が関係

腎臓など他の臓器の障害やホルモンの異常による高血圧④

されます。腎臓に障害があると高血圧になる腎臓からは血圧を上げるホルモンが分泌
事があります。例えば、慢性腎炎から腎不全になると、血圧が上昇します。血圧の薬に
は、このホルモンをブロックするものがあります。

（ と腎臓の上にある副腎に腫瘍が出来て高血圧になる事もあります。 原発性アルドステロン症
また、呼ばれ最近 程度の人に見られるとの報告がある；横浜労災病院の横浜、東京スタディより 。6~10% ）

バセドウ病などのように します。これは甲状腺の働きが活発になりすぎても血圧が上昇
甲状腺ホルモンが基礎代謝を活発にするホルモンであり、脈拍を増加させ、心臓の活動
を活発にするからです（ 。甲状腺ホルモンは交感神経も刺激します）

、 、その他 漢方薬の甘草の成分であるグリチルリチンが血圧を上げる事もありますので
かんぞう

高血圧で漢方服用中の方は一度確認して下さい）高血圧の方は注意して下さい （。

このような他臓器の異常などが原因の高血圧を と呼びます。二次性(続発性）高血圧
いわゆる普通の高血圧は と呼ばれます。本態性(原発性、一次性）高血圧

（高血圧治療ガイドライン による）高血圧の約 はこの本態性高血圧90% です。 2009

腎性高血圧と呼ぶ

heredity

renal hypertension
primary aldosteronism
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【この頁ではストレスと高血圧に関連して、自律神経の話をします 】。

自律神経失調症という言葉を聞きますが、 と という 種類の神経交感神経 副交感神経 2
から成り立ち、お互いでバランスを取りあっています。自律神経は電気を伝える電線の
ような働きをしていて、解剖すると大きな自律神経は肉眼でも見えます。

交感神経と副交感神経はどんな作用をしているのか？

朝、起きて「さあ、これから仕事だ！」となると、交感神経優位になり、休息する時
は副交感神経が優位となります。

交感神経からはアドレナリン（エピネフリン）やノルアドレナリンというホルモン①
され、血管を収縮させ、心臓の働きを活発にするので血圧を上げます。が分泌

人前で話をする時など、アドレナリンが分泌されドキドキします。交感神経は汗腺にも
かんせん

作用するので手や脇の下などに汗をかくということになります。

緊張しすぎて、仕事で人と話をする時など汗をかきすぎる人 ）がいますが、② (多汗症
たかんしよう

、 。こんな人の治療の一つとしてこの交感神経をブロックしたり 切除する手術もあります

この させます。気管支が炎症やアレルギーで収縮③ 交感神経ホルモンは気管支を拡張
して狭くなる気管支喘息の治療薬としても使われます

喘息の薬は交感神経を刺激して、動悸のする患者さんが昔は見られましたが、最近
は、選択的に作用する薬の開発により副作用は少なくなりました。 喘息の方は夜間に

、 、 。症状が悪化しがちですが 夜間に副交感神経が優位になり 気管支が収縮するからです

スズメバチなど蜂に刺された時に起こるアナフィラキシーショックによる血圧低下④
時もこのアドレナリンの注射が昇圧剤として使用されます。

スズメバチ→

させます。緊張すると喉がカラカラに⑤ 交感神経優位になると、唾液腺の分泌を減少
のど

乾くのはこの交感神経優位のため、唾液腺分泌が減少するためです。

副交感神経が優位になると、胃など消化管の⑥ 休息時などは副交感神経が優位です。
になります。逆に交感神経は胃などの消化管の働きを抑えます。ストレスが働きが活発

胃のもたれなどを引き起こす原因の一つになるわけです。

副交感神経を遮断(ブロック)して、胃⑦ 胃カメラの検査前に注射をしますが、これは
ためです。この注射は副交感神経をブロックするので、逆に交感神経のの動きを止める

働きが優位になり、人によっては動悸がする人もいます(私もその一人ですが 。、、）

adrenaline epinephrine noradrenaline

hidrosis

anaphylactic shock

胃カメラの前に副交感神経遮断剤

asthma

salivary glands
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３）高血圧は何故悪いのか？

高血圧を長期間治療せずに放置しておくと、脳卒中(脳出血、脳梗塞）や心筋梗塞な
どの原因になります。 のが大きな原因です。高血圧が動脈硬化を引き起こす

★ 何故血圧が高くなると動脈硬化を引き起こすか？と言うと、わかりやすく言えば
からです(下図参照 。血管の中の圧力が高いと一番内側の膜(内膜）を傷つけてしまう ）

★ 傷つけられた内膜には色々な物質が入り込み、内膜などを肥大、変化させて動脈硬
化を引き起こします。動脈硬化の状態になった血管の断面を示したのが下図です。

動脈硬化で血管が狭くなった箇所

狭くなった所に が出来ると血液が流れ血栓
なくなる→これが です。梗塞
（ 脳血管の閉塞が脳梗塞、心臓の血管なら心筋梗塞）

動脈硬化を起こした血管はもろくなり、
収縮期圧が上昇すると、今度は小さい血管
が破れて出血(脳出血など)となります

★動脈硬化を引き起こすのは高血圧以外に などがあります。糖尿病、脂質異常症、喫煙
こういった原因以外に高齢になる事も動脈硬化の原因の一つですが、残念ながら、これ
だけは避けられません。

動脈硬化は短期間で起こるわけではありません。徐々に変化が起こりますが、症状が
無いので治療を中断してしまう方も多いわけです。
次の頁では具体的な脳卒中の発生率と高血圧の関係を説明します。

LDLコレステロールが内皮細胞へ侵入

ケモカイン（化学物質）

分泌↓

単球を呼び寄せる

↓

単球はマクロファージ

となって酸化

LDLコレステロールを貪食
↓

泡沫細胞となって

プラークが形成される

酸化LDLコレステロールとなる

中膜
外膜

thrombus

infarction

cerebral infarctions myocardial infarction

diabetes mellitus

外膜

中膜

高血圧が続くと内膜の内皮細胞を傷付けてしまう。そこへ

ＬＤＬコレステロールが侵入してプラーク形成が始まる。

内膜

動脈は内膜、中膜、外膜の３層で構成される。

LDLコレステロール
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【脳卒中と高血圧】

下図を見て下さい。九州大学医学部が 年から福岡県の久山町（福岡市の隣）で1961
高血圧研究を続けている有名な です。 才以上を対象として、住民の が疫学研究 40 80%
受診。驚く事に！住民が死亡した時には - の人達が解剖を受けていて死因が確定40 ~80%
されます。毎年の解剖割合（ と言います）は久山町役場 の統計データ→健康剖検率 HP

ぼうけん

に記載してあります。
（現在の久山町の人口は約 人）8000

横軸に血圧値、縦軸に 人あたりの脳卒中発生率を示します。1000
人の住民を何と 年間追跡調査しています。580 32

御覧のように血圧の数値が高い人ほど脳卒中の発生率が高くなっています。①
赤四角で囲んだところを見て下さい。
収縮期血圧 （または拡張期圧 ）の人に比べて収縮期圧 以上（または130-139 85-89 180
拡張期圧 以上の人）は実に 倍近く脳卒中の発生率が高くなります110 5

また、正常血圧の人達でも（ 正常血圧 の所を見て下さい）血圧は低い程脳卒中② ← ー
発生率が低い事がわかります。
このようなデータ解析により、後で説明しますが、高血圧と診断する数値が決定される
事になります。

高血圧正常血圧

久山第1集団60才以上の男女 580名 追跡 32年、性・年齢は調整対1000人

６１.７
＊

２３.８
＊

２３.８
＊

１２.５
８.９７.３

血圧が高くなるほど脳卒中発生率が

高くなる！

血圧別に見た脳卒中発症率

２０

４０

６０

８０

０血圧

収縮期圧

拡張期圧

＜１２０

かつ

＜８０

１２０ー１２９

または

８０ー８４

１３０ー１３９

または

８５ー８９

１４０ー１５９

または

９０ー９９

１６０ー１７９

または

１００ー１０９

１８０＜

または

１１０＜

ひさやま

発症率

（人）
※P＜0.05(対＜120/80mmHg)

高血圧脳卒中ガイドライン2009（日本高血圧学会）
P3の図1-2改変引用（この作図の基本になっている
文献はArch Intern Med2003;163:361-6）
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４）年齢による血圧変動について

血圧の値は年齢で変動します。これは仕方の無い事ですが、年を取るにつれて動脈の
弾性(しなやかさ）が失われるからです。若い人の血管は水を流すゴムホースのように
しなやかです。ゴムホースは水を流すと、膨らんだり縮んだりして圧力調整できます。
高齢な人或いは動脈硬化のある人の血管は水道管のような硬い血管に近づきます。
また、細い管になれば当然同じ水量を流すのに高い圧力が必要です。

下図を見て下さい。これは東京都内の１万人を対象にした血圧の測定結果です。
横軸に年齢、縦軸に血圧値を示します。 代から次第に年齢と共に 収縮期圧は上昇10 ①
します。 拡張期圧は 歳代くらいまでは上昇しますが、その後は 歳代くらいまで② 40 70
は殆ど変化せず、逆に 歳代以降は拡張期圧は低下していきます。70

若い人の血管はゴムホースみたい
→

年取ってくると水道管のように
血管壁の弾力性が減少する！

→

脈圧の正常値は 以下と言われます50

高齢になって脈圧が を越えると血管に負担がか50

かると言われます（議論のあるところですが）

Arterial Stiffness動脈壁の硬化と老化No.8 2005より改変引用

。 。もう一度上図の 脈圧を見て下さい 脈圧は収縮期圧から拡張期圧を引いた数値です③
例えば ／ の血圧の人なら － ＝ で脈圧は となります。100 70 100 70 30 30
（脈圧の正常値は ～ 程度と言われています ）30 45 。

脈圧は収縮期圧が年齢と共に増加するため高齢になるほど増加します。
歳以降は脈圧が大きいと血管に負担になり悪影響がありますが、 歳以下は影響が60 60

無いとの報告もあり、余り気にしなくて良いと思います。
( 年高血圧学会発表「家庭血圧測定で得た脈圧の脳卒中発症予測は高くない」参照)2007

これ以外にも、年齢による血圧上昇には若い頃からの塩分

摂取により、次第に血圧が上昇していくと言われています。

塩分蓄積が年齢と共に血圧を上昇させる可能性があるという

事ですが、詳しいメカニズムの解説は難しいので、省略します。
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【高血圧と診断される数値は？】

高血圧と診断される数値は世界中の医療施設が沢山の人々を調査して得られたデータ
を解析して行われます( と呼びます 。疫学調査、疫学研究 ）

高血圧ガイドライン では以下のような場合は高血圧としています。ただ後で述2009
べますが、血圧は１日朝から夜まで変動していますので(血圧の 、 回の測定日内変動） 1

にちない

値だけでは診断出来ません。１日のうちで、この血圧の数値を上回る事の多い方は注意
が必要だという事になります。

（ただし とする。高血圧と診断される数値は？ 75 150/90歳以上は 未満を中間目標
逆に 未満は高齢者には心血管のリスクが増加す診察室(病院）血圧 140/90 120/60

）家庭血圧 135/85 るとの報告も有り：日本内科学会雑誌 ，Feb10 2011

多くの人達の血圧データから、この数値を上回ると、脳卒中や心筋梗塞を引き起こす
リスクが高くなるという事でこの数値が決定されています。

５）高血圧で良くある質問

【血圧の薬は服用開始すると辞められないと聞いた。途中で辞められないのか？】

辞める事の出来る人もいる 本態性高血圧答えは「 」です。ただ、多くの方はいわゆる
で、遺伝(体質)を受け継いだ形の高血圧ですので服用を続ける必要があります。

薬を辞められる人は、ストレスや過労のために一時的に高血圧になっていたり、塩分
を過剰に取りすぎている人達で食事療法の効果があって、血圧が下がった人達です。
塩分に限らず後で説明しますが食生活全般の改善や運動療法により血圧が正常になった
方達も薬は不要となります。

肥満な人の体重が減少した場合にも血圧が低下して薬が不要になる事があります。
心臓が血液を余分に駆出するので、血圧が高くなる人が多くなります。
また、肥満は交感神経活動を刺激する（血圧上昇につながる）とも言われています。

【朝、自宅で測定した血圧は正常だった。病院の血圧は高い。血圧計の故障や、血圧測
定の方法が間違ってないか？】

これは つの問題を含んでいます。即ち、病院内では緊張して血圧の上がるいわゆる2
と、 です。次頁ではこの日内変動について説明します。白衣高血圧 血圧の日内変動
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【血圧の日内変動について】
下図に 未治療高血圧患者さんと正常血圧の方の日内変動を示します。

←未治療高血圧患者
（高血圧患者には特に早朝に高くなる
人がいて、 と呼びます）早朝高血圧

←正常血圧の人

早朝 時頃から血圧は上昇6
夕方 時頃から下降して6
睡眠中は低い。

上図を見て下さい。起床前後の午前 時頃から次第に血圧は上昇します。午後 時① 6 6
頃から血圧は下降して、就寝中は低い状態が続きます。

朝から夕方までは交感神経優位のため血圧は上昇するのに加えて、仕事中はストレス
で更に交感神経を刺激して、血圧が上がります。

最近は、この仕事中の血圧上昇(自宅や病院で測る血圧は正常）が問題になってい②
ます。このような人達の高血圧を と呼びます。仮面高血圧

仮面高血圧は心臓、脳疾患の発生率が高くなります。私が職場へ行き、血圧を測定③
すると高い人がいます。自宅や健康診断の血圧は正常だから血圧計や、血圧測定方法が
おかしいと言う人がいますが、仮面高血圧の状態にあるという事です。
ストレスを上手に発散させる必要もあるという事になります(難しいですが 。）

仕事をしている間の約 時間（それ以上もちろん仕事をする人もいるわけで 、血圧8 ）
が高い状態が続くのは正常血圧より心臓や脳血管疾患のリスクが少し高くなるという事
です。

夜間は副交感神経優位

早朝から次第に交感神経優位となり、日中

交感神経優位となって血圧上昇傾向

更にストレスが加わると、交感神経刺激

仕事中などに血圧が高い状態が続くのを

仮面高血圧と呼ぶ。ストレスに弱いとも

言えるかも知れないが、これらの人達の

心、脳血管障害頻度は正常者よりも高い

masked hypertension

仮面高血圧の頻度は一般住民で約10％、高血圧加療中の患者で11～30％と言われている（高血圧学会
発行の家庭血圧測定の指針）。
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５）高血圧で良くある質問 【販売されている家庭用の血圧計は信頼できるのか？】

最近の家庭用血圧計は、圧力センサーが血管壁の振動（脈波）を感知して血圧を測定
するため、ほぼ正確に測定できるようになりました。但し、指や手首で測定するタイプ
は避けて下さい。小さい血管は正確にセンサーが感知できません。

医療スタッフは聴診器で音を聞いて血圧を測定しますが、これはどうしているか？
と言うと → 空気を送り腕の動脈の血流を一時的に遮断→ 空気を抜いて緩める→
血液が流れて音が聞こえ始める→最初の聞こえ始める音が収縮期血圧です。
更に緩めると聞こえ続けていた音が消える→音が消える時が拡張期圧です。
（ 聞こえる音を と言い 段階に分かれますがここでは省略します）コロトコフ音 5

おん

【血圧は右左のどちらで測定するのか？】

人の健診で行った上腕血圧の左右差に関する研究報血圧の左右差は 以内が正常10mmHg （1090

告他；東北大学大学院高血圧学会発表による）
高血圧ガイドライン は初回の血圧測定時には左右両側で測る事を推奨。皆さんも一度は左右で血圧2009

測定して下さい。ガイドラインは右腕で測定するべきだとか言っていません
【 】左と右で 以上血圧の差がある人は注意が必要20mmHg
血圧に左右差（収縮期圧 、拡張期圧 以上)のある場合は異常です。20mmHg 10mHg

、日本内科学会雑誌 )(Br Med J 322:981-985,2001 Feb10,2011

これはどういうことかと言うと、上図の左肩の狭窄したら？ の所を見て下さい。
動脈硬化で狭窄が起こると、血流が悪くなり左腕は右腕に比べ血圧は低くなります。

解離性動脈解離（血管の内部が裂ける）が起こる事もあります。石原裕次郎さんがこの
（胸部大動脈） 足の血管に起こる場合を と呼ぶ）大動脈瘤 で手術をしました （。 閉塞性動脈硬化症

喫煙本数の多い人にも左右差が見られます。動脈硬化だけでなく (高安病；脈無し病）で大動脈炎症候群
血管が狭くなっても見られます。若い女性に見られ、私も臨床医の頃 人ほど治療経験がありますが、3

希です（現在全国で 人の患者がいて、難病指定疾患です 。5000 ）

最初に販売された家庭用血圧計はマイクで音を感知して血圧測定していたため不正確だった｡現在は正確に測定可能

総頚動脈

椎骨動脈

答えはどちらで測定しても良い｡但し左右差に注意。

狭窄したら？

右上腕動脈 左上腕動脈

common carotid artery

vertebral artery

lt brachial arteryrt brachial artery

上行大動脈

収縮期圧左右10mmHg未満

観察経過年数

収縮期圧左右10mmHg以上

SBP=Systolic Blood Pressure（収縮期血圧）

上図はBMJ2012で報告された上腕収縮期圧左右差10mmHg以上の
生存率である。この報告は230名の高血圧患者を10年にわたって
観察して、心血管系の死亡率等などを報告している。

BMJ2012;344:
e1327より改変引用

狭窄したら？

dissecting aortic aneurysm arteriosclerosis obliterans(ASO)

aortitis syndrome Takayasu's disease

余談だが、閉塞性動脈硬化症は我が国独特の名称で、Cecil、Harrisonの内科学書（2012）ではPAD(Peripheral Artery Disease)＝末梢性動脈疾患である｡
閉塞性血栓血管炎(Thrombo Angiitis Obliterans＝TAO, Buerger's disease）は動脈硬化を原因としない。喫煙の関連もあるが、原因は特定出来ていない

Korotkoff

カフ・オシロメトリック法
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日本高血圧学会の家庭血圧測定の指針第２版（2011 9月発行）による

①家庭血圧は再現性が良好

②家庭血圧は診察室血圧より予後予測能が高い

③家庭血圧はテレメディシン（データ蓄積、病院へ転送）にも応用できる

④家庭血圧は白衣、仮面高血圧の診断にも極めて有用

仮面高血圧の頻度は一般住民で約10％、治療中の高血圧患者で11～33％と報告されている。

①測定部位（上腕）

②装置の精度確認 聴診による血圧計との差が５mmHg以内である事（各２回の測定を推奨）

2008年日本の家庭血圧計
販売台数350万台/年

3500万台が各家庭に配置

（聴診によるK音法；Korotkoff音法という主観的な測定法にも問題は残るが、現在の病院などの血圧
測定はこの方法が主体になっているとも、このガイドラインは述べている（P24）

家庭血圧計は使用開始時の精度確認と共に定期的に（原則として1回/年）
精度確認が行われる事が望ましいとしている。

③測定条件 家庭血圧は以下に示すようなある一定の時間で測定することが、薬剤効果の判定

等を含めて望ましいとしている。

朝の家庭血圧測定時間

晩の家庭血圧測定時間 就寝前、座位1～2分の安静後

①起床後1時間以内
②排尿後

③降圧剤服用前

④朝食前

⑤座位1～2分安静後

これらの総ての時間帯に測定するのは

実際には困難であろうが、数週間でも

測定を行ってもらえれば医師も参考になる。

その他職場での血圧測定は仮面高血圧の判断にも役立つが、この点に関しては

将来の手首測定血圧計の精度向上で判断しやすくなるだろう、としている。

実際に職場で血圧を測定するのは困難なこともあるので。

④家庭血圧を利用した高血圧の診断と降圧目標について

家庭血圧値は診察室血圧値より一般に低値を示す。JNC6,7やESH-ESC2003ガイドラインでは欧米の
断面調査や大迫研究を根拠として家庭血圧135/85が高血圧の基準としている。
1999年のWHO/ISHガイドラインは125/80が診察室血圧の140/90に相当するとしている。
従って125/80未満は正常血圧としている。

家庭血圧測定の指針
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６) 食生活や運動と高血圧の関係
（ ） ）改善が期待できるのは 摂取 カリウム摂取① ② ③減塩 果物や野菜 お茶 カテキン（

です。 も血圧を下げます。④ ⑤ ⑥酢（黒酢）やゴマ 魚類の摂取 運動や肥満解消
また、 が高血圧になりやすいという報告も見られます。⑦カルシウム不足
ただし、②～⑦に関しては過度な期待は禁物です。それぞれについて以下説明します。

減塩による血圧降下作用①

塩分が何故血圧を上げやすいかと言うと、梅干しなどの漬け物を作る時の事を考えて
もらえばわかりやすいと思います。血管の中に塩分が多くなると周りの細胞から水分を
吸収して血管の中を流れる体積が増加します。 それを血管の中を流れる血液量が増えて
流すための血圧も上がるという事です（実際は少々複雑ですが 。）

食塩感受性高血圧（食塩制限が効果のただ、実際には食塩制限をして血圧が低くなる
の患者さんは と言われています。食塩感受性高血圧ある高血圧） 高血圧患者の約 40%

約 は食塩とは塩分摂取が血圧に敏感に反応すると考えても良いかもしれません。 60%
（人種間の差などで，血圧制限してもなかなか血圧が下がりにくい人達という事になります。

コントロールシステムに差があり、 と言われます）黒人では約 が食塩感受性高血圧70%

（ ）具体的な食物の塩分量を下に記載しますので見て下さい。 一部写真は厚労省資料などより引用
私は全く料理が出来ませんが、塩分 グラムが小さじ山盛り（左図）10

高血圧治療この 以下（ ）が以前の高血圧患者の目標値でしたが、10g 7g
にしています。ガイドライン では、更に少ない を目標2009 6g

）（御菓子などの袋にナトリウム○○ と記載されている場合その が塩分量g 2.5倍 です

4g←塩と言えば代表的な梅干 ← ラーメン一杯で塩分
6g1 10g 2g個 で塩分 味噌ラーメンは

（味噌にも塩分あるので）（最近は減塩梅干しも有り）

← 食パン 枚（ ） ← バター大さじ 杯（ ）1 60g 1 12g
0.8g 0.2g塩分 塩分

100g 100g← ロースハム ← ポテトチップ
3g 0.7g塩分約 塩分（ 枚あたり約 ）1 0.3g

、 。★ その他の食品塩分量は 本やネットでも調べられますので皆さんも一度見て下さい
ただ、 と意外に少なく現在の日本人の食塩摂取量の平均値は、男性 、女性12.0g 10.3g

（厚労省 平成 年国民健康・栄養調査結果による；調査世帯は 世帯 人）なっています。 19 6000 18000

縄文時代など石器時代は塩が無かったので塩分摂取量約 と少なかったと言われています）（ 2g

私も最近晩酌のつまみ

に食べ過ぎてしまう！

３グラム

０
.７グ
ラ
ム

０.８グ
ラム

２グラム

０.２グ
ラム

salt

塩分１０グラム Na,Naclの分子量
から計算する

４グラム
今後は塩分量で記載されるはず



- 13 -

野菜や果物の摂取が血圧を下げる②

野菜や果物の 役割をして，血圧を下げます。カリウムがナトリウムを体外に出す
野菜には する）があり， もあるので、抗酸化作用（活性酸素を阻害 癌発生抑制や老化防止作用
高血圧以外の方も積極的に摂取して下さい。ただし、健康食品などで販売されているカリウム
の錠剤を摂取するのは高カリウム血症になる危険性がありますので、やめて下さい。

お茶（カテキン）の血圧に対する効果③

腎臓から分泌される血圧を上げるホルモンをブロックして、血圧を少し下げる効果が
文献； べにふうき」緑茶連続飲用による血圧上昇抑制（独立行政法人農研機構）参照あるようです。 「

酢（黒酢）やゴマが血圧を下げる効果④

酢やゴマもカテキンと同じように血圧を上げるホルモンをブロックする事が医学的に
）証明されています ；。（高血圧自然発症ラットに対する大麦黒酢の血圧降下作用 日本食品化学工学会誌 2008

（ゴマに関する文献は ( ) ( )参照）Biochem.,70 5 ,1118-1126 2006

最近、この酢とトマト（カリウムが多い）を組み合わせた健康食品も販売されている
ようですが、血圧降下作用は薬ほど強くないので過信は禁物です。

魚類（不飽和脂肪酸）の降圧効果⑤

。魚類 不飽和脂肪酸 の摂取が多い人は血圧が低い傾向にある（ ） 事が報告されています
また、心筋梗塞の発症率も低いとの報告もあります。また、魚油の摂取が血圧低下作用

（高血圧治療ガイドライン や米国の医学雑誌 などによる）があるとしています。 2009 Hypertension

運動や肥満解消が血圧を下げる効果について⑥

があります 。ただし、血圧コントロール運動には降圧効果 （高血圧治療ガイドライン 2009）
が出来ていない状態（収縮期血圧 以上で、長期間高血圧が続いていた方など）での180

血圧 以下なら、毎日 分運動は脳出血の危険がありますので、注意が必要です。 160 30
（有酸素運動とは以上、いわゆる有酸素運動程度（脈拍数 ～ 分）を目安100 110/ にします

。最大酸素摂取量の 程度の運動の事；運動は善玉コレステロールも上昇させる50% ）
（高血圧治療ガイドライン ）2009

どの程度までの運動が可能か正確に知りたい方は医師に相談して下さい。
（ ）運動負荷心電図 ベルトコンベアーのような器械の上で運動して心電図変化を記録する

などで心電図変化などが起こらないかなど確認できれば一番良いと思います。
また、心臓の超音波検査を受けると、心臓の左心室の筋肉肥大の有無や、収縮力など

（高血圧が続くと左心室にも負担がかかります 。も確認できます ）
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６）高血圧の薬について
前頁で説明した食事療法や運動療法でも血圧の下がらない人は（血圧 ）140/90 以上

あきらめて？薬を服用しなければなりません。私も、 年近く患者さんと接していた20
ので薬を出来るだけ服用したくないという気持ちは良く理解できますが 。、、

現在は、以下の 種類の作用機序を持った薬が主に使われています。4

（ ）①腎臓から出る血圧を上げるホルモンをブロックする アンギオテンシン受容体拮抗薬 などARB

(カルシウム拮抗剤)②血管を拡張させたり、心臓の血液を送り出す力を弱める
交感神経の働きをブロックする 利尿剤③ ④

side effect【薬の副作用について】
薬は化学合成された人体には存在しない物質なので、体が異物として認識して副作用

の出る事があります。 副作用はどの薬にも見られる発疹などもあれば、薬の作用機序
。 、により特有なものもあります 薬を服用して数ヶ月間血液検査で肝機能異常なども無く

症状も無ければ、その人との相性が良かったという事になります。

血圧の薬も人によって副作用の見られる事があります
例えば、前頁で説明した血管を拡張させたり心臓の働きを抑える薬（一部のカルシウム
拮抗剤）は脈拍数が増加して動悸のする事があります。このような場合は、医師に遠慮
せず相談して下さい。この場合だと、①の腎臓に作用する薬に変更したりします。
（或いは③の薬と併用する事によって動悸が抑えられる事もあります）

副作用が出ると「薬を飲むと却って体調が悪くなるから辞めよう」と言って、血圧の
治療を中断する人がいます。実際服用しなくても高血圧の人は症状が無く、何ら支障が
無いように感じます。

しかし、この文書を読まれておわかりのように、高血圧はゆっくり数年単位で確実に
動脈硬化を進行させるので、治療の継続が必要です。糖尿病も同じですが、体が徐々に

。 、変化する事に気付きにくい病気の怖さでもあるわけです 喫煙も病気ではありませんが
気付かない間に、次第に体が悪化する高血圧や糖尿病に近いものがあります。

【治療を受ける病院の選び方について】

副作用が出た場合の対処などを含め、薬の作用機序を良く理解している循環器内科で
治療を受けるのが理想的です。循環器は私のような心臓専門と高血圧専門の２グループ
に分かれている事が多いですが、どちらでも構いません。
私が指導した後輩或いは先輩、同期生など知っていますが、残念ですが！この文書で

は紹介出来ません。

ジヒドロピリジン系カルシウム拮抗薬がこの傾向が見られたが、最近は徐放錠や薬そのものの変化でこの副作用は少ない。

この系統の薬がニフェジピン(アダラート）、最近良く売れているのがアムロジンなど。逆にジルチアゼム系統の薬(ヘルベッサー等）は徐脈傾向。

命をすり減らしていく喫煙

喫煙の怖さは本書6喫煙の健康被害
を是非、御覧下さい！

No Smoking ！

降圧剤については本誌416～425頁で詳細に解説している
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【続発性(二次性)高血圧の原因となる原発性アルドステロン症について】
副腎 アル腎臓の上に という小さな臓器があるが､この副腎に出来る腺腫から分泌される
という血圧を上げるホルモンが分泌される事により高血圧となる。ドステロン

最近の我が国での報告（ ）でも、 に横浜労災病院西川哲男先生らのグループ 高血圧患者の ～6 10%
この原発性アルドステロン症があるとしている。診断出来れば腺腫を切除する事により
降圧が可能で有り場合によっては降圧剤が不要になるケースもあるので以下解説する。

副腎は腎臓の上にある
腎臓

尿管

腎動静脈

腎臓の上にある長さ4～6cm、幅1～2cm、厚さ4～6mm、重さ約4g
の小さな臓器であるが、ホルモン産生する重要な器官である。

1995~1999年に行われたYOKOHAMA STUDYでは1020例の高血圧患者の6％、
2004～2007年に行われたTOKYO STUDYでは1435例の高血圧患者の10.6％
に原発性アルドステロン症が確認された。(Hypertension Res 2006,29)

高血圧患者さんはどのようにしてこの原発性アルドステロン症を診断してもらえば良いだろうか？

上記の患者さんはまずは「原発性アルドステロン症の可能性は無いか？」医師に質問する事。但し、残りの38％
の人には特別な異常が無いので下記に示すような検査方法でいずれにしてもチェックしてもらうと良い。

原発性アルドステロン症のスクリーニングには血液検査でレニン、アルドステロンのチェックをする！

レニンは腎臓で産生されるホルモン。レニンからアンギオテンシンへと変換され、最終的に副腎からアルドステロンが

産生される。このレニン、アルドステロンの数値とレニンとアルドステロンの比(割り算）でスクリーニングを行う。

腎盂 腎盂（じんう）は尿管へ注ぐ付近で

この部分の細菌感染（殆どは大腸菌）

が起こると腎盂腎炎となる｡

血中レニンが1~1.2ng/h以下で血中アルドステロンが10～12ng/dl以上の場合；
アルドステロン/レニン比20以上なら原発性アルドステロン症の精査をする。ＣＴで発見出来ない６mm以下
の微小腺腫もあるので、内分泌負荷試験を行うのが望ましい。専門医でカテーテルによる両側副腎のアルドステロン

測定を行い確定診断が得られる。

実際のスクリーニング方法は？

上記測定時の注意点；降圧剤や利尿剤の中にはホルモンに影響する薬剤があるので他降圧剤などへの変更を行い

2～4週後に採血を行う。

原発性アルドステロン症が疑われるのは①薬を併用しているにもかかわらず治療が困難な例（180/110以上）が
上記の報告では約39％に見られているので､まずなかなか上手くコントロール出来ない人は医師に相談する事。

次に多いのが②低カリウム血症を来している人で高血圧患者の約19％にみられている。これはアルドステロン
というホルモンの作用による。但し既に利尿剤でスピロノラクトン系の薬を使用している人はわかりにくい

(K上昇させるため)。また、サイアザイド系の利尿剤を利用していると逆に低カリウム血症になりやすい。

③若年性高血圧の約4％にも原発性アルドステロン症がみられる。

アルドステロン産生腫瘍の診断が付いた場合には手術(最近は腹腔鏡によるものが多い）を行う。降圧効果が得られる
事が多いが罹病期間が長いと切除しても十分な降圧効果が得られない。また、副腎に腺腫があっても必ずしもアルド

ステロンが産生されているわけでは無いので事前に手術適応の有無が当然検討される事になる。

kidney

urinary duct

renal pelvis

pyelonephritis
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平成 年 月【高血圧の薬について】 23 7

この資料は高血圧で投薬を受けている方や家族に高血圧の方がいる方のために降圧薬
について解説します。専門的な事を含むため、理解しにくい点もあるかと思いますが、
服用している薬に関する参考にして下さい。

「 」 。わかりやすい高血圧 の中でも記載しているように降圧剤には次の４種類あります
（ ）①腎臓から出る血圧を上げるホルモンをブロックする アンギオテンシン受容体拮抗薬 などARB

(カルシウム拮抗剤)②血管を拡張させたり、心臓の血液を送り出す力を弱める
交感神経の働きをブロックする 利尿剤③ ④

、 、まず ① の説明から始めますが腎臓から出る血圧を上げるホルモンをブロックする薬
解剖学的な事を話した方が理解しやすいので下図を見て下さい。

。 ， 。腎臓には 分間で リットルの血液が流れます 不要な物質を除去 したり 水分や塩分のバランス調整をします1 1

2 6cm 12cm腎臓は横隔膜の下の背中側に 個有ります。ソラマメのような形で、横 、縦
位で重さ１個が約 です。腎臓の上に厚さ数センチ重さ約 の副腎があります。150g 5g
この小さな副腎は色々なホルモンを分泌する大切な臓器です。

。副腎 交感神経ホルモン アドレナリン ステロイドホルモンからは や が分泌されます（ ）
また、腎臓から出るホルモンの刺激を受けて血圧を上げるホルモン（アルドステロン）
も分泌されます。ステロイドホルモンは薬で販売されている成分と同じです。かゆみ止

（ ） 。 。め軟膏 オイラックスなど にも入っています アトピー性皮膚炎などにも使われます

腎臓の上に副腎がある

約12㎝

腎臓は背部にある。右側の腎臓は

肝臓があるため左腎よりやや低い

位置にある。第11胸椎から第３腰椎
位の位置に存在する尿管

膀胱

尿道

atopic dermatitis

降圧剤の作用機序など本誌416～425頁に解説
している。参考にしていただきたい。
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、 、①腎臓から血圧を上げるホルモンが分泌されのは何故かと言うと 約 億年前！の大昔3
海に生物が暮らしていた頃にまで話が及びます。海水と同じ環境で生活するのに必要な
システムなのですが、長くなるので省略します。血圧上昇ホルモンの分泌は、危険回避
にも役立っているのです。例えば、人間が大出血した時などにも実は役立っています。

血液量が減る 腎臓は血圧上昇ホルモンを分泌②大出血で腎臓を流れる 大変だ！→ →
する が出て 細胞の水分やナトリウムなどを血管内→ → →血管が収縮 副腎にも指令

に吸収するホルモン（ 。危険な時には役立つシステムアルドステロン）が出て血圧上昇
という事です。出血以外にショックなど血圧が低下した時も同様に作動します。

③しかし、遺伝性高血圧の人達はこの指令系統に異常があり、血圧を上げる必要も無い
のに、勝手に血圧を上げてしまうわけです（困ったもんですね！ 。）

こま

最初に腎臓内で「 」というホルモンが分泌され、血圧上昇の過程が始まります。レニン
下図を見て下さい。降圧剤はこの途中過程をブロックしたりして血圧を下げます。

アルドステロンはナトリウムを吸収して
血流を増加させ血圧上昇させます

アンギオテンシン変換酵素（ ）阻害剤◎ 上図の で付けた箇所をブロックする× ACE
が使用されていましたが、独特な副作用の咳が出る( という事もあり、使用20%の頻度）

、 、 （ 、 ）。量が減少しました。お茶のカテキン 酢 ゴマにこの薬と同じ変換酵素阻害作用があります ただし 弱い

◎最近は、薬の方が早く細胞の受容体（レセプター）と結合してアンギオテンシンⅡが
、 、 。結合できなくなり 血圧を上げないような薬が開発されて 最も良く使用されています

アンギオテンシン と呼ばれ（ ）レセプター( )ブロッカー（ ）A R Bngiotensin eceptor locker
上図 と左図の の箇所です。て と略されます。ARB

アルドステロンも血圧を上げますが，このアンギオテンシンⅡ自体も血圧上昇
させるのでこの つをブロックする事で血圧を下げます。2

アンギオとはangioで血管の意味
テンシンはtension（緊張）から由来
高血圧はhyper(過剰な）tension（緊張）
でhypertensionと言います。

血圧上昇の仕組み

アンギオテンシンⅠ

レニン
活性化

レニンはソ連の革命家レーニン

に名前が似ているが何の関係も無い

アンギオテンシンⅡ

アルドステロン

アンギオテンシンⅠ

受容体

薬 アンギオテンシンⅡ 薬が先にアンギオテンシンⅡ受容体に結合したので

アンギオテンシンⅡが作用出来ない！

aldosterone

アルドステロンは副腎から分泌される

ナトリウムを吸収して血液循環が増加

アンギオテンシンⅡも昇圧作用がある

アンギオテンシノーゲン
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、 、 、 、◎この には商品名としてブロプレス ディオバン オルメテック ニューロタンARB
ミカルディス、などあります。 降圧剤服用中の方は投与中の薬の名前を見て下さい。
ただし、薬名は総て先発品です。後発品は含まれていません。

、 、◎ 前頁で説明したように 薬には物質が変化する過程で必要な酵素をブロックしたり
細胞の受容体と結合して効果が現れる物が多く見られます。鎮痛剤の「バッファリン」
なども変換酵素を阻害して痛みの物質が産生されるのを防ぎます。

血管を拡張させたり、心臓の血液を送り出す力を弱める 薬の説明② (カルシウム拮抗剤)

カルシウム拮抗剤と呼ばれますが、血管の収縮に必要なカルシウムイオンをブロック
するためこう呼ばれています。カルシウム（ ）という事で 拮抗剤とも言われCalcium Ca
ます。

薬が血管の細胞と結びついて、カルシウムイオンが流入出来ず、血管が拡張します。
下図はカルシウムイオンの流入口をわかりやすいように大きく描いていますが、実際は
小さいので肉眼で見る事は出来ません。

◎血管が拡張するため、副作用として顔面紅潮、火照り、のぼせ感、脈拍数増加による
動悸などがあります。副作用が出る場合には他の作用機序の薬へ変更など考慮します。

◎血管拡張作用があるため、狭心症患者など心臓の血管に狭窄がある人に使用する事も
多い薬です。商品名としては「ノルバスク 「アムロジン」などあります。」、

◎カルシウムイオンは、食物（牛乳、小魚など）に含まれるカルシウムと同じなので、
カルシウム摂取を控えた方が良いのか？と誤解する方がいると思いますが、カルシウム
摂取の多い方が血圧は低いとの報告が多く、カルシウム摂取は積極的に行って下さい。
カルシウムイオンというのはあくまでも体内でイオン化した物質という意味です。
（カルシウム不足と高血圧；カルシウムその基礎、臨床、栄養 参照 。1999 ）

18 546mg 524mg平成 年の国民健康・栄養調査で カルシウム摂取量は男平均 女平均、 、
と不足しています。年齢によって目標摂取量は違いますが です。600~800mg が目標値
（牛乳 のカルシウム量は で体への吸収率 、小魚類は 程度しか吸収されません）100ml 110mg 40% 30%

カルシウムイオン

血管内

薬

血管が拡張する

薬

現在、このカルシウム拮抗剤とARBが我が国では多く使用されている。

ジヒドロピリジン系のカルシウム拮抗薬も最近は血中濃度が緩やかに上昇し、長時間持続するようになって、上記副作用も少ない



- 19 -

交感神経の働きをブロックする薬の説明③

交感神経の働きをブロックする薬は以前は良く使用されていましたが、最近は第１選択
として使う事は少なくなっています。他の薬を使用しても降圧効果が不十分な時に併用
する形で使用されます。

交感神経のホルモンには２種類あります。α、βの２種類のホルモンです。
βホルモンは更にβ と β に分かれます。１ ２

。 、◎ を持っています このαホルモンをブロックしてαホルモンは主として血管収縮作用
カルシウム拮抗剤と同じように血管を拡張させる降圧剤が以前は使用されていました。
しかし、この薬には起立性低血圧による立ちくらみなどの副作用があり、使用しにくい
事や降圧効果が充分得られない事などより現在余り使用されません。

。◎ させますβホルモンの中でβ ホルモンは主に心臓に選択的に作用して収縮力を増強１

降圧剤として が使用されます。心臓の収縮力を減弱させるβ 遮断薬（β ブロッカー）１ １

、 、 。ので 心筋梗塞の既往があり 心臓の働きが低下している人には慎重な投与が必要です

高血圧治療ガイドラインでは第１選択薬になっていますが、最近は第１選択薬として
単独使用は、少なくなっています｡カルシウム拮抗薬や 使用量が多い。ARB

◎βホルモンの中で が有ります。β ホルモン刺激剤β ホルモンは主に気管支拡張作用２ ２

は気管支喘息に使用します。このホルモンの遮断剤はありません。

利尿剤④
10%薬価は安いですが 利尿剤単独の使用頻度は海外に比べると低く 日本では現在、 、

（ ）程度しか使用されていません 腎臓に作用してナトリウム。 塩分と同じと考えて良いですが
が体に吸収されないようにします。血管を流れる血流量が減るので降圧効果を示すとい
う事になります。 良く使用されるサイアザイド系利尿剤では、副作用として低カリウ
ム血症や尿酸値が高くなる事もあります。

◎ 一つの薬で降圧できる割合は高血圧の約 割と言われ、 ～ 種類の降圧剤を服用3 2 3
する人も多くなっています。最近は腎臓から出るホルモンをブロックする薬と利尿剤が
合体して１錠になった が使用されていて 「プレミネント」という商品名で販売さ合剤 、

ごうざい

れています。 この合剤は他にも見られます。腎臓から出るホルモンをブロックする薬
とカルシウム拮抗剤が一緒になった薬（商品名レザルタスなど）です。上記２つの薬は
いずれも１錠約 円です。150
現在①腎臓のホルモンブロック②カルシウム拮抗剤が一番多く使用されていますが、今後はこの合剤の
使用頻度が多くなると考えられます。

また、β１刺激はレニン分泌も促進して血圧上昇させる｡β1ブロッカーはこの部位をブロックして降圧効果を示す。

β1ブロッカーは、気管支喘息患者には慎重投与或いは禁忌となっている｡β2受容体にも作用する事があるためである

β2刺激は血管拡張作用もある。血管の収縮はα刺激により、血管拡張はβ2刺激で行われる｡このようにして血管
の収縮や拡張はコントロールされている｡



- 20 -

【 薬の副作用について】

薬の情報を見ると、沢山の副作用が記載してあり、不安になる人もいると思います。
薬＝毒と極論を述べる人も時折見かけます。しかし、高血圧は治療しないと、心臓や脳
に重大な合併症が発生しますので良く理解して薬と付き合わなければなりません。

【 】副作用の発生する頻度について

例えば 「まれ」と記載してあれば発生頻度 ％未満つまり 人に１人未満発生0.1 1000
する危険があるという事になります 「ときに」と記載してある場合は ％未満。 0.1~0.5
つまり 人に ～ 人発生する危険があるという事です 「○○が起こることがあり1000 1 5 。
ます」は ％以上であるか割合が不明のものです。このように薬の副作用記載には一定5

（最近はわかるものに関しては、副作用発生頻度○○ と記載されるようになってきています）の決まりがあります。 %

【 】副作用の発生する時期について

アナフィラキシー① 薬は使用してすぐ副作用の出る事があります。一番注意すべきは
です。内服でもアナフィラキシーショックで血圧の下がる場合もありますが、ショック

降圧剤ではまず、心配いらないと思います。
内服でこのような副作用の起こるのはペニシリン系の抗生物質などですが希です。

私が臨床医をしていた 年間、内服（総ての薬）でショックの経験はありません。20

このアナフィラキシーショックは静脈注射などで抗生物質や造影剤を使用する時など
には注意が必要です。私は抗生物質の注射は点滴でしていました。幸いな事に医療事故
の経験は一度もありません。心臓カテーテルの検査も 人近くの方を検査しました1000

以前解熱剤の静脈注射がショックを起こしていましたが現在は販売中止）がそのような経験はありません （。

② 服用して数時間から数日経過して出現する副作用には発疹、痒みなど や皮膚症状
腹痛、下痢などの などが見られる事もあります。症状が出現した場合は、薬の胃腸症状
服用を中止して医師に相談して下さい。多くの場合は服用中止して症状軽減しますが、
希に などを引き起こして重篤になる場合もありますので、薬の影響が疑われた皮膚剥離
場合には服用を中止して下さい。

③ があります。希に服用して数ヶ月は血液検査で肝機能などの血液検査を受ける必要
してしまう副作用が出現する事もあります。赤血球や白血球などが減少

白血球減少でよく知られているのは、 です。頻度はバセドウ病治療薬のメルカゾール
程度ですが白血球の産生が になる になる事もあり、リスクが高いの0.2% 0 無顆粒球症

コレステロールを下げる一部の薬の中で副作用頻度が多いのは、で医師も注意します。
です。筋肉融解の指標となる の採血が必要です。発生頻度は約 。筋肉融解 CPK 0.3%

薬の副作用として表皮が壊死に陥る中毒性表皮壊死症(TEN；Toxic
Epidermal Necrosis)があり、時に致死的となるので発疹など出現→中止する

（CK）
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薬に特徴的な副作用については医師も患者さんに説明します。しかし、この副作用を
あまり詳細に説明しすぎると患者さんが不安になりますので、苦労するところです。

、 、薬を服用して数ヶ月間 症状も無く血液検査でも異常が無ければまず心配いりませんが
でしょう。念のため１年くらいは定期的な（数ヶ月毎くらい）血液検査が必要

④ 新薬の中には世界中で多くの患者さんに使用されて、新たな副作用が判明する事も
あります。最近話題になった新薬では武田製薬の糖尿病治療薬アクトスがあります。

、 「 」。⑤その他の種類の降圧剤としては レニンという物質を直接ブロックする薬 ラジレス
も現在使用されています。意外に？使用されていないようですが。

⑥新しい高血圧治療の試みについて

現在も新しい降圧剤の開発が進められていますが、その他のアプローチによる高血圧
治療も試みられています。一つは３種類以上の降圧剤によってもコントロールできない
難治性高血圧に対して，血管にカテーテルという細い管を入れて腎臓周囲の交感神経を
切除（高周波エネルギーにより）する方法で、現在ヨーロッパで 名に施行され有効50

、 、 、 ）とされています (。 日内会誌 ： ～ ：100 441 445 2011 Lancet373 1275-1281 2009

また、高血圧に対するワクチン療法なるものも試みられ 名で試験されましたが、72
（ ： 、 ）こちらはリスクの問題もあり，開発は困難かとも思います。 Lancet371 821-827 2008

アルツハイマーのワクチン開発も副作用が問題となり中止になりました。

【最後に】

ので、これらの臓器に障害があれば、注意薬は肝臓で分解されて腎臓から排泄される
深い投薬が必要です。血液検査で軽度異常の場合などは、それほど神経質になる必要は
ありませんが、心配な時は医師に相談して下さい。
また、高齢になると薬の分解、排泄機能が低下しますので少量投与（一般には常用量

の 程度）からの開始が原則です。また、急速に血圧を下げる事も高齢者には却って1/2
リスクを伴います。

一般名；アリスキレン

ノバルティスファーマが販売

レニン

このアリスキレン（ラジレス）は

糖尿病患者に対するARBやACEとの
併用の臨床試験が行なわれていたが、

プラセボ群より非致死性脳卒中、腎合併

症、高K血症が多いという事で治験は
中止となった。アリスキレンとARBや
ACEとの併用は行ってはいけない。

アンギオテンシノーゲン
肝臓で

産生される

アンギオテンシンⅠアリスキレン

アンギオテンシンⅡ

アルドステロン
アリスキレン化学構造式

2C30H53N3O6・C4H4O4

腎交感神経デナベーション（renal sympathetic denervation）と呼ばれる。

腎交感神経デナベーションは専用カテーテルの「Simplicity」を使用する。海外では既に6000例
を超える使用例がある。我が国でもこの専用カテーテルの治験が開始予定。カテーテルで腎動脈

内側を焼却して腎交感神経細胞死滅→交感神経遮断させる。
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【降圧剤開発の歴史】
現在は降圧剤使用量の多い薬として とカルシウム拮抗剤が両肩を並べている。ARB

＋利尿剤、カルシウム拮抗剤も販売されている。この 開発の歴史を見てみるARB ARB
、 。 。と 中々面白い 循環器グループの特に高血圧専門の先生方は御存知だろうが紹介する
ＡＣＥからＡＲＢへの流れ

1956年にSkeggsらがレニンアンギオテンシン系（RA）の全容を解明した。

1898年 Tigerstedtがウサギ腎皮質抽出液から昇圧物質発見→レニンと命名

ウサギ腎皮質

1977年カプトプリル（SQ14225）創薬されて、ACEが開発。

1978年武田薬品が8000種類以上のスクリーニングを経て（西川氏らのグループ）CV-2198を合成したが、降圧作用
が確認出来ず、研究中止！CV2198の特許だけは取った。

私が
ＲＡ
系解
明の
きっ
かけ
です
！

この開発経過が武田HPのブロプレス物語の中で
ムービーで見る事が出来るが、基礎研究の大変さが

理解出来て大変興味深い。B型人間の私には向かない
仕事だ（笑）！

ＣＶ２１９８

アリナミンの代謝産物に利尿

降圧作用があるのがCV2198
合成のきっかけとなった。

５年間８０００を超える合成

とスクリーニングをした。

非ペプチド型ＡＲＢ

会社からの通告で研究チームは解散！
特許

これ、降圧剤に使えるんじゃないの？

Ｏ2Ｎ Ｂｕ

CV2198のベンゼン核の代わりにブチル基ここに付けた

この特許に興味を持ったのがアメリカのデュポン社！

ＣＶ２１９８の誘導体のＣＶ２９６１

（これも武田の特許）

ＣＶ２９６１

デュポン社の研究者が作ったのがＤｕｐ７５３

デュポン

Ｄｕｐ７５３ メルク社がこれを買い取りロサルタンとして開発

ロサルタンはニューロタンとして販売されている

これを付けてみた

（この時のブチル基はＣ4Ｈ5）

Ｎを含んだイミダゾール基にベンジル基の結合した

ベンジルイミダゾール酢酸がＡＲＢの基本骨格である

イミダゾール基

1982年開発を中止

武田はＣＶ２９７３の臨床試験まで

行ったが降圧効果無く撤退していた

ビフェニールテトラゾール

ＣＶ２９６にビフェニールテトラゾールを付けて

見たら何と！力価が１万倍にもなった！
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この部分を変えてみた！

カンデサルタン（ブロプレス）武田Ｄｕｐ７５３
1999年6月日本で発売された

武田の肩を持つわけでは無いので誤解無きように！（笑）；現在ＭＲとの接点はどこの製薬会社とも無い。

このＡＲＢの話は新薬開発に関連して興味深かったので紹介してみた。

何故、ＡＲＢには○○サルタンとサルタンが語尾に付いているのか？

サルタン（ｓａｒｔａｎ）のｓａｒは【ｓａｒａｌａｓｉｎ】に由来する。ｓａｒａｌａｓｉｎはアンギオテンシンⅡ

受容体拮抗剤である。ｓａｒｔａｎのｔａｎは米国内で一般名として使用された事が無くＷＨＯで承認された物が

選ばれた。ちなみに開発者はＴimmermans博士。最初に開発されたロサルタン（ＬＯＳＡＲＴＡＮ）のＬＯは
ＬＯwering blood pressure から命名されている。

参考までにアンギオテンシンⅡの構造式について活性部位や、阻害剤について少し下図で解説する

サララシンはこの構造式を基に開発された

Ｔｙｒ4

４位のＴｙｒ（チロシン）と８位のＰｈｅ（フェニルアラニン）を置換したアナログがまず合成

Ｐｈｅ8ア
ン
ギ
オ
テ
ン
シ
ン
Ⅱ
構
造
式

フェニルアラニンをアラニンで置換

活性発生のスイッチ

サルコシンに置換

１位のＡｓｐ（アスパラギン酸）をサルコシンに置換したＳａｒ1、８位のＰｈｅ（フェニルアラニン）をアラニン

に置換したＡｌａ8の構造式を持ったのがサララシン（Ｓａｒ1、Ａｌａ8）である。しかし、この第１世代の
アンギオテンシンⅡ受容体拮抗剤はペプチドであり、経口投与では有効で無かった。現在のＡＲＢは非ペプチド。

このサララシン開発から約２０年を経過して前述のロサルタンなどが開発されたわけである。

ロサルタン開発の発表に武田は衝撃を受けた→プロジェクトチームが再度立ち上げられた
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平成 年 月【わかりやすい糖尿病の話 】 23 8

今回は高血圧に次いで患者数の多い糖尿病についてわかりやすく解説します。
平成 年の厚労省国民健康・栄養調査結果 によると、19 （約 、 人を調査）18 000

（平成 年調査時は 万人）糖尿病が強く疑われる人約 万人890 14 740

糖尿病の可能性を否定できない人 万人となっています。1320

糖尿病が強く疑われる人とは現在糖尿病治療中、或いは の値Hb A1c（ヘモグロビン）
が 以上 の人達です （ ）6.1% 。 この についてはまた後で詳しく解説しますHbA1c 。
糖尿病の可能性を否定できない人とは、 の値が ～ の人達です。HbA1c 5.6 6.1%

実際に病院で継続的に治療を受けている糖尿病患者推定数は
（男 万人 女 万人） （平成 年 月 日から 日間、病院約 万人 となっています237 131 106 20 10 21 3。

や診療所併せて約 万 カ所の厚労省統計調査資料による）1 3000

ちなみに、 万人と言われる高血圧患者で、実際に降圧剤の服用など病院で治療を4000
受けている人達は 万人と厚労省は推定しています。800

今回は糖尿病に関して以下の順番で説明していきます。

①糖尿病と関連の深い膵臓の解剖
②何故、正常な人は甘いものを食べても血糖値は上がりすぎないのか？
③糖尿病が血管に与える悪影響 ④糖尿病の症状

（遺伝との関係）⑤糖尿病の合併症 ⑥糖尿病の分類
⑦ とは？ ⑧食餌性糖尿とはHbA1c
⑨膵臓移植や人工膵臓について
⑩糖尿病の診断基準

糖尿病は血管の動脈硬化（特に初期段階では、細動脈硬化を引き起こす）等による種々の合併症を引き起こす。

また、血糖値が高くなることで活性酸素による酸化反応が起こり、蛋白質が劣化してしまう。
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①糖尿病と関連深い膵臓の解剖

← 膵臓は右図赤く塗りつぶしてある所です。胃の下にあり
長さ ㎝重さ約 の臓器です。15 75g

拡大したのが下図です。 胃の下付近にあるのが膵臓
（もう少し黄色です）実際の膵臓も脂肪の塊のように見えます

Ｐ と書いている部分が膵頭部1
と呼ばれて，膵癌の がこの場所に60%
発生します。
膵癌は癌死亡原因の第 位，毎年約 万人死亡5 2

Ｐ は膵体部、 は膵尾部と呼ぶ2 P3

←左に膵臓と隣接する十二指腸や肝臓との関係を示します。

肝臓から胆管 が出て，胆汁という消化液を運びます。
（途中に胆のうが有り、石が出来れば胆石、 胆管なら胆管結石です）

膵臓の管は，膵管と呼ばれます。 蛋白質、脂肪、糖類 分
解する消化酵素が膵臓から分泌されます。

（皆さん聞いた事があると思いますが、炭水化物（デンプン）を分解するアミラーゼや脂肪を分解するリパーゼな
どが膵臓から分泌されます。アミラーゼはジアスターゼという薬で使用されます。消化剤などに良く使われます。
このように消化管などへ酵素やホルモンなどが分泌される事を外分泌と呼びます）

（胆管から分泌される胆汁胆管と膵管は十二指腸で合流して 十二指腸へ消化液を送ります
。に消化酵素は無く、脂肪を吸収させやすくする働きがあります）

外分泌◎膵臓から十二指腸など外部へ消化酵素などが分泌される事を
インシュリンなど血中にそのままホルモンが分泌される事を と呼びます。内分泌

【十二指腸の名前について】

腸となり手の指の幅（右図）を１指として 指の長さがあるので十二指12
し

ますが、実際は インチ あります。12 （１インチ ㎝）25 約 ㎝30
皆さんが良く聞く十二指腸潰瘍というのはこの十二指腸の最初の部分
（胃の出口）で、十二指腸球部という所に出来る潰瘍の事が殆どです。
この十二指腸は小腸の始まりの部分ですが，特別にこの名前で呼ばれています。

一指が１２で十二指腸となる
duodenum

ちなみに英語のduodenumはduoが２、decが１０という事になる

pancreas head

bile ducts

pancreatic duct
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【膵臓の名前の由来】

膵臓は と英語で呼びますがこの は「総て」という意味 でPan pancreas（パンクレアス)
パ ン

は「肉」を意味します。つまり「総てが肉で出来ている」という意味です。creas
クレアス

前頁のイラストを見ても確かに 肉の塊のようです。以前パンアメリカン航空というの
がありましたが，このパンも同じく総てという意味です。

日本語の膵は何故、この言葉かというと膵の左側の｢月｣は、肉や体を表しています。
胸、胴、股、脚、肢、肝、など総て左側に｢ 月 ｣があります。 肥満の｢肥｣にも｢月｣が

にくづき

あります 膵の右側の｢萃｣ には｢集まる｣とか｢総て｣（ ）月が総て体に関係するわけではありません 。
すい す べ て

（膵という漢字は 年医範堤綱という書物の中で初めて使われました）という意味があります。 1805
いはんていこう

この膵臓はことわざ「五臓六腑にしみわたる」の五臓の中に含まれていません。五臓
それでは六腑とは？興味のある人は調べて下さい！は肝臓、腎臓、心臓、脾臓、肺臓です。

【膵臓のＣＴ写真】
ＣＴの器械→

腹部ＣＴの膵臓を示します。
上の方がお腹側、下が背中側です。

膵臓が腹側から背中側へ細長く描出されてい
ます。この長さが ㎝ となります15~20
白い部分は骨です。出血も白く写ります。背骨
の中の脊髄腔の中を脊髄が通っています。

◎最近の は進化しています。ボリューム と呼ばれる最新型は小さい血管まで カラーで詳細にCT CT 3D

描出できます。

← 左図は肝臓癌の例です このように描出（造影剤を入れて撮影した造影ＣＴ 。）
され、診断されていきます。

や超音波検査（エコー）で腫瘍の形の特徴や周囲への浸潤状況からCT
癌と診断可能なものもあれば、腫瘤が小さく特徴的所見が無い時には、
血管造影や といって、例えば甲状腺などでは直接針を刺して組織を生検

取り、顕微鏡で判断します。
（ 、 ， 。ペット ペットＣＴをがん検診として利用する人がいますが 総ての癌発見に有用では無いので勘違いしない事

脳、肝、腎臓，肺（早期 、尿管など泌尿器系の癌を発ブドウ糖に類似した物質を取り込む事で診断しているので、 ）
です。通常（定期）健診もきちんと受けて下さい。見するのは苦手

PET(Positron Emission Tomography) 陽電子放出断層撮影
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②何故、正常な人は甘いものを食べても血糖値は上がりすぎないのか？

胃の中で食物が粥状になり小腸で吸収→血糖値上昇→ →膵臓からインシュリンが分泌
（食物は殆ど小腸から吸収される；酒は 胃から吸収，残りは小腸から吸収）血糖値は下降します 20%

、正常な人は食後の血糖値は上昇したとしても ㎎ 程度までしか上昇しません、140 /dl が
糖尿病の人はインシュリン分泌の不足などで血糖値はそれ以上に上昇します。

インシュリンは食事からなぜインシュリンが分泌されると，血糖値は下がるのでしょう？
摂取したブドウ糖を分解したり破壊して血糖値を下げているのではありません。

① → 働きをします。インシュリン分泌 筋肉、脂肪組織、肝臓にブドウ糖を取り込ませる
取り込まれたブドウ糖は運動のエネルギー源となります。

グリコ② ーゲンと呼ばれます肝臓や筋肉に取り込まれた余分なブドウ糖はグリコ 。（この
が御菓子のグリコの名前の由来です。信じられない人はグリコのＨＰを御覧下さい！）

0

50

100

150

200

250

血
糖
値

時間

食後の血糖値

食べ物は胃酸の働きで粥状になり、

蛋白質など一部分解され小腸へと

送られる
糖尿病患者

正常

インシュリン分泌 （正常）

糖尿病患者のインシュリン

分泌が少ない場合

膵臓

インシュリン分泌で何故血糖値は下がるのか？ インシュリンの働きについて

絶食時には逆に肝臓のグリコーゲンは分解されて

ブドウ糖になりエネルギー源となる。

筋肉にぶとう糖を

取り込ませる

逆
に
男
性
は
内
蔵
脂
肪
と
し

て
蓄
積
さ
れ
や
す
い膵臓 インシュリン分泌

肝臓

脂肪組織

余ったブドウ糖はインシュリンの働きで

肝臓や筋肉組織へグリコーゲンとして貯蓄される！ 女
性
は
皮
下
脂
肪
と
し
て

蓄
積
し
内
蔵
脂
肪
と
し
て

は
蓄
積
し
に
く
い

脂肪細胞では中性脂肪に変える

甘いものを食べすぎて，肝臓や筋肉組織にどんどんグリコーゲンが貯蓄されると

↓

グリコーゲンは脂肪へ置き換わる→脂肪肝や肥満の原因に！

実際には色々な代謝経路があるが、わかりやすく説明している

貯蓄するのは

お金だけにしましょう！
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insulin【インシュリンという名前の由来】
Langerhans

ランゲルハンスというドイツ人医師が、膵臓のインシュリン分泌細胞を発見しました。
島 島 (インシュラ)この細胞をランゲルハンス と命名。この がラテン語で insula

しま インシユラ

と言うので、 と呼ばれます。インシュリン

③糖尿病が血管に与える悪影響

高血圧と同じように動脈硬化を引き起こします。また、感染にも弱くなります。
血管は赤血球などの他に脂肪も運びます。しかし、脂肪は水に溶けないのでタンパクと
結びついて運ばれます。これを と言います。リポタンパク

血糖値が高いと、このリポタンパクが酸化されたり，ブドウ糖がこのリポ蛋白と結びつ
いて変化します。この変化したリポタンパクを と呼びます。変性リポ蛋白変性リポ蛋白
は血管の内膜の内皮を傷つけて侵入→泡沫細胞に取り込まれて粥状物質となって沈着。

ほうまつさいぼう

内膜が変化、肥大すると と呼ばれ、動脈硬化の初期段階です。粥 腫（プラーク）
じゆくしゆ

（血小板、マクロファージや中性脂肪も関与して粥腫が形成される
リポ蛋白も粥腫形成するが，変性リポ蛋白の方が粥腫形成しやすい）

この粥腫は初期段階なら縮小したりしますが、長期間異常な状態
が続くと，元に戻らなくなり， などと呼ばれて硬い石灰化
血管へと変化します。

お気付きだと思いますが、このような変化は高血圧の所でも説明しました。
高血圧は血管の内膜を剥離させやすくしてこの粥 腫（プラーク）を増大させます。

じゆくしゆ

しがたって、 され，より早く動脈高血圧と糖尿病がある人はこの粥腫増大の速度が加速
硬化が起こってしまいます。また、このような変化は脂質異常症で悪玉コレステロール
が高かったり，善玉コレステロールが低かったりする人にも起こります。
その他、喫煙、肥満、ストレスなどもこういった変化を引き起こします。

ランゲルハンス

医学博士→

赤血球

リポタンパク

変化したリポタンパクは血管内膜へ侵入

↓じゅくしゅ

血管内膜肥大して粥腫（プラーク）となる

粥腫（プラーク）
変化したリポ蛋白

は血管内膜へ侵入

変化したリポタンパク

（変性リポ蛋白）

じゅくしゅ

リポ蛋白（リポプロテイン）にはＬＤＬコレステロール

悪玉コレステロールも含まれます。
ＬＤＬコレステロールのＬＤＬは

ＬＯＷ
ＤＥＮＳＩＴＹ（比重）
ＬＩＰＯＰＲＯＴＥＩＮ（リポ蛋白）

という意味です
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④糖尿病の症状

糖尿病は血糖値がそれほど高くなければ特に自覚症状はありません。
しかし血糖値が上昇してくると， 、 、 などの自覚症状が出現してきます。口渇 多飲 多尿

血管内の浸透圧なぜこれらの症状が出現するかというと，糖尿病で血糖値が高くなると
からです。浸透圧というと難しく感じるかもしれませんが、砂糖水を思い浮が高くなる

かべて下さい。砂糖水は｢ねばねば｣しています。この状態が浸透圧が高い状態です。
浸透圧これは高血圧の時と同じですが、血管の中に塩分が多くなりすぎても同じように

と言います。が高くなる

このように血管とその周りの細胞の間で濃度差が出たら、人間の体はどう反応するか？
周りの細胞から血管の中へ水分が移動します→血液の濃度を下げようとするという事に
なります。下図参照↓。

水を沢山飲んだり、尿に糖が出ることでカロリーが失われるため体がだるくなります
（ 。単にカロリーが失われるだけで無く、体の代謝のバランスが乱れる事全身倦怠感）
も全身倦怠感の原因になります。また、カロリーが失われることで します。体重が減少

長い間このような状態が続くと，糖尿病の合併症で説明しますが、 の糖尿病性網膜症
ために視力低下、或いは失明に至ります。 で透析が必要になる事もあります。腎臓障害
その他放置しておくと、 によるしびれ感や温痛覚の低下など出現します。末梢神経障害

が起こると，立ちくらみや排尿障害が起こることもあります。自律神経障害
手足の動脈硬化などによって を生じることもあります。皮膚壊疽

◎ なります。糖尿病は感染にも弱く

白血球貪食能（細菌などを食べて退治する能力）の低下や免疫力の低下糖尿病では、
により細菌、ウイルス感染に弱くなります。毛細血管の血流低下も影響します。

など注意が必要です。日頃から皮膚を清潔にする白癬（水虫）などの皮膚感染や肺炎
など注意が必要です。

血管内

細胞内
血糖が高くて血管の中が血液がネバネバしている

細菌やウイルス 白血球

白血球貪食能

低下↓

（空腹時血糖値200～250mg/dl以上）

細胞から血管へ水分移動して循環血漿量増加

通常なら尿細管から水分再吸収されるが､尿細管側に

糖が漏れている事で尿細管浸透圧が高くなっている。

尿細管浸透圧が高いために､尿細管が水分を再吸収

出来ない。逆に､尿細管側の浸透圧が高く､体内の水分

が引っ張られて多尿（浸透圧性利尿）となる。体内

からの水分喪失で口渇発生→多飲という事になる。

水分移動

この浸透圧利尿を逆に利用

しているのが脳浮腫軽減などに使用される浸透圧利尿薬のマニトール
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⑤糖尿病の合併症

網膜障害 腎臓障害糖尿病の合併症として、昔からよく知られているのが①眼の 、②
③ です。これら つを糖尿病の三大合併症と呼びます。神経障害 3

さんだい

（我々医学部の学生の時には三大合併症は試験に出るくらいでした。英語では と呼ばれます。triopathy
トリオパシー

、 。 。）t r i o pathyは皆さん良く御存知漫才トリオのトリオで３を表し は症状などを表します テレバシーなどと同じです
トリオ パシー

糖尿病の合併症は多くの場合，毛細血管の動脈硬化が原因で起こります。大きな血管の
動脈硬化も発生します。神経障害は更に別の原因も加わります。高血糖による活性酸素
の増加が網膜を初め各臓器に悪影響を与えます。

retinopathy①眼の網膜障害
網膜というのは物を映し出すスクリーンです。

この網膜を栄養する血管が動脈硬化で変化を起こします。
最初の段階が と呼ばれ、毛細血管の一部に小さな瘤単純網膜症

こぶ

ができるもので，毛細血管瘤と呼びます。この血管瘤から血液が
しみ出すと， となります。点状小出血

このような単純性網膜症の段階は初期段階ですので、
糖尿病のコントロールが良好なら、進行を止めて
レーザー手術などをしなくて済みます。

糖尿病のコントロールが悪いと，更に毛細血管が詰まって血液が流れなくなり網膜が白
い斑状になってしまいます。これを、 と呼びます。白斑（網膜白斑）

このような状態になるのが と呼ばれ、視力低下などを生じます。増殖前網膜症
ぞうしよくぜんもうまくしよう

レーザー治療により、詰まった血管や白斑を焼いたりする必要があります。

増殖網膜症更に治療せずに放置しておくと，糖尿病性網膜症の最終（最悪）段階の、
となります。網膜の動脈が詰まることによって，新しい血管（新生血管）が作られます
が、新生血管はもろく大量出血の原因となります。更に進むと を起こして失明網膜剥離

（厚労省資料 では、糖尿病による失明は毎年 人と推定。の原因となります。 2006 3000

これは緑内障による失明に次いで成人では 番目)2

糖尿病は，白内障や緑内障も起こしやすくなり、 などと呼ばれます。糖尿病性白内障

網膜

視神経

水晶体（レンズ）

点状小出血

白斑 これは視神経乳頭

で白斑ではありません

retinal detachment

diabetic cataract



- 31 -

nephropthy②腎臓障害

糖尿病性腎障害のメカニズムは難しいのですが、簡単に言うと尿を作る という糸球体
しきゆうたい

尿生産工場の障害で尿に蛋白（アルブミン）が出ると考えて下さい。

◎糖尿病性腎症は重症度により 期の 段階に分類されます。コントロール不良の1~5 5
（ ） 。場合には腎不全 期 →最後の 期になると が必要となります4 5 人工透析 血液透析（ ）

◎ちなみに、 年の 年間で新たに人工透析が必要になった人は約 万 千人、2010 1 3 8
そのうちの約 の 万 千人は糖尿病性腎症が原因です。44% 1 6
（ 年末の透析患者総数は約 万。そのうちの約 が糖尿病性腎症。日本透析医学会 資料）2010 30 36% 2010

neuropathy③神経障害

神経への血液の流れが悪くなる事と、糖尿病による代謝障害で という物質がポリオール
神経に沈着する事で起こり、 大合併症状で一番早く出現します。3

と の 種類があり、通常は末梢神経障害が先に始まります。末梢神経障害 自律神経障害 2

【末梢神経障害】

初めに、手足の先のしびれ感 や足の裏の違和感（何かが付いた感じ）（ジンジンした感じ）
両側の 手袋靴下型の感覚障害などから始まります。 手や足先から始まることが多いので

と呼ばれます。末梢神経感覚には，熱い冷たいといった感覚（ ）や、 などの温度覚 痛覚
他に物体が振動しているかどうかを感じる などがあります。症状が進行すると、振動覚
これらの感覚低下が起こり、湯たんぽで火傷をする事もあり注意が必要です。

【自律神経障害】

自律神経障害により、便秘や下痢、立ちくらみ、排尿障害などが起こります。

腎臓の毛細血管

尿 尿

尿

毛細血管を流れる血液が濾過されて

尿が出来ます。この一番小さな工場が

糸球体と呼ばれ、片方の腎臓だけで

100万個も！あります。

実際の糸球体の顕微鏡写真

毛細血管が毛糸の球
たま

のように

見えるので糸球体と呼ばれる。

糸球体

糖尿病性腎障害では，糸球体が傷害され

蛋白が尿に漏れます。
蛋白が漏れる

尿は腎臓の外へ出て尿管へ送られる

ボウマン嚢
尿蛋白陰性でも尿中アルブミンークレアチニン比で

早期腎症と判断できる（正常では尿中アルブミン量

は、30mg/日、又は22mg/g・Cr以下）。
アルブミン指数（クレアチニン1g当たりに補正した値）

糖尿病性腎症の成因などに関しては次ページで解説します
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尿蛋白は正常人でも50～150mg/日が出ている。その内アルブミンは10～30mgであり，多くは小分子蛋白
あるいは尿細管で産生されるTamm-Horsfall蛋白などが主である。
尿蛋白を定量し，150mg/日以上の場合に尿蛋白陽性と定義する。また，①尿アルブミン量が30～299mg/日
または②クレアチニン補正を行い30～299mg/gCrであれば微量アルブミン尿と定義し，300mg/日以上は
顕性蛋白尿と定義する。3回測定して2回以上陽性の場合を微量アルブミン尿陽性とする

蛋白尿概説

糖尿病性腎症の病理学的特徴

病理学的には①糖尿病性糸球体硬化症②腎動脈、細動脈硬化

③尿細管、間質病変が見られるが、狭義には糖尿病性糸球体

硬化症を指す。

早期には糸球体肥大

メサンギウム基質の増加と糸球体基底膜（ＧＢＭ）の肥厚

最終的に糸球体硬化症へと移行する

糖尿病性腎症光顕写真

①メサンギウム基質の増加

（好酸性物質のメサンギウム基質内沈着）

①

②

②輸出入細動脈壁の硝子様変化

（細動脈硬化所見）

Ｇlomerular ＢasementＭembranes

糸球体硬化症の糸球体病変は①結節性病変②びまん性病変

③滲出性病変に分類される

糖尿病性腎症生活指導基準は第１期（腎症前期）～第５期（透析療法期）の5つに分類される。

病期

第1期
（腎症前期）

第2期
（早期腎症期）

第3期A
（顕性腎症前期）

第3期B
（顕性腎症後期）

第4期
（腎不全期）

第5期
（透析療法期）

検査値（GFR）
尿蛋白

GFR正常
尿蛋白陰性

GFR正常
微量アルブミン

GFR60ml/分以上
蛋白1g/日未満

GFR60ml/分未満
蛋白1g/日以上

高窒素血症

蛋白尿

糖尿病治療ガイド2010

食事

総エネルギーkal/kg/日

25～30kal/kg/日

25～30kal/kg/日

25～30kal/kg/日

30～35kal/kg/日

30～35kal/kg/日

血液透析（HD）
35～40kal/kg/日

蛋白質g/kg体重/日

1.0～1.2g/kg体重

0.8～1.0g/kg体重

0.8～1.0g/kg体重

0.6～0.8g/kg体重

血液透析（HD）
1.0～1.2g/kg体重

カリウム

制限せず

軽度制限

5～7g/日

血液透析

7～8g/日

糖尿病性腎症の解説
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⑥糖尿病の分類
糖尿病学会は 種類に糖尿病を分類しています。4

です。糖尿病学会 ）Ⅰ （ 自己免疫性 特発性）1型糖尿病 A. B. 1 1%型糖尿病と遺伝の関係は低く 程度 2011

これには小児糖尿病が含まれ、インシュリンが全く分泌されないタイプの糖尿病です。
注射を打たなくて済む従って，一生インシュリンの注射を打ち続けなければなりません （。

膵臓移植や、開発段階の人工膵臓に関しては後で説明します。発症率は 万人に ～ 人程度（月刊10 1.5 2

糖尿病 他による）2009

１型糖尿病患者数は 才以下で ～ 人（糖尿病の疫学，全国動向による）20 3300 4600

の自己免疫性とは何か？というと右図のようにA
免疫細胞が自分の細胞を細菌やウィルスなどの
異物と勘違いして攻撃する事です。
国内で暴動が発生して、自国民が攻撃された時と
考えてもらえればわかりやすいと思います。

こういう疾患を と呼び、 、 、 などあります。自己免疫性疾患 慢性甲状腺炎（橋本病 関節リウマチ 膠原病）

型糖尿病では、膵臓のインシュリン分泌細胞 ）1 （ランゲルハンス島 β細胞→
が免疫細胞から猛攻撃を受けて全滅したと考えてもらえれば良いでしょう。
しかし、膵臓のインシュリン分泌細胞以外は攻撃されないので、タンパクや脂肪を分解
する酵素は分泌されます。消化酵素は分泌されるので消化機能は保たれます。

型糖尿病Ⅱ.2
一般に成人型糖尿病と呼ばれるもので、糖尿病の がこの 型糖尿病で、次の２90~95% 2

。 、種類に分類されます ①インシュリンが不足する場合②インシュリンの分泌は正常だが
インシュリンが作用する細胞側がうまく働かない場合の 種類です。2

とされますが 高血圧同様 生活習慣や食習慣が大きく影響します 糖尿病学会 )片親が糖尿病の場合の糖尿発症率は 35% 、 、 （ 2011

免疫細胞 攻撃する

免疫細胞
自分自身の膵β細胞

細胞側は正常に機能している

①インシュリン分泌が低下↓

膵臓 ②インシュリン分泌は正常

働
く
の
は

嫌
だ
！

このように細胞側が上手く働かない事をインシュリン

抵抗性増加とかインシュリン感受性の低下と呼ぶ。

肥満やストレスなども原因となる。太りすぎには注意！

細胞側が

ブロックしたり

細胞自体が

うまく働かない
インシュリンの

効きが悪い

Type1DM(Insulin-dependentDM)

ICA(膵島細胞抗体)，GAD抗体，インスリン自己抗体(IAA)，ICA512/IA-2抗体などが血中に出現

ICAは，糖尿病患者における自己免疫機序の関与を示唆するのみでなく，1型糖尿病の発症を予知するマーカーとして最も古くから用いられてきてお
り，発症時の陽性率は60～80％であり，発症後5年以内に陰性化することが多い
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型糖尿病は症状の発現が1 型糖尿病が比較的急速に症状が出現するのに比べて、この 2
です。成人型糖尿病とも呼ばれる 型糖尿病でインシュリンの分泌緩やかなのが特徴的 2

が低下したり、細胞側の働きが悪くなるのはどういう理由からでしょうか？

例えば食べ過ぎる人や肥満の人を例に考えてみましょう。

食事量が多くて，血中のブドウ糖増加→インシュリン分泌という構図は勉強しました。
また、余分なブドウ糖は肝臓や脂肪に貯えられると説明しました。

↓
しかし、それ以上に許容量を超えるブドウ糖が血中にあればどうなるか？

↓
①膵臓のインシュリン分泌細胞のβ（ベータ）細胞の数が増加したり
②β細胞自体が増大して対応します。

膵臓↑

。 、体内インシュリン量は血液検査でわかります インシュリンは空腹時も分泌されていて
これを と呼びます。ブドウ糖の増加で、どの程度インシュリンインシュリンの基礎分泌
が分泌する能力を保っているのかを検査する事も出来ます。

と呼ばれ糖尿病の確定診断にも使われます。75g経口ブドウ糖負荷試験
経口ブドウ糖負荷試験というのは （ キロカロリー）の甘い水を飲んでもらって、 分、75g 300 30

、（ ）、 、 。 ，1 90 2 3時間 分 時間後の 回 血糖と尿糖を検査します 同時に血中インシュリンも採血して
インシュリンがブドウ糖に反応してどのくらい分泌されているのかを見る事が出来ます。

◎インシュリン分泌は正常でも、筋肉などインシュリンが作用する細胞側の働きが悪い
場合があります。この状態を と呼び，インシュリンの効果が無いのインシュリン抵抗性
でインシュリンが更に分泌され 、更に人体へ悪影響を与えます。（高インシュリン血症）

、 、 。血中インシュリンが多いと 脂肪組織などへの糖の取り込みが多くなり グリコーゲンが蓄積されます

インシュリン分泌の低下する理由

膵β細胞

①β細胞の数が

増加

②β細胞自体

が増大

インシュリン分泌増加

ブ
ド
ウ
糖
増
加
に
対
応
す
る

この状態が長く続くと膵β細胞は疲れてくる！

膵β細胞数は減少する インシュリン分泌は低下する

これは人間でも同じ事、仕事量増加→働き過ぎ→過労→作業能率低下→時には病気でお休みする
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糖尿病の分類の話に戻ります。今迄説明した 型、 型糖尿病で糖尿病患者の 以上1 2 95%
を占めますが、その他に 種類の糖尿病があります。2

と の つです。その他の原因による糖尿病 妊娠糖尿病 2

その他の原因による糖尿病Ⅲ

これには，病気による臓器障害などの他、薬剤による糖尿病などがあります。

上記の病気はいずれも膵臓に関係する病気ですので、インシュリン分泌が低下して
糖尿病を引き起こす事があります。成人で急に糖尿病になったりした場合には膵癌かも

（ ， ，しれないので 腹部超音波検査などで確認します、 しかし 残念な事に膵癌自体予後が悪いですが
。糖尿病を発症するくらいの膵癌は進行がんが殆どです）

希ですが、ウイルスなどによる急性膵炎で糖尿病が発症する事もあります。感冒様症状
に引き続く糖尿病発症の場合などウイルス性膵炎が疑われます。

肝臓はインシュリンの作用によってブドウ糖を取り込むという事を勉強しました。
軽度の肝障害では，このブドウ糖取り込みの障害は発生しませんが肝硬変など重い
肝障害ではブドウ糖を取り込めなくなって，糖尿病型となります。

腎臓の上の副腎 に腫瘍が出来て発生するクッシング症候群（高血圧の説明でも出てきました）
などでは、ステロイドホルモンが分泌され糖尿病が発生する事があります。
このステロイドホルモンが肝臓で糖を産生する働きをする事などによります。

先程の副腎腫瘍で説明したステロイドホルモンによる糖尿病が最も有名です。内服で
長期間服用の場合、注意が必要です。膠原病や，重症アトピー性皮膚炎の一部などに使

（一般のアトピーは軟膏など外用薬として使用することが多いので神経質になる必要はありません。用されます
その他ステロイドの長期服用は胃潰瘍を誘発したり、免疫力低下させるので感染に弱くなります。

妊娠糖尿病Ⅳ
妊娠中期以降に胎盤から分泌されるホルモンの中にインシュリンの働きを抑える作用

（インシュリン抵抗性の増加も一因となります。妊娠の 程度に見られると言われます ）があるためです。 2% 。

①膵臓がん、急性膵炎、慢性膵炎などによる

肝硬変に見られる糖尿病は肝性糖尿病（hepatogeneous diabetes）と呼ばれる
HbA1cは肝硬変に伴う脾機能亢進による、赤血球の破壊などにより低値を
示し、コントロール指標としては不適切。血糖値とフルクトサミンで評価する

②肝硬変や慢性肝炎などによる

③内分泌疾患による

④薬による

diabetes in pregnancy

フルクトサミン；糖化血清蛋白である。血清蛋白が血中の糖と徐々に

結合して糖化血清蛋白形成される事を利用して測定する。半減期が1～
3週間なので、直前12日間の血糖値が50％反映される。
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⑦ とは？HbA1c
は，最近 ～ ヶ月間の血糖コントロールの目安です。Hb A 1 c 1 2（ヘモグロビン）

エーワンシー

とは何か？というと、ヘモグロビンと余分な血糖が結びついたものです。HbA1c
ヘモグロビンは赤血球の中にあります。

は、赤い色素の と蛋白質の で構成されています。ヘモ ヘムグロビン グロビン

はその構成部品によって更に 、 、 の 種類に分けられます。Hb HbA HbA2 HbF 3
成人ではこのうち が とその殆どを占めます。HbA 97%

この は更に結合状態で 、 、 と分かれますが、 が血糖HbA HbA1a HbA1b HbA1c HbA1c
と結びついた物質となります。

ヘモグロビンの血管内での寿命は 日と言われています。したがって本来 は120 HbA1c
過去 ヶ月の血糖値の動きを表します。しかし、 値の約 ％は過去 ヶ月間の4 HbA1c 50 1

（つまり ヶ月間で の間に作られ、残り ％が過去 ヶ月で作られるとされるため25 2 2 75%

、 は過去 ヶ月間の血糖値を表していると言われるのです。HbA1c が作られる） HbA1c 1~2

このように， は赤血球寿命と密接に関係しているので、例えば未治療の鉄欠乏HbA1c
性貧血などではヘモグロビンの半減期が長くなり，見かけ上 の値は高値になりHbA1c
注意が必要です。

逆に溶血性貧血など赤血球寿命が短い時や、急激に発症した糖尿病などでは見かけ上
は低くなります。HbA1c

【血液検査結果を見る時の注意点】

上記のように血液検査は基礎知識を持たずに数値だけで判断すると，誤った解釈をする
ので注意が必要です。例えば、コレステロール高値は脂質異常症（いわゆる高脂血症）
だけで起こるのではありません。 コレステロール高値は色々な病気で起こり、例えば
甲状腺機能低下症などでも見られます。甲状腺機能低下症では、心電図も低電位傾向に
なり、総合的に判断して｢甲状腺機能低下があるのでは？｣と推測できます。このように
検査の基礎知識があれば、正確に診断でき、逆に知識が無ければ診断を誤ったり、その

上記甲状腺機能低下症の診断は実際に私が結果、誤った治療をしてしまう危険性さえあります （。
臨床医の時に体験した実話です。甲状腺腫大が無く、長い間診断が付いていませんでしたが、上記の検査所見から
診断、治療が出来て患者さんから大変感謝されました ）。

赤血球の中にはヘモグロビンが有り、
赤い色素のヘムを持っているので血液
は赤い

HbA1CのAは
Adult（成人）という
意味
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⑧腎性糖尿や食餌性糖尿（糖尿病でも無いのに食後に何故尿糖が陽性になるのか？）

一般には となります。血糖値が ㎎ を越えると尿糖が陽性170 /dl
この文書の中で説明したように 。正常者は食後でも血糖値は ㎎ を越えません140 /dl
しかし、何故正常者でも食後に尿糖が陽性になる事があるのでしょうか？

糖尿病でも無いのに食後に尿糖が陽性になる人は
わかりやすく言えば尿を作る穴が少々大きくて
尿細管 に漏れ出る（近位尿細管）

尿細管（ に漏れたブドウ糖を血管へ遠位尿細管）
再吸収する働きも悪くて尿にブドウ糖が漏れる

◎上記のような理由で、糖尿病でも無いのに食後尿糖陽性になる人を
と呼びます。腎性糖尿という名前が付いていますが別に腎臓に障害があるわけ腎性糖尿

では無いので心配しないで下さい。普通の人より，少し
尿生成の篩い（こし器）→ の目が粗いと考えて下さい。

ふ る い

（最近腎性糖尿の人は糖尿病発症リスクが 程度高いとする文献もあります ）10% 。

◎特に、食後尿糖陽性になりやすいのは砂糖の入った缶コーヒーやジュースなどです。
缶で ある飲料水も有ります。食後 時間経過しても尿糖陽性になる人は200ml 200kcal 2

、 。血糖値が高い可能性がありますので 血糖値など糖尿病の検査を受ける必要があります

輸出細動脈輸入細動脈

尿素は窒素を含むアミノ酸代謝によるアンモニアが肝臓

で代謝されて出来る。尿素窒素（BUN）として測定される糸球体

尿
ブドウ糖や蛋白も糸球体から漏出した場合には尿細管

から再吸収される。
ブドウ糖や蛋白

尿素や

クレアチニン

などの老廃物

実際には尿素は糸球体で濾過されて原尿に含まれるが、その中の

30～70%が近位尿細管から再吸収される。

尿素やクレアチニンなどは尿中へ排泄

ブドウ糖

尿

ブドウ糖

ブドウ糖

ブドウ糖負荷試験は75gのブドウ糖の入った水を飲んでもらって30、60、90分毎に血糖と尿糖を調べる。正常者は血糖値
が140mg/dlを超えないが、尿糖は出る人もいる。尿糖はブドウ糖負荷試験による糖尿病診断基準には含まれない

胃切除後などで、食後尿糖が漏れるのが食餌性糖尿
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⑩膵臓（膵島）移植や人工膵臓について

【膵臓移植】

、 。1997年法律制定により 我が国では と判定します臓器提供する時にのみ脳死を人の死
日本では脳死判定されるのは年間数千例ですが、その約 が臓器移植されています。1%

（ 、我が国の膵臓移植は 年までに 名に行われました 膵臓と腎臓の同時移植 例2007 44 36
膵臓単独移植が 例など 。このうち 年までに約 の 例が拒絶反応により膵臓を3 2 15% 7）

（メジカルビュー社刊、糖尿病ナビゲーター、膵臓移植参照 。摘出しており膵臓移植の困難さがわかります ）

膵島移植はインシュリン分泌細胞を膵臓から分離して肝臓の門脈へ移植しますが，海外
での移植例では術後５年経過してインシュリンが不要になったのはわずか として20%
います 。我が国でも 年までに 名で行われましたが、（信州医誌 （ ) ～ 、 参照58 2 :75 76 2010 ） 2007 34
一時中止となり 年から再開予定です。2010

【人工膵臓】

【未来の治療、胚性幹（ )細胞人工多能性幹細胞（ 細胞）について】ES iPS
はいせいかん

マスメディアでよく見かけるこの２つの細胞について簡単に説明します。胚性幹細胞
というのは、受精後の未分化細胞と考えて下さい。この細胞を骨や皮膚に成長させる事
が出来るというものです。将来はこの細胞を分化、成長させて膵臓やインシュリン分泌
細胞が出来るかも？ 細胞の は (胎児の) (幹）です。ES E SES mbryonic tem

エンブリオニツク ス テ ム みき

という舌を咬みそうな名前の細胞は 年に京都大学の山中教授の人工多能性幹細胞 2006
グループがマウスの細胞から初めて発見しました。 的に くの に分化できる人工 多 細胞

。 ，能力を持つ細胞を作ることが出来るという事でこの名前が付けられました 幹細胞は
分裂する前の最初の細胞 と考えても結構です。

） （ ） （ ） 。i P Snduced luripotency tem(誘発された 多くの能力を持った 幹 細胞という事です
ｲﾝﾃﾞｨﾕｰｽﾄﾞ プ ルリポテンシー

この場合の は人工的に誘発して細胞を作る事が可能という事だ思います。induced
、 。P Pluripotency luri poly potencyの は から由来する｢多くの｣と言う意味で は｢能力｣です

と言えるかもしれません。まさしくスーパーマンか神の領域に近づいた細胞
、 、 、発癌性や拒絶反応の問題など 課題は多いですが 将来若々しい皮膚が再生されたり

臓器が作られるようになれば、 が実現するかも？しれません。不老不死

臓器移植法

残念ながら現在人体に埋め込んで実用的に使用出来る人工膵臓は無い。ベッドサイドにおいて使用

する大きなタイプや、埋め込み式（インシュリン補充で２ヶ月間作動する器械が海外で１０００名

に試用された）などはある。しかし、心臓ペースメーカーのような器械はまだ開発されていない

artificial pancreas

organ transplantation
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⑧糖尿病の診断基準
糖尿病の診断基準は少し複雑です。糖尿病と正常者の血糖値と を説明します。HbA1c

【正常者の数値】
血糖値 ㎎ 以下 が 以下が正常者100 /dl HbA1c 5.6

（覚えにくいので赤文字だけでも記憶にとどめて下さい）【糖尿病と診断される数値】

① ②経口ブドウ糖負荷試験の 時間値が ㎎ 以上早朝空腹時血糖値 ㎎ 以上126 /dl 2 200 /dl
随時血糖値（食後など） ㎎ 以上③ 200 /dl

が 以上④ HbA1c 6.5%

｢上記で と判断する｣としています。①～③のいずれかと④があれば糖尿病
（①～④のいずれか一つがある場合を糖尿病型と呼びます ）。

この数値を見ただけでも頭が痛くなりそうですが、正常者と糖尿病の間には
（正常高値血糖）と という 種類が空腹時血糖値からは分類されます。正常高値 境界域 2

/dl正常高値とは血糖値が ㎎101~109
/dl境界域 ～とは 血糖値が ㎎110 126

経口ブドウ糖負荷試験 時間後の数値と空腹時血糖値の組み合わせで、境界型糖尿病2
は、更に耐糖能異常と空腹時血糖異常などと分類されます（ 分類 。WHO ）

以前 以下が正常でしたが ～ ㎎ の人からの110 100 109 /dl

糖尿病発症が有意に高かったため正常値が下がりました

2012年4月1日より今までのJDS値に0.4追加したNGSP
値に変更になる。混乱を避けるために1年間併記する

JDS＝Japan Diabetes Society
National Glycohemoglobin Standardization ProgramNGSP=

我が国では境界型糖尿病という分類だけ

空腹時血糖１００mg/dl以下、ＨｂＡ１ｃが５.６以下：正常

境界型糖尿病（耐糖能異常）の可能性あり空腹時血糖値１０１～１０９ｍｇ/ｄｌの人→少し注意

境界型糖尿病（空腹時血糖異常）の可能性あり

経口血糖負荷試験を受けた方が良い。

空腹時血糖値１１０～１２６ｍｇ/ｄｌの人→赤信号

境界型糖尿病の人は言わば糖尿病予備群。食事療法や運動療法を開始する事。

経口血糖負荷試験を受けた方が良い。

空腹時血糖１２６mg/dl以上、ＨｂＡ１ｃ６.５以上の人→完全にアウト！

糖尿病！病院を受診して眼の検査や腎機能チェックなども受ける事！

食事指導を受けてＨｂＡ１ｃや血糖値のチェックなど定期的に受ける事！

ＯＧＴＴ（Ｏral Ｇlucose Ｔolerance Ｔest）

（初回検査で）

初回検査で①～③のいずれかと、糖尿病の典型的

症状（口渇、多飲、多尿など）か確実な糖尿病網膜症

があっても、糖尿病と診断できる｡
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糖尿病診断判定図

糖尿病診断のための血糖値とヘモグロビンＡ1ｃの値を以下に示す。

１００

空腹時血糖値（ｍｇ/ｄｌ）

ＨｂＡ1ｃ（％）
（ＮＧＳＰ）

糖尿病型

正常型

１１０

１２６

境界型糖尿病（空腹時血糖値異常；ＩＦＧ）

境界型糖尿病（耐糖能異常；ＩＧＴ）

５.６ ６.５

75ｇＯＧＴＴを強く推奨

耐糖能異常（ＩＧＴ；Ｉmpaired Ｇlucose Ｔolerance）
空腹時血糖値異常（ＩＦＧ；Ｉmpaired Ｆasting Ｇlycaemia）

注意）空腹値血糖値異常（ＩＦＧ）と耐糖能異常（ＩＧＴ）はＷＨＯ分類でのみ使用している。

我が国では境界型糖尿病という呼び名だけ。
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インシュリン グルカゴン

180 110 100 50 3070126

糖尿病領域 正常域
低血糖性昏睡

正常高値

血糖値の調節とホルモンの関与相関イラスト

血糖値の調節に関与する臓器（血糖値と肝臓、筋肉、脂肪組織との関係）
低血糖は中枢神経に最も影響を与える

脳細胞はグルコースの代謝以外からエネルギー

を得ることが出来ない

インシュリンの働きは

赤矢印で示す
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【膵臓という臓器の話】
糖尿病には膵臓が関与しているので、ここでは膵臓について解説する。
【膵臓の解剖】

【急性膵炎】
している。原因として によるものが最も多く毎年約 ～ 万人の患者が発生 アルコール3 4

約 を占める。但し、男女別にみると が女性では37% 男性の約 ％はアルコールによる50
約 ％と差がある。続いて 、 となりこれら10 胆石（約 特発性（原因不明）約24% 23%）
の つで急性膵炎の原因の 以上を占める。3 80%

【急性膵炎の症状】
典型的な場合には （ 、 が出現する。強い腹痛 悪心、嘔吐心窩部痛、右季肋部、左季肋部の順に多い）

に見られる。重症化すると多臓器不全などで死亡する事があるが背部痛は約 ～40 50%
となっている。2004 3%年の死亡率は約

脾臓

腎臓

十二指腸

膵管

膵臓

胆のう

ファーター乳頭部

胆嚢からの胆管と肝臓からの総肝管は合流して総胆管と

なる。総胆管と膵管は十二指腸ファーター乳頭部で合流

する。ファーター乳頭部から膵液と胆汁が分泌される。

厚生労働省の難治性膵疾患に関する調査研究班によると、2007年1年間の急性膵炎、
重症急性膵炎の受療患者数は58,474人と推定している。近年増加傾向にある。

十二指腸

ファーター乳頭部

総胆管

胆嚢

総胆管

膵臓 膵管（主膵管）

（主膵管）

総肝管

総胆管と主膵管が合流する部位には

それぞれ総胆管括約筋（ボルディン

括約筋）と、主膵管括約筋があって

十二指腸に流入する胆汁、膵液量

を調節している。

主膵管からは細かな分枝（サントリニ管；

副膵管）が出ている

総腸骨動脈

腹大動脈

尿管

膵尾部（エコーで見えにくい事も

ある）
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chronic pancreatitis【慢性膵炎】
慢性膵炎は年間約 万 千人が医療機関で治療を受けていると推定される。4 5

アルコールが圧倒的男女別で見ると男性は女性の約 倍の罹患数がある。原因はやはり3
を占める。アルコール摂取は 日以上（ 、 年以上飲に多く約 70% 80g/ 10日本酒換算で 合以上3 ）

酒を続けている人からの発症が多い。

【慢性膵炎の症状】
上腹部痛（心窩部痛）が多く見られる。間欠期には持続性心窩部痛が見られ背部に放散
する事もある。約 では症状の無い無痛性慢性膵炎が見られ糖尿病や で発見さ10% 膵石

すいせき

膵石は膵臓内に見られる石灰化の事。れる事もある。

【膵癌】
膵癌は死亡数は癌の中で男第 位、女第 位 （ ）5 6 2009約 人 万人（男）約 人（女23 /10 17 ）

、 。であるが 発見が困難な事や癌の進展様式などにより予後不良な癌の一つとなっている
、 。 。死亡数は漸増していて 年前の約 倍となっている している10 2 年間約 万人が死亡2

【膵癌の手術率、生存率について】
上記の理由から手術可能な膵癌（膵癌切除率）は現在も と低い水準にある。10~30%
また、 年生存率が平均で 、 年生存 、 。1 50% 3 24% 5 13 19%年生存率は ～ と極めて低い

【なぜこれほどに膵癌の生存率は低いのか？】
それは 膵癌が膵管から始まる 事。 膵臓の画像診① ②膵管浸潤癌の形をとり悪性度が高い

。断が 事などによる腹部エコー検査などでは肥満者 胃のガス像などで膵尾部が見にくい、

膵臓の石灰化
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【膵癌の予後不良の理由】続き

【膵癌のリスクファクター】
胃、乳房、子宮などの癌で命を落とすのは大変残念だが（ 、膵早期発見可能で、予後も良い）
癌に罹患してしまったら運が悪かったと思った方が良いかもしれない。しかし、膵癌の
リスクファクターはあるので出来るだけそれを避けるに超した事はない。

膵管

主膵管からは多くの膵管が分岐する
膵癌は膵管から浸潤性に発育

する。

膵管
これは主膵管から枝分かれ

した小さな膵管

膵頭部癌が多い

乳癌も乳管という部位に癌が発生するが乳癌は乳管癌、小葉癌を含めた2つの癌の内約20％は非浸潤癌として
発見される。これは、乳癌がマンモグラフィー、エコーなどで発見されやすい事もある。

膵癌はそれに比べると悪性度が高いとも言えるかもしれない。ダイナミック病理学西村書店2010 605頁によれば、膵癌その

ものの発育が浸潤性発育をして､しかも2cm以下と小型でも転移しやすいという特徴があると記載している。

②膵臓の画像診断として健康診断などで利用される腹部超音波検査（腹部エコー）では肥満者は膵尾部が確認

出来にくい。肥満者で無くても肝臓の左葉が小さい人は胃や腸内のガスで膵臓が見えにくい事がある。

膵癌のリスクファクター

①喫煙；膵癌の報告例を総合すると喫煙は膵癌のリスクファクターとして確実で2～3倍罹患率が高い。
②慢性膵炎、糖尿病からの膵癌発生がやや高い。喫煙ほどではないがこれもリスクになり得る。特に、慢性膵炎

で石灰化がある人などは数ヶ月～6ヶ月おきの腹部エコーが望ましい。
③脂質の多い食生活をしている人達もリスクがやや高い。これは乳癌でも同様の報告が多い。

腹部エコーの小型化とこれからの普及に関する私的な意見。

腹部エコーが最近は随分と小型化していて端子そのものだけが発売されていてスマートフォンに接続して

スマートフォンの画面に画像を表示出来る時代になった。販売価格7500＄程度なので現在の円高水準で57万円程度
でまだ高いが将来的にはもっと安くなって一般の人が利用出来るようになるのかもしれない。

もちろん現段階でのエコー画像はお世辞にも綺麗とは言えない。だが、一般に普及すれば例えばC型肝炎で肝硬変
や慢性肝炎の進行した人にとっては患者自身が毎日家庭でエコーをして肝臓癌を早期に発見出来る時代が来るかも

しれない。医療法の問題も絡むが糖尿病患者がインシュリンを自分で打てる時代なのだからエコーを自分でする事

は可能だろう。

エコー端子だけが販売されていて

スマートフォンで画面を見る
肝静脈

肝臓

腹大動脈新し物好きの私もさすがに現段階で

購入するには高すぎる（笑） 約57万円 スマートフォン

pancreatic duct

胆嚢

肝臓

十二指腸
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平成 年 月【糖尿病の治療】 23 8

HbA1c糖尿病で治療中の方などのために作成しました。食事や運動の話は、血糖値や
が高めの方、或いは肥満気味の方などの参考にもなると思いますので御覧下さい。

次の順序で説明します。

①食事療法 ②運動療法
③血糖降下剤の種類と使い分け ④インシュリン注射について
⑤インシュリンはなぜ、内服できないのか？ ⑥最近の新しい治療薬や注射について
⑦糖質制限食という概念について

食事療法は適切な栄養摂取が基本ですが、 という事です。膵臓に過剰な負担をかけない
人間も同じでオーバーワーク→過労→勤労意欲の低下→作業能率低下となります。

実は人間には が、血糖を上昇血糖を下げるホルモンはインシュリンだけしかありません
させるホルモンは沢山あります。これは、人間が飢餓に対応するためです。獲物が捕れ
ない →血糖低下→体の機能を維持するために血糖上昇させる必要（或いは穀物が育たない）
があるという事です。現在のように飽食の世界となり、過食で自分自身の膵臓をダウン
させる事は考えていなかったのです。膵臓は大切にしなければなりません。

（ステロイドホルモンやアドレナリン）血糖を上げるホルモンを出す臓器は高血圧でも話の出た副腎
です。それから 、 、 、 の つです。高血圧膵臓自身 肝臓 甲状腺 脳（グルカゴン （成長ホルモン）） 5
で説明したストレス時に働く も させます。交感神経 血糖を上昇
肝臓から血糖上昇ホルモンが分泌される事は昨年金沢大学グループが発見しました。

なお、食事療法に関して京都大学出身の江部先生などが （炭水化物を控えて糖質制限食
蛋白質や脂質の摂取量を多くする）という提案をされています。私も本を購入して読ん
でみましたが、皆さんは糖尿病の食事療法の基本となるカロリー摂取の事を最初に勉強
して下さい。文書の最後に少しこの事について記載しました。

敵
の
血
糖
上
昇
軍
は
多
数

副腎軍や肝臓軍など

寝返った膵臓軍

ストレス軍

血糖低下軍はインシュリンだけ

糖尿病の食事療法の事がわかりやすく書かれている糖尿病食品交換表

糖尿病患者さんのバイブルのようなもの。
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①食事療法

食事療法の基本は する事にあります。適正なカロリーを摂取

その基本として標準体重が算出されます
標準体重は 皆さん御存知のように 身長( )×身長( ) × で計算されます。m m 22
例えば身長 ｾﾝﾁですと ㎏となります。170 63.58

昔から身長－ または身長－ などと簡便法で計算されたりしていましたが、これ110 105
で計算すると ～ ㎏ ですので、ほぼこれで代用できると思います。60 65k

適正カロリーは、この標準体重にそれぞれの仕事内容に応じた数値をかけて決めます。
、 。例えば事務職など軽い仕事内容などでは 標準体重１㎏あたり ～ をかけます25 30kcal

標準体重 ㎏の人なら、 ～ キロカロリーが適正カロリーというわけです。60 1500 1800

仕事内容によって、例えば肉体労働など重労働の方はこれでは体が持たないので、体重
㎏あたり をかけて計算します。体重 ㎏なら × ＝ です。1 40kcal 60 60 40 2400kcal

このように必要カロリーは正確に計算できない数値ですから、 と考えておおよその目安
もらった方が気楽で良いと思います。要は、糖尿病のコントロールをきっちりする事が
大事なのですから。長続きしなければ意味はありません。

糖尿病の食事療法は と考える独特な物です。80kcal 1を 単位
（ ） 。例えば御飯なら 小さい茶碗軽く半分 が ＝ 単位です50g 80kcal 1

食パンなら （食パン半分）が ＝ 単位です。30g 80kcal 1

上の つはどれも炭水化物ですが、食事療法は炭水化物、蛋白質、脂質、野菜、調味料2
に分類して、１日に摂取する食物量が決められます。

炭水化物は更に （これを と呼びます）と （ ）に分類します穀物や芋など 表 果物 表1 2
更に蛋白質を （ ）と （ ）に分類します。魚、肉など 表 牛乳などの乳製品 表3 4
脂質を表 、野菜を表 と合計 つに分類して、それぞれどの程度摂取するかが指示さ5 6 6

つの分類以外に調味料もカロリーとして別個計算します。れます。6

次頁で簡単に説明しますが、このような分類による食事療法は、日本糖尿病学会が昭和
年から正式に指導しており、 として一般の方向けに本として販売されて40 食品交換表

いて、栄養士はこれに沿って栄養指導しています。

１単位

茶碗半分

50グラム

パン半分

30グラム

ＢＭＩ法

（35） （35） （2100）
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【糖尿病食事療法のための食品交換表の解説】
（ 。 。 。）第 版食品交換表の本を持っています 興味のある方は連絡して下さい 文光堂から 円で販売されています6 900

日の摂取カロリー の人を例に説明します。 を 単位 と考えますので1 1600kcal 80kcal 1
÷ ＝ 単位として、それぞれの栄養成分を振り分けます。1600 80 20

食品交換表 頁を参照してみますと、 単位の場合には以下のように摂取します。12 20

パン、御飯などで 単位、果物 単位で炭水化物を合計 単位。魚、肉など 単位、11 1 12 4
牛乳、乳製品 単位で蛋白質を合計 単位摂取します。脂質（マヨネーズ、バター1.5 5.5
など）１単位、野菜を１単位、調味料 単位の合計 単位を摂取します。0.5 20

このように、それぞれの栄養成分をバランスよく取ることを心がけます。
このうち、炭水化物の吸収を遅らせるために精製白米で無く例えば五分つき米或いは、
麦、玄米を出来るだけ摂取したり、野菜など繊維分の多い物を積極的に摂取するように
指示しています。

②運動療法

運動は筋肉のブドウ糖取り込みを盛んにして、インシュリン感受性を亢進させ細胞内
。 （ ） 。のインシュリンの働きがよくなります 有酸素運動 最大酸素消費量の が適切50%

分間 程度の脈拍数が有酸素運動年齢によって最大酸素消費量は違いますが、1 100~110
運動は コレステロールの目安です。 万歩歩いた場合に が消費されます。1 160~240kcal HDL

（善玉コレステロール）も増加させます。 （糖尿病学会編 糖尿病治療ガイド 参照）2010

果物は炭水化物として計算する！

牛肉もも４０グラムが１単位 鶏卵１個５０グラムが１単位

豚肉ももは６０グラムが１単位 カツオの刺身４０グラムで１単位

野菜は３００グラムが１単位

野菜の摂取は動脈硬化も防ぐ

野菜は積極的に摂取して下さい！

１４年間約６万人の我が国の調査で、

葉酸、ビタミンＢ６の摂取が多い人は

心疾患の発生率が低いとの報告がある

果物は食品交換表では炭水化物（果糖）

リンゴ１５０グラムで１単位

女性会社員なら身長１６０㎝として

１日に１７００～２０００キロカロリー

を目安とする。

男性会社員で身長１７０㎝なら３０～３５

kcal/kgとして、１日１９００～２２００kcal
を目安にする。

exercise therapy

表３

肉や魚

バター、マヨネーズ１０グラム

１単位（表５；油）

表６ 野菜

表２；果物

カロリー摂取の目安として炭水化物：蛋白質：脂質の摂取がおおよそ３：１：１となる。



- 48 -

運動

肥満軽減

筋肉内へのブドウ糖取込

インシュリン抵抗性の改善
高血圧や脂質異常の改善にも有効

加齢や運動不足による筋肉の衰えを防ぐ

心肺機能の改善、運動能力向上

運動や日常生活でのエネルギー消費量（メッツやエクササイズ）

厚労省「健康作りのための運動指針より」

メッツ＝安静時の何倍の身体活動かを示す指標（強さの単位）

ＭＥＴｓ＝Ｍetabolic equivalents
安静代謝量は約３.５ml/ｋｇ（毎分）

の酸素を消費する（これが１メッツ）。

運動 日常生活

水泳（7～8分）
８メッツ

重い荷物を運ぶ（7～8分）
８メッツ

ランニング（7～8分）も８メッツ

軽いジョギング（10分）
６メッツ 階段の昇降（10分）

６メッツ

エアロビクス（10分）も６メッツ

自転車（15分）
４メッツ

ゴルフ（15分）
４メッツ

歩行（20分）
３メッツ

速歩15分も４メッツ

エクササイズ：身体活動の強度（メッツ）に身体活動の時間（時）をかけたもの

厚労省は週に２３エクササイズ以上の活発な活動（３メッツ以上）を推奨している。

注意！運動療法が禁止、或いは制限される場合は以下の通り

空腹時血糖値250mg/dl以上、腎不全、新鮮な眼底出血時、骨、関節疾患、虚血性心疾患など

糖尿病患者の運動の位置付け（運動の効能、効果）

脂肪組織など

（代謝当量と呼ばれる）

熱量（ｋｃａｌ）の１キロカロリーとは14.5℃の水1ﾘｯﾄﾙを15.5℃（つまり１℃）上げるのに必要なカロリーの事。
人が活動などでエネルギーを使う消費カロリーは1.05×メッツ×時間×体重で簡易計算される。例えば体重50キロの
人が散歩を１時間すると、1.05×3（メッツ）×1（時間）×50＝約157kcalとなる。おおよその目安にすれば良い。

（安静時でも１メッツ消費される）

（小さな御飯茶碗一杯位！）

（歩行速度等で異なるので、歩行

2.5メッツとしているのもある）
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③血糖降下剤の種類と使い分け

糖尿病の基本は繰り返しますが、 です。しかしそれでもコントロール不良の食事と運動
場合には、薬を使用しなければなりません。 型糖尿病のようにインシュリン分泌が1
全く無い場合は血糖降下剤は適用になりません。 型糖尿病においても著しいインシュ2
リン分泌低下或いはインシュリン抵抗性の強い場合にはインシュリン注射の適応になる

食事や運動をおろそかにして薬に頼るのは、薬の作用機序を読んでもらえればわかり事もあります。
ますが、体に良くありません。

ここでは、血糖降下剤はどのような作用機序で血糖を下げるのか、簡単に説明します。
大きくはつぎの つに分類されます。4
（ 訳がわからん！という方は、｢わかりやすい糖尿病｣の文書内容をもう一度見て下さい ）。

わけ

Ⅰ：インシュリン分泌刺激
Ⅱ：腸管からのブドウ糖の取り込みを阻止する
Ⅲ：主に肝臓でのブドウ糖が新しく作られるのを抑制して効果を発揮する
Ⅲ：インシュリン抵抗改善薬（筋肉などへのブドウ糖の取り込みを促進させる）

Ⅰ：インシュリン分泌刺激

これは膵臓のβ細胞に直接作用する薬です。膵分泌低下の著しい場合には効果が薄く
なります。疲れ切った人間に更に仕事をさせるのと同じです。

と呼ばれます。スルホニル尿素（ )薬SU
膵臓内でインシュリンを分泌するβ細胞の してインシスルホニル（ ）受容体に結合SU
ュリンを分泌を促進するので、この名前が使われる。

サノフィ アベン第 世代から第 世代まで発売されており、現在は第 世代の1 3 3 アマリール（
が、全分野の血糖降下剤のティス 製薬会社；一般名グリメピリド ；アマリール １錠約 円 後発品無し1mg 22 ）

中で使用量の第１位となっています。

70 /dl血糖降下剤は種類によって低血糖を引き起こす可能性があるので（通常血糖値が ㎎
ブドウ糖を携帯するのが無以下で低血糖症状出現する：低血糖症状は空腹感→発汗、動悸など 、）

難です。血糖値が になると になる場合もあります。30 /dl㎎ 以下 低血糖性昏睡
ブドウ糖は糖尿病患者さんのために されています。粉末、錠剤や液体タイプが販売

（粉末なら１包 グラムで 補給できます）10 40kcal

ＳＵ剤

ＳＵ＝ＳulfonylＵreas ATP感受性Ｋ＋チャネルを阻害→膵β細胞の脱分極と、Ca2＋
の細胞内

流入→膵β細胞からのインシュリン分泌が増加する。

インシュリン分泌を促進する 末梢のインシュリン感受性増加

（筋肉などへのブドウ糖取込増加）

スルホニル尿素（ＳＵ）薬
第１世代 トルブタミド

第２世代 グリベンクラミド（オイグルコン

ダオニールなど）

第３世代 グリメピリド（アマリール）

トルブタミド作用持続時間８時間

グリメピリド作用持続時間24時間膵臓

hypoglycemic coma

糖尿病治療薬は本誌426～429頁でも詳細に解説している
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膵β細胞

①グルコース
TCA

サイクル

②ＡＴＰ

ATP感受性K+

チャネル

③抑制

Ｃａ2+

電位依存性Ｃａ2+チャネル

⑤インシュリン分泌

④活性化

⑤Ｃａ2+の細胞内
流入

ＳＵ剤

SU受容体（SUR1）

結合

細胞膜の脱分極

解説：①グルコースは膵β細胞内でTCAサイクルに入り②ATPを産生する。ATPはATP感受性K+チャネル

を③抑制して細胞膜の脱分極を生じる。この事によりCaチャネルが④活性化されてＣａ2+が細胞内に流入
して⑤インシュリンが分泌される｡

ＳＵ剤はATP感受性K+チャネルのSU受容体（SUR1）に結合してATP感受性K+チャネルを抑制する→
上述と同様の機序によりインシュリン分泌を促す。

Ⅰa群の抗不整脈薬であるジソピラミドやシベンゾリンは，副作用として低血糖発作を来す事があるが，
K+チャネル蛋白（Kir6.2）に直接結合してKATPチャネル活性を抑制し，インスリン分泌を促進するため

ジソピラミドはリスモダン、シベンゾリンはシベノール

ＳＵ剤の種類と特徴（化学構造式から見た作用の解説）

H3C SO2NHCONH N
グリクラジド

（グリミクロン）
アザビシクロオクチル基

総てのＳＵ剤はこのスルホニルウレチア骨格を持つ

スルホニルウレチア骨格

SO2NHCONHCONHCH2CH2

Cl

OCH3

グリベンクラミド

（オイグルコン

ダオニール）

ベンズアミド骨格

SU受容体（SUR1）

トルブタミド結合部位ベンズアミド結合部位

グリクラジド（グリミクロン）などはベンズアミド結合

部位だけに結合。オイグルコンなどは両方に結合する。

つまり、結合力がグリミクロンに比べて強い。

受
容
体
へ
の
親
和
性
（
結
合
力
） 5 10

グリメピリド（アマリール）

グリベンクラミド（オイグルコン）

グリクラジド（グリミクロン）

アマリール（グリメピリド）はこの骨格と

類似骨格を持つ

血中半減期 （時間）

ＳＵ剤の作用機序

日本では1984年より販売
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速効型インシュリン分泌促進薬）Ⅰ：インシュリン分泌刺激 （
スルホニル尿素薬で前頁と全く同じ作用機序のインシュリン分泌促進薬ですが、吸収も
早くまた血中から消失するのも早い薬です。食前 （ ）分で薬を飲みますが、 分5 ~10 30
前に服用すると吸収が早く低血糖を引き起こす少々やっかい？な薬でもあります。

。グルファストという薬がこの速効型インシュリン分泌促進薬の中で最も売れています
（グルファスト錠 １錠 円 キッセイ薬品 後発品無し）5mg 30

Ⅱ：腸管からのブドウ糖取り込みを阻止する

御飯などのデンプン質は唾液や膵臓のアミラーゼで分解→更にブドウ糖へと分解→小腸
から吸収されて筋肉などに取り込まれます。この薬は腸管からブドウ糖が取り込まれる
のを防ぎます。
インシュリンが関与しないのであまり血糖低下作用は強くありません。他の薬で効果が無い時に併用する形で投与
されることの多い薬です。 や などの薬がある。グルコバイ（アカルボース） ベイスン、セイブル（ミグリトール）

Ⅲ： 主に肝臓でのブドウ糖が新しく作られるのを抑制して効果を発揮ビグアナイド剤

この は、スルホニル尿素剤の数年後に販売開始されたのですが、副作用ビグアナイド
による乳酸アシドーシスの死亡がマスメディアで大きく報道され、話題になった薬です

。最近また見直されてきています。（実際の死亡率は 万人に 人程度と言われる10 3 ）
などがあります。メトグルコ（大日本住友製薬１錠 円程度と安い：古くからある薬は安いの ）10 が多い

Ⅲ：インシュリン抵抗改善薬（筋肉などへのブドウ糖の取り込みを促進させる）

筋肉などへのブドウ糖取り込みを促進させるという事で武田製薬が世界中で 億円4000
近い販売をしていた でしたが、膀胱癌の発生率がやや高いという事で仏、独アクトス

（ 、では新規の投与を禁止しています。我が国では厚労省は新規投与の禁止など指示していません 厚労省通達では

膀胱がん治療中の患者等には使用を控える事などを添付文書に記載以外指示は無い： 現在 。仏では自主回収開始（ 。.6.23 7/11） ）

Ⅳ：その他の作用機序の血糖降下剤

インシュリン分泌を促進する という刺激ホルモンがあります。インクレチン
このインクレチンは によって、分解されますがそれを阻止する薬です。ＤＰＰ－４

（ジャヌビア 製薬 ：最小量の１錠でも 円と高い、後発品無し）ジャヌビアなどあります。 MSD 90
（シタグリプチンリン）

その他、武田のネシーナ（アログリプチン）、小野のグラクティブ（ジャヌビアと同じシタグリプチン）

その他、インシュリン抵抗改善作用もある

メトホルミンとしては大日本住友のメトグルコや、グリコラン、ネルビス

メルビン、メデット、ジベトスなどがある。

体重増加を余り起こさず、中性脂肪、LDLコレステロール低下作用もある。大血管症
抑制効果も明確なため、欧米では第一選択となっている。

①2型糖尿病の多くが初期インシュリン分泌が低下している
→速効性インシュリン分泌促進薬は食後高血糖を抑制する

食前15分前に低血糖を起こした症例が報告された

この薬はSU骨格を持たないがSU受容体に結合して、インシュリン分泌する

毎食前の服用薬である

糖質吸収が遅れる事で食後高血糖を改善。腹部膨満、放屁増加、下痢等の副作用がある。

マルターゼなど、2糖類を分解する酵素であるαグルコシダーゼは小腸粘膜上皮細胞刷子縁に存在する。αグルコシダーゼ阻害剤はこの活性部位に
結合する事で2糖類が結合するのを競合的に阻害する。
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インクレチンはインシュリン分泌促進作用があるだけでは無く、全身に作用するホルモンである。

そこで、ここではこのインクレチンの作用について解説する。

インクレチンには十二指腸、上部空腸K細胞から分泌されるＧＩＰ（Ｇlucose-dependent Ｉnsuli-
notropic Ｐolipeptide）と下部小腸、大腸のL細胞で分泌されるＧＬＰー１（Ｇlucagon-Ｌike
Ｐeptide-１）がある。

インクレチンの全身に対する作用について

インクレチンは食事摂取後に消化管内分泌細胞から分泌される膵β細胞インシュリン

分泌を促進するホルモンの総称。中枢神経、心血管系、脂肪細胞、骨代謝など糖代謝

以外にも多岐にわたる作用を発揮する。

中枢神経への影響

GIP
GLP－1

GLP-1は①食欲抑制、②消化管運動抑制作用を持つ。
膵β細胞のインシュリン分泌促進も一部は中枢

神経を介する。③神経保護作用④学習促進作用。

GIPにも神経保護作用がある。

食欲↓

インクレチンの中枢神経への作用は①循環血中のインクレチンが脳神経に

直接作用②迷走神経を介してインクレチン刺激が中枢へ伝わる。③インクレ

チンが脳内で産生されてその神経投射により作用する、と報告されている。

神経保護↑

心臓（心筋細胞）

への影響

GLP-1は①心筋細胞でcAMPを上昇させて陽性変力
作用を増強させる。②NO産生も増加させて心機能
を亢進させる。

心拍出量↑

脂肪細胞への

影響

インシュリン感受性↑

糖取込↑

脂肪細胞へ作用して①グルコース取込や②リポ

蛋白リパーゼ活性を増加させて脂肪細胞へ栄養

を蓄積させる働きがある。

動物実験では①骨芽作用に直接関与して、骨形成を促進。②骨芽細胞を

介して、破骨細胞に働きかけ骨密度を増加させる事が確認されている。

その他胃れん縮や胃蠕動運動抑制などの働きがある。
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④インシュリン注射について

型糖尿病患者にはインシュリンは必須です。 型糖尿病でもインシュリン分泌低下が1 2
（ 型糖尿病でインシュリンが必要なのは著しい場合などには、インシュリン注射が必要です 2

空腹時血糖値が ㎎ 以上 経口血糖降下剤を使用しても充分なコントロールが得られない250 /dl の場合や、
我が国では昭和 年にインシュリン自己注射が認可、昭和 年に自己血糖測定が認可されました。場合などです 。） 56 61

インシュリンがどれくらいの時間で血糖降下作用を示すかによって
、 、長期型（ と実際は呼ばれます）の大きく つに分類されます。速効型 中間型 持効型 3

更に速効型よりもっと早く効果が出現する などや、速効型と中間型を一緒に超速効型
した などがあります。混合型

1 4インシュリンは です。 、 や上 などに注射しますが毎日（皮下注射 腹部 大腿部外側 腕 日
）打つので、同じ部位に打ち続けると 皮膚の下の脂肪組織が回打たなければならない人もいる

萎縮してくぼんでくるので、毎回部位を変えて注射を打つ必要があります。

最近の注射はペン型（ ）になって、昔と比べるインシュリン溶液と注射が一体； 単位含有3.0ml 300

と使用しやすくなっています。腹部皮下に丸くて薄い装置を埋め込みインシュリンが自
動的に持続して注入される もありますが、患者自身持続皮下インシュリン注入ポンプ
がインシュリンを補充しなければなりません。

⑤インシュリンはなぜ、内服できないのか？

なぜ、面倒なインシュリン注射をしなくてはならないのか？内服できれば楽なのに、と
らく

インシュリンを仮に内服すると消化管の中で分解され考え人もいるでしょう。しかし、
のです。てしまうので体の中で作用できない

このような基礎知識があれば、健康食品のウソもわかります。例えば、コラーゲンやヒアルロン酸とい
ヒアルロン酸を関節内に注射でったサプリメントは関節痛に効果があるようなコマーシャルを見ます。

しかし、ヒアルロン酸投与するのは効果があり、効能、効果が認められていて病院でも使用されます。
、 。やコラーゲンを内服しても インシュリンと同じ理屈で分解されたり高分子のため吸収できないのです

ヒアルロン酸の内服に関しては、自分自身が五十肩で数年前肩が上がらなくなった時期がありましたので医学文献
独立行政法人 国立健康を調べました。もし内服が効果があるのなら、医薬品として認可されているはずでしょう。

も と明栄養研究所 「健康食品の安全性、有効性情報」サイト http://hfnet.nih.go.jp/ 医学的有効性の文献は無い
確に記載しています。関心のある人は上記サイトを確認して下さい。

上腕

腹部
このように皮下注射をする

subcutaneous injections
大腿外側

最近、コラーゲン摂取が線維芽細胞を刺激するとの報告も出ています。但し、コラーゲンを摂取したらそのまま

すぐコラーゲンになるわけでは無いので誤解しないように｡値段の高いのもサプリでは販売されているが、どうしても

服用したいなら安価なものを買ってみたら？｡

絶対適応；１型糖尿病、糖尿病性昏睡、ケトアシドーシス、重度肝障害、腎障害

感染症、妊娠など。
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⑥最近の新しい治療薬や注射について

毒トカゲがきっかけの新薬（注射）
が現在使用されています。

ヒーラーモンスターという毒トカゲの口には、獲物を食べたらすぐにインシュリン分泌
を刺激するホルモンを出す器官がある事が 年に発見されました。1992
つまり、このモンスターは食べる毎にインシュリンが出続けるという事です。

人間でも、このようなインシュリン分泌刺激物質があり小腸から分泌されています。
と呼ばれますが、人間ではすぐに分解されるためインシュリン分泌刺激がインクレチン

長続きしません。この はグルカゴンペプチド( )という物質インクレチン G Plucagon eptide
なので と呼ばれます。ＧＬＰ １-

の構造を変化させ、安定化させたものが注射として、昨年より日本でも販売ＧＬＰ １-
されていて、 という商品名です。また、昨年 月には という商ビクトーザ 12 バイエッタ

（ ）品名で販売されました。ビクトーザ 一本 円 １日１回 ㎎ 使用と仮定して 日で約 円18mg 9600 0.9 /dl 1 480

。 、 。1 1日 回皮下注射で使用します また 現在これらの内服薬への応用が試験段階中です

一部マスメディアはこの注射が糖尿病を完治させるような誤った情報を流したようですが、あくまでも
です。誤解しないように。また、インシュリン分泌刺激剤なので 型インシュリン分泌を刺激する注射 1

糖尿病や、 型糖尿病でインシュリン分泌能力の低下している場合には使用不可です。2

⑤糖質制限食という概念について

となっています。現在の食事療法の基本は、糖質（炭水化物）の割合が 程度60%
糖尿病学会編集の食品交換表で説明したとおりです。

これに対し とし、脂質や蛋白の割合を増加させた を糖質の割合を 程度30% 糖質制限食
京都大学出身の江部先生が提案し、｢主食を抜けば糖尿病は良くなる」という本を出版
されています。糖質摂取割合を今迄の半分にするわけです。脂質摂取は出来るだけ植物
性にして、蛋白摂取も魚類などを中心とした和食型にして考えれば良いのではないかと

。 、 。考えます 動物性蛋白や脂質摂取を増やすと 却って脂質異常症の原因になりますので
蛋白、脂質、野菜などは炭水化物に比べて、血糖値がゆっくり上昇し、高血糖の時間が短くなるので体
に良いという訳です。血糖値が高い時間が短いほど血管内皮障害が少ないと言われています。血糖値が
急激に上昇する事を と呼び、血管に悪影響を及ぼします。グルコース・スパイク

インクレチンには十二指腸、上部空腸K細胞から分泌されるＧＩＰ（Ｇlucose-dependent Ｉnsuli-
notropic Ｐolipeptide）と下部小腸、大腸のL細胞で分泌されるＧＬＰー１（Ｇlucagon-Ｌike
Ｐeptide-１）がある。 毒トカゲ

この糖質制限食に関しては2012年1月のの第15回日本病態栄養学会
学術集会でpanel discussionがあり、江部先生（賛成意見）と反対派
の久保先生が討論されている。

糖尿病で腎機能低下群などには蛋白質の割合

を増加させるのはリスクがある。

ただ、基本は最初に説明した糖尿病食品交換表による食事療法になるので、糖尿病の方は主治医とよく相談する事。

腎障害などの無いケースなら試す

事は可能かもしれない。

1992年にヒーラーモンスターという
毒トカゲの唾液から発見された！

この件に関しては糖尿病学会が糖質制限食は危険との声明を出したが、、。
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糖尿病経口血糖降下薬の選択について

インシュリンの適応以外の経口血糖降下薬は前述したように最近多くの種類が販売されるようになった。

糖尿病標準診療マニュアルでは以下のような薬の使用を推奨している。

第１選択薬 Ａビグアナイド薬 又はＢスルホニル尿素（ＳＵ）薬

Ａビグアナイド薬

メトホルミン（メトグルコ）５００ｍｇ 分２～２２５０ｍｇ分３

（グリコランやメデット）５００ｍｇ 分２～７５０ｍｇ分３

（グリコランは日本新薬、メデットはトーアエイヨーのメトホルミン製剤）

2010年より2250mg迄の処方が可能となった

これらの薬剤は古くから販売されている事も有り、250mgで9.6～9.9円と安い。最近の糖尿病新薬が高い事を考えると、
医療費削減の意味も大きい（これだけでコントロール可能ならだが）。

以下の注意点がある；①血清クレアチニン１.３mg/dl以上、又は８０才以上の患者には投与しない。
②造影剤使用時や全身手術時には前後４８時間休薬する。

Ｂスルホニル尿素（ＳＵ）薬

グリクラジド（グリミクロン）２０ｍｇ 分１ ～１６０ｍｇ分２

グリメピリド（アマリール）０.５ｍｇ分１～６ｍｇ分２

（グリミクロンは大日本住友、アマリールはサノフィがそれぞれ販売）

HbA1C高値、非肥満の場合にSU薬を考慮する。最小量から開始する事。腎機能低下、高齢者では低血糖
のリスクが高まる。この場合は速効性インシュリン分泌促進薬のグリニド系薬剤などの慎重投与を考慮

当然だが、SU剤（インシュリン分泌促進）とグリニド系薬剤（速効性インシュリン分泌促進）併用は不可。
レパグリニド系の薬剤にはシュアポスト（大日本住友）などがある。0.75～3ｍｇ分３（毎食前）投与する。

第２選択薬 第２選択薬はＣ αグルコシダーゼ阻害薬 Ｄ ＤＰＰ４阻害薬 Ｅ チアゾリジン薬

Ｃ αグルコシダーゼ阻害薬

食後高血糖の場合考慮する、最小量から開始

アカルボース（グルコバイ） １５０ｍｇ～３００ｍｇ分３（毎食直前）
（グルコバイはバイエルが販売）

Ｄ ＤＰＰ４阻害薬（高齢者やＳＵ剤との併用で低血糖を起こしやすいので注意）

シタグリプチン（ジャヌビア或いはグラクティブ） ２５ｍｇ～１００ｍｇ分１

治療薬剤選択の流れ

ステップ１ 第１選択薬単剤投与開始

Ｅ チアゾリジン薬

ピオグリタゾン（アクトス）

無効
ステップ２ ２剤併用；第１選択薬のＡ＋Ｂ又は

Ｃ、Ｄから１剤追加

ステップ２無効→更に他剤1種類追加→無効ならインシュリン導入の検討（ステップ４）

処方には同意が必要、また膀胱癌発生事例など有り、他に選択が無い場合症例に限定

する事が望ましい（糖尿病標準診療マニュアル）。

強いて使用する必要は無いと思うが（これは個人的な見解）
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【 （ ） 】平成 年 月23 8 わかりやすい脳卒中 脳出血や脳梗塞 の話

今回は動脈硬化を主な原因として発生する脳卒中についてわかりやすく解説します。

以下の順序で説明しますが、初めに脳の解剖や働きを説明して、理解しやすいように
しています。

①脳を包む頭蓋骨の話
②脳の解剖と働き
③なぜ、脳卒中では片側の手足の麻痺や言語障害が出現するのか？
④麻痺の起こった手足がまた動くようになるのは何故か？
⑤最近の脳卒中の死亡人数
⑥脳卒中の分類（脳出血と梗塞）
⑦脳卒中の症状、診断、治療

今回の脳卒中の話もまず脳の解剖という基礎的な知識の話から始めます。皆さんも、
テレビや雑誌、インターネットで医学情報を見られる機会も多いと思いますが、身体の
仕組みを知らないと理解できにくいと思います。今回も出来るだけわかりやすく解説し
たつもりですので、参考にされて下さい。

典型的な脳卒中患者さんの麻痺の姿勢、歩行

cerebral apoplexy

言語障害には口の周囲の筋肉や舌の麻痺で上手く喋れない

構語障害や、物や言葉の意味が分からない失語がある。

失語には感覚失語や運動失語など幾つか種類がある。

言語障害（構語障害や失語）

speech disorder

前腕が内側に曲がり（回内位）、肘から

腕が屈曲する

dysphasia

片側の手足の麻痺

症状が軽度の場合には上肢或いは下肢のみ

spastic paralysis

手の屈曲に対し、足先は突っ張って（痙性麻痺）

尖足となる。

麻痺側と反対側の杖で歩行する

このような姿勢をウェルニッケ・マンの姿勢（肢位）と呼ぶ。

痙性麻痺に対してA型ボツリヌス毒素の
ボトックスが使用される事がある。

痙縮と呼ばれる痙性麻痺がある
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①脳を包む頭蓋骨の話

脳を守るために頭蓋骨がありますが、逆に脳出血が大量になると脳内圧力の逃げ場所が
無くなって、生命を危険にさらしてしまいます。

出産時には皆さん御存知のように頭蓋骨は幾つかに分かれていて、産道を通過する時、
邪魔にならないように頭蓋骨は重なっています。
小さい頃の頭蓋骨はは大人に比べてまだ柔らかいのも特徴です。また、脳と頭蓋骨の間
に隙間がありあまり激しく揺さぶると血管が切れて出血し危険な事もあります。

と呼ばれます。揺さぶられっ子症候群

の３つを合わせて と呼びます。髄膜が細菌やウイルスによって炎症が起こる①硬膜②くも膜③軟膜 髄膜
のが です。くも膜下腔を流れる脳脊髄液は脊髄まで達しているので で診断します。腰椎髄膜炎 腰椎穿刺

。 、 。穿刺とは腰に針を刺して髄液を取る検査の事です 虫垂炎手術では 局所麻酔をこの部位に注入します

前 出産時頭蓋骨は幾つかの骨に分かれている
成人頭蓋骨（側面）

前頭骨
frontal bone

anterior fontanelle
大泉門（３６ヶ月で閉鎖）

頭頂骨
parietal bone

posterior fontanelle
小泉門（３ヶ月で閉鎖）

coronal suture

成人の頭蓋骨は癒合して一つとなるが、その線は

ギザギザしていて縫合線と呼ばれ、それぞれ名称

が付けられている。

冠状縫合
骨の厚さは後頭部が一番厚く約５ミリ

側頭部が一番薄く約２ミリ。
sagittal suture

lambdoid suture
矢状縫合

meninges

く
も
膜
下
腔

頭蓋骨と脳の間には薄い３つの膜がある。３つの膜を総称して髄膜と呼ぶ。頭蓋骨の

すぐ下に①硬膜と②くも膜がある。くも膜の下にはクモ膜下腔と呼ばれる隙間があり

そこには脳脊髄液が流れている。その下に③軟膜がある。

ラムダ縫合
後ろ

頭蓋骨
skull

頭部外傷後１～２ヶ月後くらいに発生する慢性硬膜下血腫

などでも名前を聞く事があると思う。dura mater
①硬膜

arachnoid membrane

くも膜下出血などでも有名なあのくも膜。②くも膜

脳

脳を直接包む薄い膜③軟膜

くも膜と脳を包む軟膜の間にはクモ膜下腔があり、脳脊髄液

が流れている。脳脊髄液は脳と頭蓋骨の間でクッションの

ような役割も果たしている。
subarachnoid space

pia mater

クモ膜下腔

6ヶ月で閉鎖

18ヶ月で閉鎖
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②脳の解剖と働き

脳血管障害の話の前に、この頁では脳の解剖と大まかな脳の働きについて解説します。

脳の表面は実際は灰色っぽい色をしています。
脳の表面の部分は、 と呼ばれます。大脳皮質は が大脳皮質（正確には ）大脳新皮質 神経細胞
密集した と の集まった に分かれます。白質の神経繊維は電線のよう灰白質 白質神経繊維
な約割で情報の伝達をします。

脳の働きにより、この大脳皮質は大きく４つに分かれます。脳の中心部にも色々な働き
をする場所がありますが、それについては次の頁で説明します。

下の図を見て下さい。脳の前側の赤く塗られた部分を と呼びます。前頭葉
隣の黄色い部分を頭頂葉、水色を側頭葉、頭の後ろの緑色を後頭葉と呼びます。

頭頂葉

後頭葉

側頭葉

【構語障害と失語の区別】
構語障害というのは、呂

ろ

律
れつ

が回らない

状態で、酒の飲み過ぎでよく見られます。

失語には運動失語と感覚失語等あります。

小脳

脊髄

２～５ミリの厚さがあり、大脳全体では１４０億個もの！神経

細胞がある。運動、感覚中枢などがある。

白質には神経線維があり電線のような役目をしている。情報

伝達を担っている

手足を動かせといった

命令を伝える

腕が痛いとかいった感覚を

灰白質へ伝える

白質

灰白質

frontal lobe parietal lobe

temporal lobe

occipital lobe

spinal cord

脳の中で最も人間らしい高度な機能を持つ。

意思、計画性、創造性などの精神機能中枢、

手足などを動かせといった命令を出す運動中枢

や言語（運動言語）中枢などがある。

手足など体の感覚を感知（知覚中枢）する。

また、場所や空間の認識をする。

眼から遠く離れたこの場所に視覚中枢

があって、色や形を感じる。

言語（感覚言語）中枢や聴覚

中枢などがある。

前頭葉以外の側頭葉、頭頂葉、後頭葉の

３つは主に感覚に関係するので、感覚野

と呼ばれる。

ボールを見てボールは

理解出来るが｢ボール｣

という言葉が出ない。

ボールが理解出来

ない。ボールを見て

バット等と喋る。

前頭葉

白質

脳中心部

脳表面

感覚失語運動失語

構語（音）障害と失語

口周囲の筋肉などの障害（脳卒中他）

で言葉が上手く喋れないのが構語障害

失語は運動、感覚失語などある。
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もう少し、脳の解剖や働きを解説します。前頁で説明した大脳皮質と呼ばれる部分は、
高度な人間で特に発達した部分ですが、脳の中心部には生命維持のための原始的な働き
をする部分があります。下の図を見て下さい。脳の中心部を縦に切断した図です。

。左図は上の図と同じ切断面の ( 写真ですMRI エムアールアイ)
（映像）Ｍ Ｒ Ｉagnetic esonance maging（磁気） （共鳴）

マグネティツク レ ゾ ナ ン ス イ メ イ ジ ン グ

ＭＲＩにはＣＴのような放射線は使用されていません。
くも膜下出血の原因になる動脈瘤も発見出来ます。

体の感覚を大脳皮質に伝える中継点

thalamus

視床

このわずか４グラムのエンドウ豆ほどの

大きさの視床下部は自律神経の中枢であり

また種々のホルモンを分泌する重要な器官
hypothalamus

視床下部

上
顎
洞

その他視床下部には空腹、満腹中枢や

体温調節中枢などもある 。

maxillary sinus

mesencephalon
中脳、橋

きよう

、延髄の３つを合わせて脳幹

（brain stem）と呼ぶ。橋と延髄からは視神経
など１２対の中枢神経が出ている。

大脳の命令を伝達したり、逆に体の情報

を大脳に伝える連絡網となっている。

中脳

前頭洞 frontal sinus

pons
橋

この頭蓋骨の空洞を前頭洞と呼ぶ。鼻の空洞

には上顎洞があり慢性副鼻腔炎（蓄膿症）は

上顎洞炎を指すことが多いが、前頭洞などに

炎症が波及することもある。副鼻腔は全部で

４つある。

medulla oblongata
延髄

大脳

小脳

小脳は大脳の重さの約1/10の１２０グラム程度だが、神経細胞数
は大脳が約１４０億個なのに対して、その約７倍の一千億個以上

あると言われる。小脳は体の平衡感覚や色々な運動の調整などを

している。

舌

酔っ払うと千鳥足になるのも小脳機能が低下するからだ

vertebra spinal cord

皆さんもやってみませんか？小脳検査！

小脳の働きを検査する一つに指鼻試験（finger to nose test）
がある。右写真のように自分の人差し指を鼻に当てた後

相手（医師）の人差し指にタッチする。小脳障害があると

人差し指が震えて上手く鼻をタッチ出来なかったりする。

タッチ！
患者 医師

視床

橋

延髄

脊椎 脊髄
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③なぜ、脳卒中では片側の手足の麻痺や言語障害が出現するのか？

脳卒中でよく見られる片方の手足の麻痺ですが、これはどのようにして起こるのか？
というと、体を動かせ！という脳細胞（ ）の命令の途中の電線（ ）が大脳皮質 神経繊維
出血などで言わば断線する事が殆どです。

下図には実際に脳出血や脳梗塞などで障害を受ける部位の説明をします。
大脳皮質（灰白質）の運動をする命令を出す細胞の命令を で示します。赤線→
高血圧等に伴う脳出血は約 程度がこの 付近で起こりますので、電線が切断され70%
るようにここで、命令が中断する→手足が動かなくなるという事になります。

体幹

左図は運動を命令する運動野を示すが、指先や顔などの繊細

な動きを必要とする部分の脳の割合が多くなっている。

感覚を感知する感覚野でも同様に指先や顔の感覚の割合が多い

手

足
顔

命令を出す（例えば手足を動かせ！）細胞自体が死滅することも

あるが（皮質下出血、皮質下梗塞など）、多くの場合は下に示す

ように、命令系統の電線が障害されて麻痺や感覚障害が起こる

体を動かせという命令が

中心部へ送られる

舌

脳の中心部へ

腕、指先足灰白質

白質

顔

caudate nucleus

white matter
大脳運動野付近の縦断面

視床視床
高血圧など動脈硬化による脳出血の約７０％はこの部位に

発生する。何故？

lentiform nucleus
何故、この部位に脳出血や梗塞が多いかというとこの部位は

①中大脳動脈の血管が急に細くなり、枝分かれしている部分

である事②細い血管の枝が出る角度がほぼ直角のため、

小動脈瘤が出来やすく破裂して出血するからである。
延髄付近で神経線維は

交差して反対側を下行

枝分かれする細動脈が細い
そのため、病変部位の

反対側が麻痺する
ほぼ直角に分岐する

中大脳動脈 出血や梗塞が起こりやすい

側脳室

前障

尾状核

被殻

レンズ核（被殻と淡蒼球）

淡蒼球

尾
状
核
＋
レ
ン
ズ
核
＝
線
条
体 内

包

内
包

レンズ核線条体動脈
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【脳血管】

前大脳動脈

中大脳動脈

内頸動脈

中大脳動脈

内頸動脈

中大脳動脈

脳底動脈

レンズ核線条体動脈

尾状核

レンズ核（被殻＋淡蒼球）

大
脳

基
底
核

尾状核と被殻を合わせて線条体と呼ぶ。

被殻と淡蒼球を合わせて。レンズ核と呼ぶ

尾状核と被殻（線条体）とレンズ核（被殻と淡蒼球）を

合わせて 大脳基底核と呼ぶ。面倒ですな！

視床

第三脳室

レンズ核線条体動脈は前外側中心動脈とも呼ばれる

頸動脈サイフォン部

頸動脈サイフォン部
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④麻痺の起こった手足がまた動くようになるのは何故か？

大脳皮質の例えば手の運動を命令する細胞が完全に死滅したり、脳出血や梗塞の範囲が
広く、電線の役割を果たす神経繊維が広範囲にダメージを受けるとなかなか回復は困難
です。しかし、軽い場合にはまた手足が動くようになります。これは何故かというと、

からです。生き残った神経細胞のネットワークが再び出来上がる

樹状突起接合部（シナプス）では、ナトリウムとカリウムイオンが関与し、電気信号を
科学信号に変化させて情報伝達します。電気信号を伝える電線のような軸索にはコード
で包まれた とコードに包まれていない裸線の の 種類あります有軸繊維 無軸繊維 2

。（無軸繊維の伝達速度が 秒にたいし、有軸繊維の伝達速度は 倍の 秒にもなります1m/ 100 100m/ ）

拡大

シナプス

dendrite

dendrite

脳の中は左イメージのように神経細胞同士が樹状突起というアンテナを

出してお互いの情報交換をしている！

神経細胞同士が細長い樹状突起を出して互いの情報を共有、伝達している

この樹状突起同士の交わる場所をシナプスと呼ぶ。

synapse

シナプスでは電気信号→化学信号を出してお互いの情報

を交換、伝達している！

麻痺した手足は何故、また動き出すのか？神経ネットワークの回復する理由について

再生する！

この時の電気信号のやりとりが脳波として記録出来る

軸索にはコードに包まれた有軸繊維

と裸線の無軸繊維の２種類がある

新しいネットワーク（バイパス）が出来上がる！

死んだ細胞は生き返らない

軸索

樹状突起

一部の細胞が死滅した場合

樹状突起の一部だけが死んだ場合には木の枝を

切っても又生えてくるように樹状突起は再生

してネットワークに参加する

Science2012 3月30日号によると脳の回路は絡み合ったもの
では無く3Dの格子状に体系化されたものらしい。脳の連絡
はリボンケーブルに近く、平行に走る平面シート状の

ニューロン線維が折り重なっている。縦、横に直角に回路

は交錯しているとの事だ。

axon

dendrite

神経細胞

nerve cells

樹状突起
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⑤最近の脳卒中の死亡人数について

今迄、脳の解剖や働きなど基本的なお話をしてきましたが、ようやくここから本題で
ある脳卒中の話に移ります。

ですが第１位は癌で約 の 万人平成 年度の死亡患者数は総数で約 万人22 120 30% 35
第 位は心疾患で約 万人、 となっています。2 19 第 位が脳血管障害で約 の 万人3 10% 12

、 、 、 、（ 脳血管疾患は 昭和 年に結核に代わり第 位 昭和 年をピークに低下して 昭和 年に 位26 1 45 56 2

昭和 年に第 位となって以降死亡率は横ばい状態です；厚労省資料による ）60 3 。

この脳血管障害の中では以前は脳出血による死亡が殆どでしたが、最近は脳梗塞の割合
が増加しています。

（平成 年厚労省資料による）22

⑥脳卒中の分類（脳出血と梗塞）

脳出血は と に分類されます。脳内出血 くも膜下出血

高血圧性脳出血また、脳内出血はその原因によって高血圧などの動脈硬化を原因とする
と などその他の原因による出血に分類されます。脳動静脈奇形

というのは比較的大きな動脈と静脈が直接交通する先天性の病気ですが、脳動静脈奇形
万人に 人くらいの発生率で稀な疾患です。下図参照。5~10 1

比較的若い年齢で脳出血を発症しますが、最近は手術
出来ない症例でも や とカテーテル塞栓術 ガンマナイフ
いう放射線を使った治療が可能な事もあります。

脳梗塞は大きく分けると と、 により血管が脳内の血管の梗塞 他臓器からの血栓や脂肪
詰まる（ 場合の 種類あります。正式には と呼ばれます）脳塞栓 2
他臓器からの血栓のうち脳梗塞を発症する頻度が高いのが と呼ばれる心臓の心房細動

読売ジャイアンツの元監督の不整脈です。次頁ではこの心房細動について少し解説します（
長嶋茂雄さんも になったと言われています 。心房細動が原因で脳梗塞（脳塞栓） ）

その他1%

intracerebral hemorrhage subarachnoid hemorrhage

cerebral arteriovenous malformations

脳血管障害の死因分類

第１位 脳梗塞（約６０％）

約７万２千人

第２位 脳内出血（約２８％）

約３万４千人

第３位 くも膜下出血（約１１％）

約１万４千人

動脈と静脈が吻合して毛玉のようになっている

出血、梗塞の原因になる。

前大脳動脈

内頚動脈
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心房細動と脳梗塞（脳塞栓）

上記のような不整脈を と呼び、心臓弁膜症が原因で発生する事もありますが、心房細動
最近は心疾患の無い人から発生する事も多くなっています。心房や心室が規則的に収縮
しないので左心房内に血栓が出来やすく、大きければ心臓の超音波検査で発見する事が
可能です。

心房細動の発生頻度、心房細動による脳塞栓の頻度と死亡率

40 0.24% 0.04%心房細動発生頻度は年齢が上昇するにつれて増加します。 代では男 、女
ですが、 代で男 、女 に、 歳以上では男 、女 に上昇します60 1.94% 0.42% 80 4.43% 2.19%

。（日本循環器学会疫学調査による）

心房細動による脳塞栓の頻度は一般の人より 、またその死亡率も脳血管2.3~6.9 倍高く
（ ）。が詰まる脳梗塞よりも 近く高くなっています数倍から 倍5 脳卒中ガイドライン による2009

従って、心房細動がある人は血栓が出来にくくするような薬（ と呼びます）を抗凝固剤
服用する必要があります。一般的に （ ）という薬が使用されるワーファリン ワルファリン
事が多くなっています（ 。アスピリン服用より脳塞栓発生リスクが低い；脳卒中ガイドライン 2009）

正常心電図：小さな波（Ｐ波）と

大きな波（ＱＲＳ）が、交互に規則的

premature beat
期外収縮

時期外れに出現するので期外収縮と呼ばれる

期外収縮（これは心室性期外収縮）

ほぼ規則的な脈だが、時々脈が触れなく

なる事もある（脈が飛ぶ）。

atrial fibrillation(AF)

心室を興奮させる波に全く規則精が無い

心房細動

全く規則性が無い。

正常心電図で見られるＰ波が無い。

脳塞栓cerebral embolism
エコノミー症候群は下肢静脈血栓が肺に詰まる

事で起こる（肺血栓塞栓症）。呼吸困難や死亡

に至る事もある。静脈塞栓なので脳塞栓の原因

にはならない。

事故や手術で発生する脂肪塞栓は肺血栓塞栓や

脳塞栓の原因になる。
左心房内血栓

右心房

右心房にも血栓は出来るが頻度は少ない

右心房内の血栓が飛ぶと肺塞栓（肺血栓

塞栓症）となる｡左心室 pulmonary thromboembolism
右心室

最近はダビガトラン(商品名；プラザキサ）などの薬も使用されます。納豆を食べる事が出来る

Ｐ
ＱＲＳ
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⑦脳卒中の症状、診断、治療
)くも膜下出血 )脳梗塞 )脳出血a b c

)くも膜下出血a
くも膜下出血による死亡は です。脳血管障害の約 で昨年１年間で約 万 千人10% 1 2

【症状】

多くの場合には が出現します。時には 事もあります。強い頭痛 直ちに意識が無くなる
（元巨人軍の木村コーチがノック中に突然倒れた場面をテレビで御覧になった人もあるかと思いますが、意識消失
後 日目に亡くなられています ） （脳室内へ出血すれば麻痺が起こる事もあります 。5 。 ）麻痺は出現しません
逆に の事もあり、後で解説しますが、出血量が少ないと単純 で診断が困難軽い頭痛 CT
な場合もあり注意が必要です。

【診断】

くも膜下出血の によって起こると言われています。80%以上は動脈瘤の破裂
動脈瘤の成因は先天的に存在する血管の弱い部分が高血圧や動脈硬化などによって、外
側へ膨らむことによると考えられています。動脈瘤は全人口の約 にあると言われま6%
すが、後ほど説明しますが小さい動脈瘤は破裂する事の無い場合もあります。

subarachnoid hemorrhage

前大脳動脈

中大脳動脈

内頚動脈

内頚動脈

脳底動脈

椎骨動脈

脳を下側から見たところ

中大脳動脈

内頚動脈

前大脳動脈

中大脳動脈前大脳動脈

椎骨動脈

後大脳動脈

血管が集まったこの部分はウイリス動脈輪

と呼ばれ、脳動脈瘤の好発部位である。

実際の脳動脈瘤の血管造影写真である。

の部分の動脈瘤が外方へ突出している。

前交通動脈(両側前大脳動脈を結ぶ）

後大脳動脈

後交通動脈（内頚動脈と

後大脳動脈を結ぶ）

①脳動脈瘤の85～90％は
ウイリス動脈輪付近に発生

②その内最も多いのが

前大脳動脈ー前交通動脈分岐部

付近で約40～45％である。

内頚動脈ー後交通動脈分岐部付近の

動脈瘤では動眼神経麻痺が起こり、

眼瞼下垂、散瞳、複視などが起こる

事がある。

aneurysm
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【脳動脈瘤の発生部位】

内頚動脈

後交通動脈

我が国ではこの内頚動脈ー後交通動脈瘤が

約30～40% （文献によって頻度がやや異なる）。

前大脳動脈

中大脳動脈
前交通動脈

脳底動脈

後大脳動脈

上小脳動脈

椎骨動脈

前下小脳動脈

後下小脳動脈

我が国ではこの前大脳動脈－前交通動脈瘤が約

40～45％と最も多い（文献によっては30％程度とする

ものもある）。
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【くも膜下出血の診断（続き 】）

強い頭痛で受診した場合は頭部 を撮影し、診断確定します。しかし、少量の出血CT
の場合、脳内出血と異なり、脳の溝 に血液が貯まるため では診断（シルビウス裂） CT

みぞ れつ

が困難な場合もあります。 ( )や場合によっては腰椎穿刺で髄液が血性である事MRI MRA
で診断が確定します。頭痛が続く場合には などの読影力のある脳外科を受診して下CT
さい。

【くも膜下出血の治療（急性期 】）

治療が保存的に行われる場合もありますが、動脈瘤に対する処置を行わなければ再発
のリスクがありますので、手術時期は脳外科医が判断しますが、 （動脈瘤クリッピング

、の根元を止める などが行われます） （くも膜下出血後 時間以内は再出血の危険が高く侵襲的な検査24

治療は避けるべきだとしています；脳卒中治療ガイドライン 。2009）

【くも膜下出血の予防と治療 （脳ドックなどで動脈瘤が発見されたら）？】

通常の では脳動脈瘤の発見は困難 で ( )CT MRI MRA（ ） 、巨大脳動脈瘤で石灰化などあれば診断可能
などが行われてきましたが、小さい脳動脈瘤（ ）発見が困難な事より最近は5mm 以下

などが発見に威力を発揮しています。3D-CTA

動脈瘤が発見された場合、 脳卒中ガイドラインは次のように提案しています。2009

（ ）と5 1 1%ミリ以下の脳動脈瘤の破裂する確率は 年間の間に 以下 小さい程破裂確率は少ない
されています。未破裂動脈瘤の手術成績は各施設により違いますが死亡率 程度0.3~1%
後遺症（麻痺、失明など）発生率 程度となっています。 ミリ以上あれば破裂1.5~7% 5

私は数年前に して動脈瘤無かったですが）して死に至るかもしれないので判断の難しい所です （。 MRI

（ラッピングとも呼ぶ）

動脈瘤

カテーテル

動脈瘤

クリッピング

コーティング

コイリング

血管

血管

血管

動脈瘤の根元をクリップして

再出血を防ぐ（右写真）

動脈瘤の周囲を硬くする事に

よって再発を防ぐ方法 動脈瘤がクリッピング後

しぼんでいる

動脈瘤 クリップ大
き
く
見
え
る
が
長
さ
７
ミ
リ

カテーテルで動脈瘤の中にコイルを入れる。

実際には小さい金属コイルを沢山入れて動脈瘤

を塞栓する。開頭術不要である。

未破裂の５～７ミリの動脈瘤 ５ミリ未満でも症状のある場合や不整形の動脈瘤

手術適応あり
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前頁でも記載の通り、脳動脈瘤が破裂前に発見された時の治療については合併症などの問題もあり、

特に5mm前後の微妙な大きさの場合判断に苦慮する方もいると思う。そこで、ここでは脳神経外科
ジャーナルVol 20 No7(July 2011)の特集「未破裂脳動脈治療の展望」等を参考に現在の知見を解説する。

2006年1年間で登録された31施設の1059例（1230動脈瘤）が登録された

（中間報告として上記ジャーナルに報告されている）

登録は、日常生活が平常通り行なわれている20才以上、動脈瘤サイズが最大径3mm以上が対象。
平均年齢61才、平均サイズ6mm、多発性動脈瘤13%、ブレブを有する動脈瘤が22%である。

現在までの結果について

①手術施行は1059名の内の558名（52.7％）に行なわれた。

ｍＲＳ（下に解説）が２ポイント以上低下した症例は約４.５％の２５例に認められた。

ｍＲＳ＝ｍodified Ｒanking Ｓcale

０：全く症状無し

１；通常の日常生活及び活動は可能

２；以前の活動は出来ないが、介助なしに自分の事が出来る。

３；何らかの介助を必要とするが、介助なしに歩行が可能

４；介助なしに歩行や日常生活を行う事が困難

５；寝たきり、失禁、常に看護や注意が必要

６；死亡

この結果を見るとやはり、未破裂動脈瘤の治療は、実際に自分が受けるとなると勇気がいりそうだ。

ただ、大きな動脈瘤は破裂→死に至るので受けざるを得ないかもしれない。

（これには死亡例数が記載されていない）

558例の手術内訳は開頭クリッピング81％、血管内治療19％

このうち、くも膜下出血に併発した未破裂動脈瘤、１０mm以上の動脈瘤、椎骨脳底動脈瘤、血管内
治療で治療された例は有意に高い合併症率を有していた、としている。これらのグループでは

mRS低下のみでも10％以上に認められるとしている。

上記のmRS評価以外に高次脳機能検査評価ＭＭＳＥ（Ｍini Ｍental Ｓtate Ｅxamination）というのも
ある。

手術費用は？

開頭クリッピング 355例平均 176万円
血管内コイル治療 49例平均 237万円

カテーテルによるコイル塞栓術の成績は？

上記ジャーナルに順天堂大学の2010年までの過去9年間520例（546動脈瘤）例に関してのコイル塞栓術
結果なども記載されているが、完全閉塞率は約６０％となっている。永久傷害残存率０.９％、死亡率
０.２％となっている。

症例内訳は5mm未満動脈瘤42% 5～10mm未満51%
10mm以上7%となっている。

脳動脈瘤手術成績（特に未破裂動脈瘤の手術成績について）
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⑦脳卒中の症状、診断、治療
)脳梗塞の症状b

片方の手足の麻痺 構語障害脳梗塞は （軽い場合は手、或いは足だけの麻痺もある）や、
で発症する事の多い病気です。時には構語障害だけの場合もあります。また、小脳梗塞
なでは 、 で発症する事もあります。歩行障害 めまい

一過性脳虚血発作と脳梗塞の違いは？

上記のような症状の場合です。一過性脳虚血発作は定義では 時間以上続かない24
虚血発作ですから（血が良く流れない）数分から 時間続く場合が殆どです。心臓発作1
の狭心症も同じですが、狭心症は胸痛が数分、長くても 分程度続きます。 虚血発作30
では、脳神経細胞 は死なないという事になります。（狭心症なら心臓の筋肉細胞）

一過性脳虚血発作は脳血管の動脈硬化などを基礎として起こりますので、 などCT,MRI
の検査が必要です（ 。頚動脈心臓の血栓が脳に飛ぶ脳塞栓などでも一過性脳虚血発作を起こす事がある）
や椎骨動脈の狭窄が無いかも調べます。動脈硬化が基礎にある場合には脳梗塞を将来起
こす可能性が有り、血液が固まりにくくする薬を内服します。

脳梗塞の診断

や などで診断されますが、単純 では梗塞部位（黒く写る）が 時間以内CT MRI CT 24
では描出されない事もあり注意が必要です。

梗塞はこのように黒く写る。中大脳動脈主幹部付近の広範囲梗塞
脳梗塞のＣＴ写真

梗塞部位の中に白く描写されているのは出血。このように梗塞後に出血

を起こす事を出血性梗塞と呼ぶ。

広範囲梗塞のため、脳の中心部（大脳鎌）が左側に圧排されて右側脳室

は殆ど押しつぶされている。このような状態を脳ヘルニアと呼び、死亡

リスクが高くなる。

この黒い部分は梗塞では無い

側脳室と呼ばれて脳脊髄液を

産生している場所。

脳を横に輪切りにしたＣＴ写真

※出血性梗塞は梗塞後に起こる事があるが、特に血栓溶解療法後には

リスクが高くなる
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脳梗塞の治療（急性期）

発症後 （経静脈的投与）3時間以内の血栓溶解療法

、 （ ）脳梗塞発症して 時間以内に 静脈から全身投与で脳血管の詰まった血栓 或いは塞栓3
麻痺などを溶かす治療方法です。何もしなかった人達と比べて死亡率は変わりませんが

合併症として、脳出の後遺症が減少します。但し、全身に血栓を溶かす薬を入れるので
などもあり、この治療法を選択するのには色々な条件があります。血を起こす危険性

発症後 ～ 時間経過した場合にこの治療方法を行うと更に脳出血の合併症が数倍高く3 6
なるとの報告もあり、より慎重な投与が必要となります（ ）脳卒中治療ガイドライン 2009

脳梗塞発症後出来るだけ早く治療法を開始しないと脳神経細胞が死滅します。通常、脳
梗塞や心筋梗塞発症後 。6時間経過した場合にはこの治療法の適応はありません

発症後 時間以内の脳動脈への血栓溶解治療6

心筋梗塞と同じように直接脳動脈へ血栓溶解薬を入れる治療方法ですが、これは中大脳
動脈という血管の閉塞で でまだ梗塞がはっきり描出されていない軽い症状の場合にCT
限られます 。（脳卒中治療ガイドライン 2009）

急性期脳梗塞の高圧酸素療法の効果には疑問があります 。（脳卒中治療ガイドライン 2009）

脳梗塞の慢性期の治療（再発予防策）

（ ）脳血管の動脈硬化などで梗塞を起こした人には血液が固まりにくくする薬 抗血小板薬
として、 （バッファリン）の使用が推奨されます。アスピリン
また、心房細動などによって心臓内の血栓が脳に詰まって脳塞栓を起こした人には

（ワルファリン）が使用されます 。ワーファリン （脳卒中治療ガイドライン 2009）

現在はダビガトラン(プラザキサ)がwarfarinより出血リスク等
低く、梗塞発生を抑えるので今後のガイドラインは変更に

なるかと思われる。

脳梗塞発症６時間以内 静脈内全身血栓溶解剤投与

中大脳動脈梗塞→カテーテルにより直接

中大脳動脈へ薬剤投与（適応あれば）

注意！脳出血のリスクあり。

特に発症後３～６時間の投与

はリスクが高くなっている。

広範囲梗塞は治療対象外。

７５才以上も対象外など治療

するには色々条件がある。

梗塞発症後６時間以上経過 血栓溶解療法適応無し→保存的治療

抗凝固剤は現在も新薬が臨床治験中である（本書後半にもこの事は触れている）。
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⑦脳卒中の症状、診断、治療
)脳出血の症状c

脳梗塞と同じように出血部位によって症状は変わります。一般的には梗塞と同じように
が多くなります。脳幹部の橋出血などは直ちに 状態片側の手足の麻痺や構語障害 昏睡

きよう

となります。小脳出血では小脳梗塞と同じように などで発症する事もあります。めまい

脳出血の診断

くも膜下出血と違い、脳内の出血ですので少量でも単純 で診断は容易です。CT

後ろ側

軽度脳出血 脳出血とは関係ないが前頭葉と頭蓋骨の間に隙間が認められる。軽度の

脳萎縮が疑われる。アルツハイマーや慢性アルコール中毒などで認める

高血圧性脳出血で頻度の高い視床出血。このように小さな出血でも診断

可能。出血はこのように白く写る。この部位でこの程度だと内包に影響

して、軽度の手足の麻痺などがあるかもしれない。この程度で終われば

麻痺は後には残らないかもしれない。

この付近には内包（左側に見られる逆くの字型）があって大脳皮質

と末梢の手足などとの連絡網が通っている。

内包

中～高度な脳出血

出血量が多くなっている。やはり高血圧性脳出血で頻度の高い部位だが

レンズ核を中心とした出血。これを外側型とも呼ぶ。上図のような視床

出血を内側型とも呼ぶ。手足の麻痺などが残ってしまうと思われる。

白く出血した周囲にやや灰色の部分が認められる。これは脳浮腫と呼ばれ

出血した細胞の周囲に浸出液が貯留したりして出来る。

側脳室は圧排されてやや小さくなっているが、左側脳室の大きさは正常

で、大脳鎌もそれほど左則には圧排されていない。

黄色く囲んだ部分に少し黒く｢逆くの字型｣に見えているのが内包。大脳皮質からの運動命令

或いは逆に手足の感覚などを大脳皮質の感覚野に伝える神経線維が通っている。視床出血では

この内包を内側から圧迫し、レンズ核出血では外方から圧迫して神経線維の伝達を障害する。

レンズ核は被殻と淡蒼球からなるが、被殻からの出血が多い。外側型は

被殻出血とも呼ばれる。

注；視床出血の場合には出血初期には軽度の意識障害でも急速に昏睡に陥るものもあり注意が

必要
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脳出血の治療（急性期）

脳出血の場合には出血量が多い場合には という手術が行われます。血腫除去術
出血部位によっては血腫除去術が出来ない場合もあります。
出血量が多くない場合には保存的療法となります。保存的療法（内科的）の場合にも脳
浮腫があれば点滴などで脳の圧力を下げるような治療法が行われます。

脳出血の治療（慢性期）

脳出血の多くは高血圧など動脈硬化が原因です。基礎疾患を治療しないと再出血の危険
があります。特に収縮期圧上昇は危険です。脳梗塞には血液を固まりにくくさせる薬が
ありますが、脳出血では血管を強くしたり、出血しにくくする薬はありません。

脳卒中の死亡率

27%くも膜下出血 脳出血 脳梗塞の つの中で最も死亡率の高いのは で、 、 3 くも膜下出血
脳神経外科ビジュアルブック 。次が 、 となります（脳出血 脳梗塞16% 6% 2009）

脳の血管が詰まる脳梗塞は最近、更に つに分類されるようになりました。2

脳自体の血管が詰まる と、心臓からの血栓などが飛ぶ に大きく分類される脳梗塞 脳塞栓
と説明しましたが、最近はこの脳梗塞も血管の大きさで更に つに分類されます。2

比較的大きな脳血管が詰まるのを と呼びます。アテロームといアテローム血栓性脳梗塞
うのは糖尿病などで説明した血管の動脈硬化（粥腫）部分です。

じゆくしゆ

梗塞範囲が直径 センチ以下の梗塞アテローム血栓性脳梗塞より小さな血管が詰まり 1.5
を と呼びます（ 。小さい梗塞なのでラクナ梗塞 ラクナというのは小さなくぼみや洞という意味です）

ほら

症状が出ない場合を と呼びます。 才以下には見られず、高齢になる無症候性脳梗塞 40
とその頻度が増加します。 才以上では 近くに見られると言われます。多発する80 20%
事も多く を占めます。 になったりもします。多発性脳梗塞の原因の大部分 認知症の原因

左写真は脳血管では無いが、比較的大きな血管の断面（縦切り）

血
管
壁

硬く、大きなアテローム。こうなってしまうと元の血管に戻る事は無い。

アテロームが潰瘍形成して汚くなっている。病理解剖で実際に触ると硬い。
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【急性心筋梗塞について】

狭心症と急性心筋梗塞については次回、詳しく解説させていただきますが先日サッカー
の松田選手が 才という若さで急性心筋梗塞で亡くなられました。そこで、今回簡単34
に説明して、次回はまた詳しく解説します。

心臓自身を栄養する血管は冠状動脈と呼ばれ、大きくは左と右の２本ある

thoracic aorta
胸部大動脈

左冠動脈（主幹部）
left main trunk(LMT)

左冠動脈の根元を主幹部と呼ぶ

心臓（左心室）側面、後面を栄養する回旋枝

右冠動脈

right coronary artery

左心室下壁や右心室を栄養する

(RCA) left circumflex artery

左前下行枝

(LCX)
冠動脈の中で最も大きく長い。

左心室前面、心室中隔を栄養する

動脈硬化部分に血栓が出来ると末梢が閉塞して

血液が全く流れなくなる。これが心筋梗塞。梗塞

部位は壊死に陥る。

左前下行枝

カテーテル；ここから造影剤を流す

実際の心臓カテーテル検査による血管造影写真（左冠動脈）

左前下行枝の部分が狭窄している。

主幹部
左のように１カ所だけの狭窄がカテーテルによる血管拡張術

（バルーン治療）の最も良い適応となる。拡張後にステント

を留置する事が一般的になってきている。びまん性狭窄で

あれば、バイパス術が必要になるが、最近はカテーテル治療

が積極的に行われるようになっている。

（局所的な狭窄）

回旋枝

狭窄部位

このようなカテーテルを使用した治療をカテーテルインターベンション

(catheter intervention)と呼ぶ。インターベンションとは介入とか処置。左冠状動脈造影

心臓カテーテル検査は鉛入りの防護服（プロテクターと呼ぶ）を着て放射線をブロックするがこの服の重さは8キロ
程度になる事もある｡また、胴体部分しか放射線から守らないので上肢や顔は被爆する｡通常検査に加えて急性心筋

梗塞治療などでもカテーテルを行うので放射線被曝は相当な量になる筈｡ただ、カテーテル従事者が特に放射線障害が

多いという事も無い｡ただ、私は5年ほど前から白血球数が3000以下になっている。直接的な因果関係は無いと思うが｡

最近の海外の報告ではカテーテルインターベンションに長期間従事した人にbrain tumorの発生率がやや高く特に左側
が多かったとある。つまり、放射線が当たる脳の方が多かった。我が国ではそのような報告は無い。

我々がカテーテル検査、治療をしていた時には顔は被爆していたが、現在は放射線白内障の予防などのために鉛入りの眼鏡

（水中眼鏡のようなものだが）を装着している。私は幸い白内障などにはなっていない。。
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【心筋梗塞の初期死亡原因となる心室細動について】
心筋梗塞で亡くなる方の殆どは病院に搬送前です。循環器専門病院に搬送後の生存率は

。 。90~95%です 特に心筋梗塞発症直後に発生する の死亡率が高くなっています心室細動
、 、私も出張病院で心筋梗塞と診断して 大学病院まで救急車で搬送しましたが救急車内で

電気ショックによる治療を行った経験が何度もあります。

【心室細動の治療（ 】AED）

最近街角でよく見かける について説明します。サッカーのAED
松田選手も 開始まで 分弱経過したようですが、結果論AED 10
でしかありませんが、残念です。

タレントの松村邦博さんが 年前のテレビ番組内でのマラソン中に心筋梗塞2
、 。を起こしましたが この 等により救命されたのは記憶に新しい所ですAED

自動体外式除細動AED A E Dは (自動) (体外式) （除細動）でutomated xternal efibrilation
オートメイティツド エクスターナル ディーフィブリレイシヨン

という意味です。 の は取り除くという意味、 は細動というDefibrilation De fibrilation
ディーフィブリレイシヨン

意味です。

ピーポ
ーピー

ポー

波の大きさが小さくなっている ブルブル

AED

救急車内は治療設備が貧弱です。一刻も早く病院に到着して本格的な治療を行わなければいけません。

救急車が通る時には、邪魔しないように！

心室細動というのは心臓の細胞が全く不規則に統一がとれずに勝手に動いている状態！

心電図波型は下図のように全く不規則 筋肉はブルブル震えるだけ

全く全身に

血液を送れない！

上の心電図を見ると大きな波形から次第に小さな波形になっている。これは次第に心臓の電気現象が

小さくなっている。つまり、元気がなくなっているという事。右に行くにつれて電気ショックの効果が

心筋細胞が勝手に電気信号を出している 整列して電気信号が正確に伝達される！

心室細動 正常心電図
実際にはすぐに上記の様な正常心電図にならない事が多く

病院内では、何度か電圧を上げたりして繰り返す事も多い。
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【すぐに を使いこなすために】AED

の器械は皆さんも良く見かけると思います。しかし、説明書を見たりして時間をAED
かけていては助かる命も助かりません。 の使用方法を簡単に説明します。AED

実際の の使用方法や人工呼吸のやり方がフクダ電子の に記載されています。AED HP
関心のある方は是非、御覧下さい。いざという時の参考になると思います。

http://www.fukuda.co.jp/aed/movie_manual1.html

【実際の人工呼吸（心肺蘇生）のやり方】

、 （ ）人工呼吸の仕方も覚えておいた方が良いですが 意識確認 ○○さんわかりますか？
とか呼吸、脈拍確認に時間がかかりすぎる事の反省から最近は速やかに胸部圧迫を開始
するように推奨しています。

心肺蘇生については 、 が 年度版アメリカ心臓協会( ) 日本蘇生協議会（ ）AHA JRC 2010
ガイドラインを出していますのでそれに準じて説明します。

どのＡＥＤも本体の器械とパッド２枚が附属している。左図はフクダ電子

のＦＲ２という器械。

電源を入れると器械が音声

で何をするのか指示する

①まず、器械とパッドのコネクターを接続する
どちらが先でも構わないが

電源を入れたら指示が出る②次に２枚のパッドを右胸上部に１枚、左胸下に

１枚貼る。

③音声案内が最初から指示しているはずだが、このパッドを２枚貼ったら

｢ボタンを押して下さい｣という指示が出る。

注意！この時に意識の無い人の体には触らない事！自分自身が感電する。

また、周囲の人にも｢離れて下さい｣と声かけをする。

通常２分程度で器械が判断して再度除細動が必要な場合には指示するので、その間

心マッサージを続けておく事。

電気ショックの必要が無い場合には器械が判断して指示をしないので心配要らない。

これは実際に病院

で使用される除細動器

cardiopulmonary resuscitation

cardiopulmonary arrest
心肺停止 ２分以内の心肺蘇生開始→救命率約９０％

救命率は激減する！

早期に開始しないと

４分以内の心肺蘇生開始→救命率約５０％

５分後の心肺蘇生開始→救命率約２５％

従って如何に早く人工呼吸を開始するかどうかが鍵となる！意識、脈拍、呼吸確認に

手間取るとそれだけ救命率は低下してしまう事を良く認識すべき。

ＣＰＲと略して呼ばれる事が多い
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【実際の人工呼吸（心肺蘇生）のやり方】続き
我々医療スタッフは瞬時に心肺蘇生が必要か判断できますが、皆さんには難しいと思い
ます。しかし、人が倒れて、意識が無く呼吸停止状態では直ちに胸骨圧迫による心マッ
サージを開始する必要があります。呼吸停止が無くても と言っ下顎呼吸（死戦期呼吸）
てあえぐような呼吸状態も同じです。

external carotid artery

internal carotid artery
橈骨動脈

radial artery

common carotid artery

圧迫部位は胸骨真ん中

腕はまっすぐ伸ばして押す

押す回数は１００回/分。３秒に５回
の割合程度

押す頻度は余り気にしない。おおよそ

の回数。とにかく押し続ける事。

この部位で押す。垂直に力が加わるようにするため

手のひら全体が肋骨にかかると垂直方向への力が分散する

押す力は胸が５センチ沈むくらいの力。肋骨骨折は気にしない。

救命が第１！

これは肋骨全体手掌で押していて悪い例だが、とにかく下へ押す事

胸が５センチ沈むくらいの力で押す

心マッサージは要するにこの心臓を押しつぶして（言葉が悪いが）血液

を人工的に脳へ送り出す事にある。従って、肋骨骨折などを恐れて力を

加減していたらとても脳へ駆出出来ない。

従来の人工呼吸は頸動脈触知もするように薦めていたが、今回

不要としている。実際には触知に手間取ったりするため。一応

頸動脈と橈骨動脈の位置を示す。
外頚動脈

内頚動脈

総頚動脈
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【脳卒中以外の脳の病気】
脳卒中以外の脳、神経系の病気について炎症、変性疾患、腫瘍などを中心に解説する。

【感染症】
神経系の感染症として最も良く見られるのは である。 の頻度髄膜炎 ウイルス性髄膜炎
の方が高いが も見られ、小児の細菌性髄膜炎は年間 例ほどの報告が細菌性髄膜炎 1000
ある。 才以下ではインフルエンザ桿菌 型（ ）が を占める。その次が肺炎球2 b 80%Hib
菌が原因菌となる。脳自体の炎症は脳炎という事になる。日本脳炎は最近は極めて希で
年間数例の報告が見られるだけである。 は、小児では注意がインフルエンザ脳炎、脳症
必要で 才までの小児が約 を占める。 に後遺症が残り、 ％が死亡する。年5 80% 25% 25
間約 ～ 例が報告される。200 300
【髄膜炎】

meningitis

Hib（ヒブ）：Haemophilus influenzae typeb
インフルエンザという名だが、インフルエンザウイルスでは無く､細菌。

1892年発見時にインフルエンザの原因と考えられてこの名称が付けられた
が実際は違っていた。Haemophilus(ヘモフィルス)は「血液」を好むという
意味。インフルエンザ桿菌感染の95%はこのタイプｂ。

くも膜下腔
subarachnoid space

脳を直接包む軟膜とくも膜（頭蓋骨の下の硬膜の次にある薄い膜）

の間のくも膜下腔を髄液が流れている。

髄液は側脳室と第３脳室で産生され

約１５０mlある。脳梁

下垂体

第3脳室
延
髄

小脳
くも膜下腔

髄液は腰椎穿刺で調べる。虫垂炎でこのような姿勢で麻酔をされた

人もいるかもしれない（腰椎麻酔）。髄液は穿刺して、細胞数や

蛋白量、糖などを調べる。細胞塗抹や培養で原因菌を調べる。

ウイルス性か細菌性髄膜炎かの鑑別にも有用。

ヤコビー線
髄液の圧も測定

第12肋骨
L1（第1腰椎）

第12胸椎
ヤ
コ
ビ
ー
（Jacoby

）
線

ヤ
コ
ビ
ー
は
解
剖
学
者
の
名
前

L1（第1腰椎）
髄液の細菌、細胞、蛋白量

などを測定する L2L2

L3L3

L4

脊椎神経
椎間板

L4
馬ば

尾び

神
経

棘突起

脊椎神経は第１腰椎（L1）かL2
付近で終わる。その下は馬尾神経

と呼ばれて馬の尻尾のように細い

神経になっている。従ってその下

を刺せば脊椎神経を損傷する心配

が無いのでL4とL5（又はL3とL4)
の間で穿刺する。

腸骨稜

L5
椎体

L5

腸骨稜（腸骨の一番上）を結んだ線をヤコビー線と呼び、

第4、第5腰椎の間か第4腰椎棘突起の部分にあたる。

腸骨稜
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【脳腫瘍】
脳腫瘍の発生頻度は原発性脳腫瘍が 、転移性脳腫瘍が ～ 人年間 ～ 人 万人10 15 /10 3 5
万人となっていて を占める。脳腫瘍は年齢によって腫瘍の種/10 原発性脳腫瘍が約 83%

類や発生頻度が著しく異なるのが特徴である。
で、第 位は予後良好で良性腫瘍に分類神経膠腫（ ）が約 で第 位glioma=グリオーマ 30% 1 2

される である。第 位はホルモンを産生する髄膜腫（ ）が約meningioma=メニンジオーマ 21% 3
14% 20 50下垂体の腫瘍の下垂体腺腫であり、約 である。下垂体腺腫は殆どが良性で ～

歳台での発生頻度が高い。

膠芽腫（ ） 年生存率は予後の点で悪性度の高い脳腫瘍は で、glioblastoma=グリオブラストーマ 5
。その他、悪性星状細胞腫や髄芽腫（ ）10%にも満たない meduloblastoma=メヂュロブラストーマ

なども予後が悪くそれぞれ 年生存率は 、 となっている。5 23% 58%

【脳腫瘍の症状】
頭痛、悪心、症状はそれぞれの腫瘍の種類や発生部位によって多彩である。一般的には

、 、 。嘔吐などが言われるが 頭蓋内圧亢進が無い場合 必ずしも頭痛で始まるわけではない
など多彩である。軽度の麻痺、てんかん様の痙攣、構語障害、視野障害

頭痛に関して言えば が特徴的であるとも言われるがこれは睡眠中に動脈血の二早朝頭痛
酸化炭素分圧が上昇するため早朝に頭蓋内圧が亢進しやすい事による。

脳腫瘍は一般的には脳実質腫瘍の方が予後が悪い。髄膜腫は脳実質では無く脳を包む髄膜由来なので

脳実質腫瘍より予後が良好である。

脳腫瘍の症状は頭痛だけでは無い。麻痺、痙攣、構語障害、視野障害（下垂体腺腫の両
りよう

耳
じ

側
そく

半
はん

盲
もう

）

や、神経鞘腫による片側聴力障害などがある。また、前頭蓋底に発生した髄膜腫は片側臭覚障害

を呈する。上記症状がある時には脳外科か神経内科受診してCT、MRI 施行する事。

両耳側半盲とは両目の耳側の視野障害が起こる事。

両耳側半盲と下垂体腺腫

下垂体腫瘍で丁度①と②の視神経が裏側

から圧迫されると両耳側の視野が半分欠ける

これを両耳側半盲と呼ぶ。

視野、聴力、嗅覚障害は眼科、耳鼻科を

初診するかもしれないので、そこで診断が付く

場合もある。① ②

①
②

丁度ここに下垂体がある

腫大した下垂体腺腫

この部分は視神経の半分

ずつが交差するので視交差

（しこうさ）と呼ばれる。

視神経は網膜から

後頭葉へと向かう

橋
きよう

視神経（後頭葉へ向かう）

視神経眼
球

小脳

延髄

鼻腔
橋の上の中脳と

橋、延髄を合わせて脳幹

と呼ぶ。

上口蓋

下垂体腺腫のMRI写真（側面像）

brain tumor
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【脳腫瘍の 写真】MRI

【脳の変性疾患：アルツハイマー病】
年 ドイツの精神科医であるアルツハイマー博士によって報告されたの1907

が初めてである。亡くなった人を解剖（ と呼ぶ）して脳の病理学所見＝病理解剖

を記載している。

病理学的には を呈する。① ② ③大脳皮質神経細胞脱落 老人斑 アルツハイマー原線維変化
げんせんいへんか

症状としては、記憶障害、見当識障害で発症するが、失語、失認、失行などを呈する事
も多い。

アルツハイマーに認知症は 才以上では ％程度いると推測されているが、このうち65 5
、脳血管障害（ ）によるのが 程度と言われている。よるのが 40% 脳出血や脳梗塞など 30%

原発性脳腫瘍（髄膜腫） 転移性脳腫瘍

造影剤を使用したMRI
腫瘍周囲がリング状に

造影されている。

前頭葉の大きな髄膜腫

側脳室も圧排されている

（リング状造影効果）

転移性脳腫瘍の原発巣

は乳癌や肺癌が多い。

髄膜腫は比較的ゆっくり成長

する。手術で切除可能例が多い

前頭葉などに出来る腫瘍は性格

変化が起こる事もある。

私の勤務していた病院の婦長が次第に怒りっ

ぽくなったが前頭葉髄膜腫が発見されて、

手術したという経験を私も持っている。

アルツハイマー博士

刑事事件などで死亡した人を解剖するのは司法解剖。病気で亡くなった人を解剖するのが

病理解剖。

今日の日付や現在の時間、自分がどこにいるかなどがわからない事

アルツハイマー病は本来は初老期認知症であったが､その後65才以上の老年者にも見られる老年認知症と病理学的
に殆ど同じである事が判明した。現在は65才以下の発症をearly onset（早期発症:早発性）アルツハイマー病、

65才以上の発症をlate onset（晩発性）アルツハイマー病と呼んでいる。

つまり、アルツハイマーの主因は老化が原因であり、アルツハイマーの報告が初老期認知症として報告したが、65才以上の高齢者でも

見られる所見である事が判明したという事になる。65才以下のアルツハイマーは1～2％と少ないが、85才以上では10%を超える。

また、女性は男性の約2倍の頻度で罹患しやすい。カラールビン病理学（西村書店）2007参照

前頭葉から側頭葉

にかけての広範な萎縮
前、側頭葉の

著明な萎縮

老人斑（βアミロイド蛋白が沈着した物質）

正常と比べると

脳萎縮が良くわかる

こちらはほぼ正常

側脳室の拡大
脳組織の顕微鏡写真

老人斑の周囲を腫大した神経突起

が取り囲む：周囲の神経細胞は死滅していく

壊死になる

βアミロイド蛋白周囲に神経細胞

が集まってきて死滅していく脳室（側脳室）が著明に拡大し

前頭葉は殆ど萎縮している例

側脳室は髄液を産生する場所だが

脳が萎縮すると上写真のように

脳室が大きくなる。
びまん性老人斑上記写真はいずれもカラーダイナミック病理学（西村書店）

2007より引用

meningioma

Alzheimer's disease

senile plaques
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【アルツハイマー病の 写真】MRI

【アルツハイマーは予防出来るだろうか？また、治療薬はあるか？】
遺伝的要因で脳細胞が萎縮する場合などを除いて、基本的には脳の老化なのだから予防
は可能なのかもしれないが、そう簡単にはいかない。海馬は脳虚血に弱いのだからそれ

頭を動かすのでは無く､脳をよく使う：私は以前はを防ぐような （食生活、運動、会話、頭を使う！
良くゲームをしていたがこれはこれで頭は使うし､両手も腱鞘炎になるくらい（笑 、良く動かしていたので惚け防）

事などが効果的かもしれない。止に効果があるかもしれないが、兎に角、脳を良く使うようにする ）。

脳 海
かい

馬
ば 脳溝

こう

の拡大

正常

hippocampus

アルツハイマ海馬と呼ばれる部分は

記憶形成に関係する 側脳室の拡大

ヒツジの角に似ている所から

アンモン角とも呼ばれる。内包

側脳室

脳弓fornix

シルビウス裂

シルビウス裂の拡大
視床

側頭葉海
かい

馬
ば

海馬の萎縮

海馬の萎縮からアルツハイマー

は始まる事が多いので、記憶障害

が最初に出現する事も多い。

正常 アルツハイマー病

シルビウス裂というのは頭頂葉と側頭葉の間の

溝の事

海馬は側頭葉の内側にある

直径1cm、長さ5cm位の大脳辺縁系
の一部

海馬

海馬は短期の記憶に関係するとされる。海馬に記憶が2年くらい
留まり、分類されて大脳皮質などに記憶されると言われている。

海馬損傷した患者が2年以内の記憶が無い事などから上記の様
に言われる。言わばパソコンのメモリー。

大脳皮質はパソコンのハードディスクのようなもの。

海馬は虚血に対して

脆弱である 。

また長期ストレス

による副腎皮質

ホルモン分泌でも

萎縮する。

側脳室の拡大
アルツハイマーでは早期に

この海馬の萎縮が見られる

事が多い。
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【アルツハイマーの予防、治療について】 続き
アルツハイマー予防のための食生活として良く指摘されるのが以下のような事。
魚類を摂取する人はアルツハイマーに罹患する人が少ない。動物性脂肪摂取の多い人①

が罹患率が高い。緑黄色野菜、キノコ類などの摂取が多い人が罹患率が低い。
菓子類などの摂取が多い人が罹患率が高い。

治療薬について②

脳内では伝達物質として がある。このアセチルコリンはアセチルコリンアセチルコリン
アセチルコリンエステラーゼの働きを阻害エステラーゼという酵素で分解される。この

（ ）という薬。するのがアリセプト エーザイ製薬

魚類にはEPA(エイコサペンタエン酸）やDHA（ドコサヘキサエン酸）などの不飽和脂肪酸が多く動脈硬化の
予防などにも有用で心臓病死亡を減少させる。文部科学省科学研究費大規模コホート研究（JACC Study）でも
約5万8千人の調査で証明されている。また、野菜はカリウムも多く含まれ高血圧にも効果的。

要するに昔の日本人の和食中心の生活がアルツハイマーに限らず、高血圧、高脂血症、高尿酸血症（痛風）など

色々な病気の予防には効果的だという事になる。日本人の平均寿命が世界的に見ても高いのはこういった食生活

も一因かもしれない。動物性脂肪、蛋白摂取の多い人は乳癌の罹患率も高くなる傾向がある。

その他、高血圧や糖尿病患者ではこれらの治療をしてコントロールが悪かった人達の方がアルツハイマー罹患率が

高かった、という報告もある。高血圧や糖尿病を甘く見ると駄目ですよ！という事。

アリセプト（一般名：ドネペジル） エーザイ製薬3mg1錠286円（後発品有り）

アリセプトはアセチルコリンエステラーゼ阻害薬

であり、アセチルコリン分解を阻害する事で効果

を示す。従ってアルツハイマーそのものを治療する

（神経細胞の壊死を防ぐなど）という事では無い。

注意！

神経細胞

ミトコンドリア 神経細胞軸索

分解されたアセチルコリン

の中のコリンは再び

シナプスへ戻って再利用

される

一番少ない含有量の3mgでも1錠286円と高い。ただ2011年11月に後発品

が認可され30社101品目が販売された。約2/3の薬価になっている。

シナプス小胞（神経伝達物質のアセチルコリンを沢山含んでいる）

アセチルコリンの入った袋だと考えてもらえば良い。

細胞膜

アセチルコリンエステラーゼ（アセチルコリンを分解する）

アセチルコリンが受容体

に結合して情報は伝達される

シナプス小胞から放出されたアセチルコリン

アセチルコリンを分解するのがアセチルコリンエステラーゼ。

アリセプトはこの作用を阻害する｡アセチルコリンが減少しにくい

という事になる。

分解

受容体受容体
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【アルツハイマーの予防、治療について】 続き
アルツハイマーの治療薬

前頁と同じイラストだが､今回はグルタミン酸とその受容体の話として使用する。

。 、この薬は基本的にはアリセプトと同じコリンエステラーゼ阻害剤である それに加えて
アセチルコリン受容体の結合作用を増加させる＝つまりアセチルコリン結合が増加する
ので効果が期待出来るというもの。

【現在のアルツハイマー治療薬の現状と今後について】
現在は以上述べたような 種類の薬が使用されるが､いずれもアルツハイマーそのもの3
を治療する（ ）ものではない。つまり、老人斑を減少させるとか予防するなどの効果は無い

研究段階としては老人斑そのものを減少させる､或いは出来なくするようなもの（老人
斑に対するモノクローナル抗体を使用した臨床実験など）が行われているがまだ、実際
の医療現場で使用される薬では無い。

メマリー（一般名：メマンチン）第1三共製薬 5mg1錠427円 後発品無し 2011年1月に日本では認可

神経細胞

神経軸索

グルタミン酸（アミノ酸系の刺激伝達物質）

グルタミン酸と受容体が結合するとカルシウムイオンが細胞内

に流入する。アルツハイマーではこのグルタミン酸濃度が高い。

従ってカルシウムイオンが過剰に流入して神経細胞を障害する。

過剰なCaイオン流入

ＮＭＤＡ（ＮメチルＤアスパラギン酸受容体）

神経細胞を障害する

メマリーはこの受容体の拮抗作用でグルタミン酸の結合を

妨げる→過剰なカルシウムイオン流入を阻止する。

レメニール（一般名：ガランタミン）武田薬品、ヤンセンファーマ 4mg1錠119円 後発品無し2011年3月薬価収載

老人斑に対するモノクローナル抗体投与：老人斑の蛋白質から分離して得られる物質の抗体を人間に投与する方法。

つまり、ワクチンのようなものだがこの種の臨床実験はその他の病気でも試みられる事が多いが成功した事例は

少ない（副作用等々）。その他、老人斑が出来る段階でのアミノ酸合成を妨げる作用を持つ酵素など動物実験では

行われている段階で臨床実験はまだ行われていない。

ＧＡＢＡ＝γ(gamma)-aminobutyric acid

その他のアミノ酸系の刺激伝達物質にはグリシン、

GABA（ギャバ）などがある。
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【脳、神経の変性疾患：パーキンソン病】
パーキーソン( )病は英国人医師パーキーソンによって 年に初Parkinson 1817

安静時振戦 筋肉の固縮、歯車めて記載された疾患で、 ( ）① ②上下肢、手先など
様固縮 無動 姿勢（ ） (体を余り動かさなくなる）筋肉のこわばりで固くなる事 ③ ④

( ）を主症状とする原因不明の進行性疾患反射障害 バランスがとれにくいため などが起こる歩行障害
。 。である ～ 歳代まで広範囲の年齢発症があるが最も多いのは である20 80 50 60～ 歳代

人口 となっている。10 110万人あたり約 人の発症

パーキンソン博士

初発症状として一側性の手、又は足の震えから始まる事が多い。その他手の運動が

上手く出来ない、歩行時の足の引きずりなども初発症状として多い。
①安静時振戦

一側性の

手、又は足のふるえ

手足のふるえの振動数は

4～6Hz、つまり1秒間に
4～6回震えるようなものが多い。
振戦はパーキンソン患者の約７０％

に見られる。

進行すると両手足のふるえ

になる。 ふるえの中では親指の

円を描くような運動

（丸薬丸め運動）pill rolling
tremorが見られる事も多い。

振戦は安静時に見られるのが特徴で随意運動では抑制される傾向になる。振戦部位は上肢

で最も頻度が高く、次に下肢、下顎の順となる。

resting tremor

②筋肉の固縮、歯車様固縮

患者の手を医師が伸ばそうとすると医師は抵抗を感じる。その時にガクガクと

細かい断続的な抵抗に感じる事が多いのでこれを歯車様固縮と呼ぶ。

患者側の手

医師側の手

無動とは動作の開始に時間がかかったり、開始した動作の速度が

遅い現象の事。運動麻痺が無いのに素早い動作が出来ない。また、

指先の細かな動作が困難である。動作が途中で止まってしまう。

こんなにはならないが

パーキンソンと仮面様顔貌

を結びつけて覚えるのに

役立つかも知れない。

③無動

無動の中には顔面の表情が無表情に見える

ものもあり､仮面様顔貌（masked face）と呼ぶ
④姿勢反射障害、歩行異常 前かがみ

で歩く masked face
頭と体幹を前に

曲げる
小股歩行

前かがみで膝を曲げたままの歩行で小刻みに歩く

これを小股歩行と呼ぶ。
前方突進現象

パーキンソン患者の歩行

膝を曲げたまま

歩く

歩き始めが困難で第1歩を踏み出すのが
困難な事。歩き始めるのに数秒～数十秒かかる

後ろから押すと止まれずに

前へ加速歩行する事すくみ足歩行

後
ろ
か
ら
押
す
と

膝を軽く曲げて

身をかがめている

止まれない！

パーキンソン患者の姿勢
数歩前方へ突進する

姿勢、歩行の図はベッドサイドの神経の診かた(南山堂）2010より引用

Parkinson's disease
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【パーキンソン病の病変部位、病因について】
中脳黒質のメラニン含有細胞（ドパミン産生細胞）の変性によるパーキンソン病は

ドパミン産生の減少が主要因 大脳基底核の線条体（尾である。本来ならこのドパミンが
され更に大脳皮質へと伝達され運動が円滑に行われる。状核と被殻）に伝達

青斑核パーキンソン病ではこのドパミンが減少し、更にこのドパミンの伝達先であある
で本来産生される してしまう。ノルアドレナリンも影響を受けて減少

この部分が中脳、まさに大脳と延髄の中心部にある。

この中脳、橋、延髄を合わせて脳幹と呼ぶ。
頭頂葉

脳を真ん中から切るとこうなる

パーキンソン病はこの中脳黒質の障害である
parietal lobe

この溝を脳溝と呼ぶ
後頭葉

脳梁
corpus callosum

拡大
頭頂葉

中脳

橋

mesencephalon
小脳

前頭葉

延髄
前頭葉小脳下垂体

frontal lobe

↓は中脳を水平断した正常者の写真 ↓はパーキンソン患者の中脳

medulla oblongatapituitary gland cerebellum

周囲が白く抜けた封入体
青斑核

が白い

青斑核

も黒い

locus coeruleus

Lewy（レビー）小体

パーキンソン患者では黒質が障害

されて白っぽくなる。

黒質、青斑核の残存神経

細胞内に上記の様な周囲

が白く抜けた封入体が

出現する事があり、これを

Lewy小体と呼ぶ。

正常者の黒質はこのように黒い。黒質という名

の通り、メラニン含有細胞なので正常者は黒い

Lewy(レビー)小体型認知症：このLewy小体が大脳皮質に多数,広範に出現すると認知症の原因となる。これを
レビー小体型認知症と呼び、アルツハイマー病、血管性認知症に次いで多い認知症の原因となっている。

丁度アルツハイマー病の老人斑と似たような形である。パーキンソンの約30％に認知症が発生する。

大脳皮質
cortex cerebri

尾状核

淡蒼球

caudate nucleus

脳溝 側脳室
lateral ventricle

内包

内包
知覚、運動の神経は

内包を通って皮質と連絡

internal capsuleglobus pallidus

被殻 中脳黒質

ドパミン放出障害
橋

中脳黒質からドパミンが放出されて最終的には大脳皮質

へ送られて円滑な運動が可能だが､パーキンソンでは出来ない。

putamen

レ
ビ
ー
は
ド
イ
ツ
の

神
経
学
の
医
師
で
あ
る
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【パーキンソン病の治療薬】
基本的な考え方としてはドパミン放出が出来なくなっているのでドパミンを補充する
（ ）或いはドパミンドパミンそのものは血液脳関門の透過性が低くて通過出来ないのでドパミンの前駆物質が投与される

が作用する受容体を刺激する、などといった治療が行われる。

中脳黒質病変の進行をいずれ以上のような薬の他に色々な作用機序の薬が使用される。
のでいずれにしても薬の増量、或いは他種類の薬への変更或いはも抑える薬では無い

併用が必要となる。これらの薬は副作用として自律神経系への影響も出やすい。
また、 を起こすものもあり、パーキンソン向精神薬の中にはパーキンソン類似の副作用
症状がある場合にはこれらの薬の使用の有無も確認する必要がある。

①レボドパ（L-dopa）；ドパミン前駆物質 商品名；ドパストン、ドパゾールなど

ドパミン前駆物質である。長期服用（5年程度）すると、薬理効果の持続時間が短縮するwearing off(すり切れ)現象
が生じる。また、効果の急激な日内変動（on-off現象）が生じるため、増量或いは他種の薬への変更が必要となる
事も多い。

②ドパミン受容体刺激（作動）薬 商品名；パーロデル、カバサールなど

パーキンソン患者ではドパミンの減少はあるが､ドパミンの結合する受容体が健在である事より利用される。

ただ、この種の薬の副作用として20％に心弁膜障害が出現するとの報告もある（N Eng J Med 2007）

③ドパミン放出（遊離）促進薬 商品名；シンメトレルなど

この薬はインフルエンザの抗ウイルス剤として使用されるアマンタジンがパーキンソン病に有効である事

から使用されている。

パーキンソン病治療薬イラスト解説 チロシン

ドパドパ前駆物質

(レボドパなど）
シナプス

ドパミン

ドパミン放出促進薬

(アマンタジン）
ドパミン受容体作動薬

(ブロモクリプチンなど）
ドパミン受容体

チロシンはL-αアミノ酸

チロシン

ドパミン

ノルアドレナリ

アドレナリン

追加

追加

中脳黒質など

パーキンソン病では

ドパミンは欠乏して

いるが、受容体は残存する

ムスカリン受容体
ムスカリン受容体刺激はドパミン

作動性神経刺激に抑制的に働く

パーキンソン病患者ではドパミン神経

脱落により相対的にコリン作動性刺激

が過剰状態にある。

興奮性コリン作動性

神経

過剰興奮！

ブロック！
ムスカリン受容体を遮断
する事によって特に
振戦を改善する

その他、外科的手術として胎児脳組織の黒質

ドパミン細胞を患者黒質に移植する事もある

また、我が国では脳深部を電気刺激する手術
ＤＢＳが既に3000人に行なわれている。
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脂質異常症（ )Dyslipidemia

脂質異常に関しては他頁でも解説しているが、主として脂質異常の治療に使用される薬
などについて解説する。脂質異常治療薬に関しては本誌 ～ 頁で解説。430 434

スタチン薬剤の歴史と構造式の解説

○○スタチンは脂質異常症の治療に良く使用される。その開発の歴史は武田薬品のARBと同様に興味
深い。

①MEVASTATIN
最初のスタチンは1971年に第一三共の遠藤らによってPencillium citrinumから
分離された。当初compactinと命名されたが後にmevastatinと呼ばれる。

このpenicillium citrinumは1953年に問題になった米のカビ（黄変米事件）
の一つでもある。腎毒性がある。このMevastatinは肝毒性等の問題もあって
薬品としては実用化されなかった。この開発の経過は自然からの贈りもの―史上最大の新薬

誕生、という本の中で遠藤氏自身が語っているらしいがまだ、私自身は読んでいない。第一三共との確執も

色々あるらしいが興味があるのでいずれ読もうと思っている。

（ベンゼン環に色は付いてないが付けてみました）

余談だが、遠藤氏の名前はGoodmanのtexrの893頁にも記載されている。

MEVASTATINにH3Cが付いている

その後、日和見感染症でも登場するAspergillus属の中のAspergillus terreusから
ＬＯＶＡＳＴＡＴＩＮが分離された。

②

このロバスタチンが1987年にメルクから初めて製品化
（メバコール；日本未発売）された。

③

LOVASTATINのHがCH3に置換

シンバスタチンは1991年に我が国では製造販売された。リポバス5mg
(MSD)。その後2002年にはリポバス10,20mg錠も販売された。

尚、リポバスの名称の由来はＬipoproteinとＶascularから来ている。
リポ蛋白の異常と血管病変の改善を期待できるという事。

関心を持ったメルクが研究を進める

研究が頓挫

このメバスタチン研究の頓挫からロバスタチン開発の経緯は武田

のARB開発の歴史と重なる所が有り、中々興味深い。
基礎研究の人達は大変である。
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④プラバスタチン（メバロチン） ＰＲＡＶＡＳＴＡＴＩＮ

④

SIMVASTATINのH3CがHOに置換

ここも置換

第一三共の製品であるが、1989年に販売された。言わば国産品
前述した遠藤氏も第一三共だったが、この開発時にまだ在籍していたのだろうか？

名称の由来はメバロン酸合成阻害とプラバスタチンからである

⑤アトルバスタチン（リピトール）

⑤

ＡＴＯＲＶＡＳＴＡＴＩＮ

今までの４つのスタチンとは骨格が異なる

（アステラス製造、販売ファイザー）

2000年販売開始

命名の由来はLipidからとなっているが、
Lipidを取る（トール）ということだろう。

⑥ロスバスタチン（クレストール）

⑥

ＲＯＳＵＶＡＳＴＡＴＩＮ

（アストラゼネカ 製造販売 発売 シオノギ）

2005年販売開始
1991年に塩野義で創薬された

名称の由来；CREST（波頭、最上、頂上を意味する）
よりクレストールと命名。

またまた、余談だが山の上に出来る

笠雲はCrest Cloudと呼ぶ。

Crest Cloud
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イラストレイテッド薬理学（丸善） 、 頁参照2009 298

シンバスタチン（リポバス）やプラバスタチン（メバロチン）などが微生物

より分離されたのに対し、フルバスタチンは初めて化学合成された物質。

2003年発売 興和

日産化学工業が原体を合成し、興和が製造開発

を行なった国産品。

インタビューフォームでは、国産初の全合成

HMG-CoA還元酵素阻害剤であるとしている

名称の由来；Ｌipids and Ｖascular event Ｌoweringからリバロと命名。

⑧フルバスタチン（ローコール） ＦＬＵＶＡＳＴＡＴＩＮ 2003年発売 ノバルティス

名称の由来；Ｌower Ｃholesterolからローコールと命名。

⑦ピタバスタチン（リバロ） ＰＩＴＡＶＡＳＴＡＴＩＮ

スタチン系薬剤の薬理作用比較

ＬＤＬコレステロール

低下率（％）

アトルバ

スタチン

ロスバ

スタチン

シンバ

スタチン

プラバ

スタチン

フルバ

スタチン

ロバ

スタチン

ＨＤＬコレステロール

増加率（％）

５０ ５０

６ ８

２９ １８

１４

無し 無し 無し 無し 無し 有り

２腎排泄率（％）

中枢神経への移行

血中半減期(時間）

中性脂肪

低下率（％）

１９

リピトール クレストール

１０

リポバス

４１

１２

１８

１～２

１３

メバロチン

３４

１２

２４

１～２

２０

ローコール

２４

メバコール

(日本未発売）

３４

８ ９

１０ １６

１～２

＜６ １０

２
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新しい脂質異常治療薬モノクローナル抗体の可能性について

現在はスタチン系薬剤などが主体になっている脂質異常であるが､現在ＬＤＬ受容体に結合して

分解を促進するＰＣＳＫ９に対する完全ヒトモノクローナル抗体の臨床第Ⅲ層試験が行われており

（2000カ所以上約２万人）その内新薬として登場するのかもしれない｡この抗体はＲＥＧＮ７２７
と呼ばれて皮下注のみの使用となっている様だ（サノフィ製薬）。

N Eng J Med Mar.22,2012ではLDLコレステロール40％の低下が見られたと報告している｡

ＬＤＬ受容体

ＰＣＳＫ９

ＰＣＳＫ９はＬＤＬ受容体に結合してＬＤＬ受容体を分解してしまう

肝臓

肝臓内のＬＤＬ受容体の減少

肝臓

ＬＤＬコレステロールが結合

出来ないので血中ＬＤＬコレステロール

が上昇する｡

ＳＡＲ２３６５５３/ＲＥＧＮ７２７というモノクロナル抗体はＰＣＳＫ９を阻害
→ＬＤＬ受容体の減少を防ぐ。

２週間に１回の皮下注となっている｡ＯＤＹＳＳＥＹプログラムと呼ばれて2012年7月20日
より第３相試験が開始された｡

脂質異常が薬剤でコントロールが困難なヘテロ接合体家族性高脂血症（heFH）などにとって
は将来有望な治療手段になるかもしれない。
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平成 年 月【わかりやすい狭心症と心筋梗塞の話】 23 8

今回は高血圧、糖尿病に次いで患者数の多い狭心症や心筋梗塞の話をします。

厚労省の平成 年度患者調査では虚血性心疾患（狭心症や心筋梗塞など）患者数を20
約 （ 、 ）と推定しています。80 46 34万人 男約 万人 女約 万人

平成 年度の死亡統計では心疾患は となっています。22 死亡原因の第 位で約 万人2 19
また、突然死の一番多い原因が心疾患です。

迅速な処置で救命出来る病気心臓の病気というのは急変して死に至る病気ですが、逆に
でもあるわけです。私もこのような心臓の病気に興味を持って専門としていました。
心筋梗塞は発症直後から数時間が生死を分ける緊迫した時間です。救命出来た時の喜び
はありますが、それだけに緊張を強いられる仕事でもあります。

今回も基本的な解剖の話から説明していきます。

①心臓の解剖と働き
②狭心症の症状、診断、治療
③心筋梗塞の症状、診断、治療
④心筋梗塞のリハビリと社会復帰
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①心臓の解剖と働き

【心臓はどのような仕組みで動いているのか？】

心臓はどのようにして収縮したり拡張したりしているかについて説明します。

左心房

superior vena cava

inferior vena cava
Purkinje fibers

レ
ン
ト
ゲ
ン
写
真
で
心
臓
の
形
が
分
か
る

左心室

上行大動脈
上大静脈

左心室

右心房

胸部レントゲンは昔からある検査だが肺だけで無く心臓の大きさ、形も分かる。心不全では肺静脈

怒張なども起こる。胸部、腹部大動脈の蛇行、或いは石灰化などで進行した動脈硬化は判断出来る

心臓には自動的に60回前後で刺激を出す場所がある（洞結節）

洞結節

左心房

洞結節の電気的刺激は変電所のような房室結節に伝わる

房室結節

房室結節からは大きな電線が通っていて心室

中隔の中を通る。右心室側を右脚、左心室側

を左脚と呼ぶ。

右心房

この電線の事をプルキンエ線維と呼ぶ
下大静脈

上大静脈

右心室側の電線が右脚。障害されると右脚ブロック

だが、病的意義は少ない。

右脚ブロックは心電図ＱＲＳ幅により完全右脚ブロック

（0.12msec/秒以上）と不完全右脚ブロックに分類される

左心室側の電線が左脚。左脚ブロックは

高血圧など基礎疾患のある事が多く、病的。

完全房室ブロックはペースメーカー必要。
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【心臓の収縮と拡張のメカニズム】

、 。心臓は電気的な信号が 回分程度送られて電気信号で心臓の部屋が収縮 拡張します60 /
低周波マッサージなど肩に使用すると肩の筋肉がピクピクしますが、同じ事が心臓の中
で起こっているのです。

心電図も簡単に説明します。正確な心電図判断は循環器専門医でなければ困難ですが、
基本的な話だけしますので理解できると思います。

右心房

洞結節

右心室

左心室

Ｐ波（心房を収縮させる電気信号） 大きな波がＱＲＳ波（心室を収縮させる）

左右の心房収縮 心室を収縮させる電気信号が伝わる

房室結節

ＱＲＳ波というこの大きな電気信号

で左右の心室を収縮させる

ＱＲＳ波の電気信号が出てしばらくして

から左右の心室が収縮する
左右心室の拡張

右心室 左心室

Ｐ波の始まりからＲ波

の頂点までを心房収縮期と呼ぶ

Ｒ波

Ｒ波頂点からＴ波の終わり

までを収縮期と呼ぶ。

Ｒ波頂点付近で房室弁が閉じ､

QRS波直後に動脈弁が開く。
(房室弁が閉じ動脈弁が開く間が等容性収縮期）

Ｔ波

Ｔ波の終わり付近で動脈弁が閉じ

等容性弛緩期となる。その後房室弁が開き

拡張期となる。

Ｔ波

(再分極によってＴ波が出現する）

(心房の脱分極が起こる）
Ｑ波

Ｓ波

（Ｑ波から心室筋の脱分極が始まる）

（拡張後期で心室に緩徐に血液が戻る）

(本誌103頁の心機図も参照して下さい）
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②狭心症の症状、診断、治療
angina pectoris
【症状】

狭心症は なり、一時的に心臓を栄養する血管（冠状動脈）の流れが悪く
心筋梗塞のように血管が閉塞して心筋が壊死に陥る事はありません。

胸痛がありますが、その性質は右写真のように ような痛みです。胸全体を締め付ける
患者さんが人差し指一本で胸を指して 「ここが痛いです」と言われる場合には大抵
肋間神経痛や筋肉痛の痛みです。キリキリする痛みも狭心症では無い事が殆どです。

胸痛は数分から長くても数十分です。胸痛が強く などは心筋梗塞かも冷や汗を伴う場合
しれないので直ちに救急車を呼んで下さい。

【診断】

心電図で診断しますが、病院で心電図を記録しても正常な場合、胸痛が狭心症を疑わせ
る場合には更に検査を進めます。

その他、 で や に異常が無いかどうか、或心臓超音波検査 心臓の筋肉の厚さ 部屋の大きさ
ニトログリセリン舌下錠いは が良いかなど検査します。心臓の収縮力 また、狭心症を疑わせる場合、

を渡して、舌下後数分で胸痛が速やかに改善すればまず狭心症です。効果が無ければ他の疾患による胸痛です。

運動負荷心筋シンチグラフィー（放射線）をする事もある

但し、狭心症発作を誘発したりするので必ず

医師が付きそう。

ベルトコンベヤーの上を走った後に心電図を

記録する(トレッドミル負荷試験）

②１日（２４時間）心電図

（ホルター心電図）

自転車を利用する事もある。

(エルゴメーター負荷試験）
ergometer exercise test

④冠状動脈造影検査 単に病変を確認するのなら最近は上記3DCTA、MRA
等でも可能。PTCAなどの治療で必要となる。(心臓カテーテルを使用した検査、治療）

①運動負荷心電図

③３Ｄ-ＣＴＡ
カラーで鮮明に冠動脈狭窄部位を描出可能。

但し、薬を使用したりする必要がある。

但し、モニター装着中に発作が出なければ診断出来ない

狭心症の心電図変化例（わかりやすく

するために誇張している）

小型心電計を装着して１日心電図をモニターする。

冠攣縮性狭心症などにも有用。

心電計

狭心症の症状は胸部圧迫感、胸を

締め付けるような痛み。

その他、逆流性食道炎も鑑別診断の一つになるが、病歴を良く聞けば鑑別は出来る。
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【心電図と冠動脈狭窄の関係】
健康診断で心電図が正常だからといって心臓自身を養っている冠状動脈の狭窄が無いと
は言えません。冠状動脈が 近く狭くなっても殆どの方は正常心電図です。50%

従って殆ど自覚症状の無いまま、初めての胸痛発作が心筋梗塞だというのも良くある事
なのです。 程度の狭窄があると、激しい運動時などに胸痛が出現します。こういう75%
労作時に胸痛が出現するのを と呼びます。労作性狭心症

労作時では無く夜間安静にしている時に出現する狭心症の事を などと呼び安静時狭心症
ますが、これは冠状動脈が痙攣を起こしたように急に狭くなるために起こります。

安静時狭心症は夜間（特に早朝など）起こる事が多い 自律神経のアンバランスこの ので
が関与すると考えられていますが、痙攣を起こす部位に何らかの変化があると考えられ
ています。殆どは冠状動脈の狭窄はありませんが、狭窄部位に痙攣が起こって更に狭く
なる事もあります。
安静時狭心症と同じ意味で 、 、 等使用されます。異型狭心症 冠攣縮性狭心症 夜間狭心症
どれも冠動脈の痙攣によるものを指します。 と冠攣縮性の攣縮というのは痙攣して縮む

けいれん

いう事です。安静時狭心症は冠状動脈に通常、狭窄は無いのでカテーテルによるバルー
ン拡張術などの適応はありません。カルシウム拮抗剤という薬が有効です。
発作時は など使用します 。ニトログリセリン舌下錠 （舌下錠というのは舌の下で溶かして使用します）

冠状動脈

effort angina

rest angina

coronary artery

variant angina spastic angina

５０％程度の狭窄なら

血液は良く流れる

７５％程度の狭窄になると

安静時心電図異常が見られる

プラーク

冠動脈の一部が痙攣したように狭窄するので血流が悪くなる

ニトログリセリンはダイナマイトの原料だが、薬は爆発しないので心配無い（笑）。同様の効果のある

舌下タイプの薬（ニトロールなど）もある。冠動脈拡張が数分で起こるが血管拡張するので頭痛や血圧下降

する人もいるので、初めて使用する時には臥位での使用が無難。

ダイナマイト工場で働いていた狭心症患者が、工場では発作が出ないのに自宅では胸痛発作が起こる事

が契機となって使用されるようになったとも言われる。第Ⅰ内科の吉田助教授が昔、良く冗談交じりで｢大塚君、こ

れ（ニトロ）は爆発しないか？｣と私に言われていたのを懐かしく思い出す。

Ｃ3Ｈ5（ＯＮＯ2）3

ニトログリセリンの化学構造式
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4C3H5 ONO2 3 12CO2 10H2O 6N2 O2( ) → ＋ ＋ ＋
ニトログリセリンから放出される一酸化窒素（ＮＯ；Ｎitric Ｏxide）が平滑筋を弛緩させる！事による。

亜硝酸化合物 一酸化窒素

グアニル酸シクラーゼ活性化

ＧＴＰ サイクリックＧＭＰ（ｃＧＭＰ）産生

細胞質中のカルシウム濃度低下

血管平滑筋細胞膜Ｃａポンプの活性化

血管

血管平滑筋細胞膜Ｃａポンプの活性化

血管 拡張

①冠動脈拡張による心筋血液量増加

②静脈拡張による前負荷軽減→心筋酸素症量低下

この２つの作用で狭心症症状を改善する

ニトログリセリンは揮発性が高いので褐色瓶に入れて冷蔵庫に保管するが半年程度しかもたない。

最近は吸入式のニトログリセリンスプレー(ミオコールなど）も使用される。
ニトログリセリンと同様に舌下へ噴霧する。ミオコールの名前の由来はと言うと、

myocardial (心筋の）とcoronary(artery)冠状(動脈）から付けられている。

1回噴霧で0.3mgのニトログリセリンが放出される。46.5mgを含有しているので120回
程度は使用出来るという事になる。40℃以上での保管は駄目なので車内放置しては
いけない。インタビューフォームによると36ヶ月保管でも変化が無かったという事
なので、保存期間がニトログリセリンの瓶より長いという事になる。

ミオコール

(トーア、アステラス
製薬）

ニトログリセリンが体内で効果を発揮するメカニズムは？
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②狭心症の症状、診断、治療
【治療】

冠動脈に 以上狭窄安静時狭心症の患者さんは内服治療しますが、労作性狭心症で 75%
がある場合には心臓カテーテルによる などの治療を行います。バルーン（風船）拡張術
冠動脈が全体的に狭窄している場合などには が必要です。開胸手術によるバイパス手術

心臓カテーテル検査について説明します。【心臓カテーテル検査】

brachial artery

radial artery

femoral artery

上腕、橈骨、大腿動脈の３カ所が使用される

上腕動脈

大腿動脈（足の付け根付近）

橈骨動脈（最近良く使用される）

左心室

左心室

左室造影拡張期

左室造影収縮期左冠状動脈造影

右冠状動脈造影

右冠動脈カテーテル

左
冠
動
脈
カ
テ
ー
テ
ル

実際に使用するカテーテル

（大腿動脈穿刺用）

左室造影用カテーテル

（左心室圧も測定出来る）術者 モニター

実際のカテーテル検査の様子を下に示す。術者と助手は手術の時と同様に手洗いして術衣、マスク、帽子

着用する。検査は局所麻酔で行う。モニターを見ながらカテーテルを心臓近くへ挿入していく。
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【狭心症の治療】
カテーテルを使用した治療方法（バルーン拡張、ステント留置、アテローム切除術）

以前は開胸によるバイパス手術が必要だった症例にまで最近は積極的なカテーテル治療
～ 程度の成功率が行われています。各施設によって治療成績が異なりますが、90 95%

となっているようです。ただ、再狭窄する率もまだ高く、 す半年後に 程度が狭窄30%
るようです。また、死亡例を含めて重篤な合併症も有りこれも各施設によって異なりま

この治療を受ける時は症例数の多い施設で受けて下さいすが、 が見られます。0.5~3%程度に重大な合併症

その他の合併症としては急性心筋梗塞を起こす事もあります。

下記のような合併症が起こるので本来は心臓

外科医のいる施設で治療を行うべき。

ステント留置

カテーテルインターベンション（catheter intervention）

バルーン（風船）治療
ＰＴＣＡ（Ｐercutaneous Ｔransluminal Ｃoronary Ａngioplasty）
経皮的冠動脈形成術 （経皮的というのは皮膚を穿刺してカテーテルを

血管から挿入していくのでこう呼ぶ）

ＰＴＣＡ

①細いガイドワイヤを通す

ガイドワイヤ 狭窄部位

②カテーテルを狭窄部位に通す

③バルーンを膨らませる

④狭窄部位の拡張！

拡張した血管が狭窄しないように金属の

ステントを留置する。

金属ステントは

血管の中に留置

したままにする

ステント付きカテーテル

の挿入

バルーンを膨らませる

実際のバルーンカテーテル
膨らませる前

バルーンを膨らませる

再狭窄することがあるので抗凝固剤を服用する

最近はステントから薬剤が溶出して狭窄

を防ぐものも使用される

ＰＴＣＡの合併症

ガイドワイヤがアテローム内を貫通 バルーンがアテローム内で膨らむ 血管損傷。心外膜との間に血液

貯留すると心タンポナーデ。

開胸緊急施術が必要。

血管外へ出血

高速ロータリー回転を使用したアテローム切除術

この部分が高速回転→アテローム切除

実際に使用する器具

狭窄部位

成功後

狭窄部位の拡張
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【狭心症の治療】
開胸によるバイパス手術（ バイパス手術）AC

バルーン治療法などの普及でバイパス手術は減少してきており、バルーン治療に積極的
な施設ではバイパス手術の割合は ～ 程度とかなり減少しています。5 10%

お笑いタレントの も心筋梗塞後このバイパス術を受けています今くるよさん

③心筋梗塞の症状、診断、治療
【症状】

胸部圧迫感 胸部全体を締め付ける心筋梗塞の症状は狭心症と同じように胸痛ですが、 、
ような痛みです。また、 を伴う事もしばしばあります。また、血管閉塞時に直ち冷や汗
に不整脈が発生する事が多く特に となります。心室細動は致命的

希に胃痛と勘違いされる事もあります。私が一般病院に勤務中に消化器外科で胃の検査
。 、を受けた後に私の外来に紹介された心筋梗塞の方がいました 元気に退院されましたが

初めに診察を受ける医師の能力によって左右される事もありますので怖い気がします。

胃痛と感じるのは何故かというと心筋梗塞で下壁梗塞の場合など心臓の下面が横隔膜と
接していて、放散痛で強い胃痛と勘違いされるからです。しかし、この例などよく患者
さんの訴えを初めに聞いておけばこのような勘違いは大抵の場合には起こりません。

、 （ ）また これも珍しいですが胸痛があるにも関わらず自転車で来院された 夜間救急外来
方もいました。心電図で心筋梗塞の診断がすぐについて血栓溶解療法の必要がある旨、
話をして救急車で大学病院まで搬送しました。

心筋梗塞の診断の項目の所でも話しますが、急性心筋梗塞の診断は循環器内科医ならば
。 。心電図でほぼ 診断出来ます 直ちに心カテ室で血管拡張術などの準備に入ります100%

採血もしますが、結果に時間がかかるので心電図診断で治療開始します。

３本のバイパス術例

左例は胸部大動脈から冠動脈へ

バイパスしているが、鎖骨下動脈

から冠動脈へのバイパスもある。

３本の静脈を吻合する

冠動脈全体にびまん性狭窄の場合にはＰＴＣＡが困難。バイパス術の

適応となる。しかし、まずびまん性狭窄の近位部を拡張しながらPTCAする施設もある

冠動脈の3本とも動脈硬化があっても限局した狭窄ならカテーテル治療が可能。

バイパスに使用する静脈は胸の内胸静脈や足の大腿付近の大伏在静脈

等がある。

右冠状動脈右冠動脈 左冠動脈前下行枝 バイパス術による死亡率は施設によって異なるが１％前後
左冠動脈

（前下行枝）

放散痛は顎、左肩などに起こる事もある。歯痛様の事もあるが、これらが単独で起こるのは希で胸痛に伴う事が多い

Aortocoronary bypass
CABG(Coronary Artery Bypass Grafting)
とも呼ばれる
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③心筋梗塞の症状、診断、治療
【診断】

急性心筋梗塞の診断は心電図で行います。心電図では左右どちらの冠動脈の閉塞なのか
も診断出来ます。左冠状動脈閉塞の場合には 本ある内のどちら側の閉塞なのかも診断2
出来ます。

【急性心筋梗塞の治療】

最近は狭心症の治療で解説したような心臓カテーテルを利用した血管拡張術などが急性
心筋梗塞初期段階から施行されています。循環器専門病院でなければ発症 時間以内で6
あれば血栓溶解剤の経静脈投与も試みられますが、脳梗塞の治療の場合と同じように、
脳出血や心筋梗塞部位からの出血による心破裂などに注意が必要です。

【急性心筋梗塞の予後、合併症】

と高くなっています。このうちの半数は 時間以内急性心筋梗塞の死亡率は 13~20% 24
に死亡すると言われています。
また していると推測されています。心筋梗塞発症１時間以内に約 ～ が死亡3 5%

また、突然死の原因にはこの急性心筋梗塞を初めとした心疾患の占める割合が最も多く
。 。突然死の原因の 程度になっています 突然死は年間約 万人と推定されています60% 5

1085 66%東京都医務監察院 人の急死の解剖例でも心臓を原因とする死亡がトップで約
次いで脳血管の となっています。13%

胸痛や呼吸困難で緊急搬送されて心筋梗塞の心電図所見が無かった場合には①胸部大動脈解離や②肺血栓塞栓症

（肺血栓塞栓症では心電図に右心系の負荷所見が得られる事もある）などを鑑別診断としてあげてエコー

CT,造影CTなどの検査をする 。

①心筋梗塞死亡原因の約５０％は不整脈

（心室細動など）

②死亡原因の約４３％は心不全

などの循環不全

③その他心破裂

（２％）など

突然死（年間５万人と推定）の原因の約６０％は心疾患。次いで脳血管。
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【梗塞後合併症の心不全と心破裂について】

④心筋梗塞のリハビリと社会復帰（運動量の決定や労働制限について）

どれくらい早く心臓カテーテルの血管拡張術などによって再開通心筋梗塞後の運動量は
したか 再開通が（ ）によって決定されます。詰まっていた血管に再度血液が流れるようになったか

なります。心筋梗塞発症数時間以内で再開通した場合、早いほど心筋壊死の範囲は狭く
殆ど心機能に障害の無い場合もあります。 によっても運動制限の程度が変わり梗塞範囲
ます。

としての や乳頭筋断裂などによる が残った梗塞後合併症 心室中隔欠損 僧帽弁閉鎖不全症
場合にも制限が生じます。場合によっては心筋梗塞後ペースメーカーの植え込みが必要
な場合もあり、社会生活に制限の生じる事もあります。

左心房

僧帽弁

左心室

乳頭筋の虚血が続くと乳頭筋断裂となり、僧帽弁の閉鎖が出来なくなる。

断裂しなくても乳頭筋の機能不全状態でも僧帽弁閉鎖不全となる。

左心房

左心室

papillary muscle mitral regurgitation

mitral valve

心筋梗塞を起こした紫色の部分は収縮出来ない。従って、梗塞範囲が広い

ほど左心室の収縮力が低下して心不全の原因となる。
heart failure

心筋梗塞を起こした部分には血液が流れない。左心室は壊死となって筋肉

が薄くなる。この部位が破裂(避ける）して心臓内の血液が外に漏れる事を
心破裂(heart rupture）と呼ぶ

心破裂は心筋梗塞死亡原因の約２％。破裂範囲が広いと急死。小さい場合

は心タンポナーデとなる。心外膜と心臓との間に血液が貯まる。cardiac tamponade

この場合には緊急手術となる

左心室と右心室の間の心室中隔が破裂すると、心室中隔欠損となる。同様に

緊急施術の適応となる事が多い。

左心室

僧帽弁の運動に重要な役割を果たす乳頭筋への血流が心筋梗塞で障害

されると、乳頭筋機能不全となる。僧帽弁閉鎖不全を引き起こす事がある。

乳頭筋
papillary muscle

胸部大動脈

出血

心筋梗塞後、どの程度の運動量が可能かは運動負荷試験後の心電図、血圧等を参考にして決められるが

血管拡張術が早期に行われ心筋壊死が少なく、また冠動脈狭窄もＰＴＣＡによって改善されていれば

通常の社会復帰が可能。
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以上が狭心症と心筋梗塞の話です。下には少し余白がありますので と心筋症3D-CTA
の話を書きます。
右冠動脈

非常に鮮明な画像が得られる。βブロッカーの使用などが必要な事

等から数％の人は診断に利用できないこともある。

上行大動脈

左冠動脈（回旋枝）

左前下行枝

肥大型心筋症に関しては後で記載する

hypertrophic cardiomyopathy
肥大型心筋症

（HCM）

肥大

正常

本誌111頁でも画像を供覧します。

本誌113頁で解説する
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【その他の心臓の病気や心臓の基礎知識について】
先天性心臓病 心房中隔欠損今まで説明してきた心臓の病気以外で比較的頻度の高い （

や など）や について解説する｡また、基礎知識についても症 心室中隔欠損症 心臓弁膜症
解説する｡
【心臓の基礎知識】
心臓は収縮や拡張する時に音を出している｡皆さんも聴診器で心臓の音を聞いた事があ
るかも知れないが、｢ ｣とリズミカルに聞こえてくる｡それではこのドックン、ドックン
音はどういう仕組みで聞こえるのか？この つの音は心臓の つの弁の閉まる（閉鎖）2 4
音である｡最初に聞こえる｢ ｣ という音は主に 、次の｢ ｣という音は主ドッ 僧帽弁閉鎖 クン
に である｡大動脈弁の閉鎖音

僧帽弁

これは牛の心臓

心尖部

心臓はほぼその人の

手拳大の大きさ

左心房

左心室

心臓には心房と心室間に２つの弁がある

左心房、左心室間にあるのが僧帽弁｡

心
室
中
隔

大
動
脈 僧帽弁

腱索

僧帽弁や三尖弁はこのような腱索と呼ばれる

白く硬い腱で引っ張られている｡腱は乳頭筋

という筋肉で僧帽弁の場合には左心室の筋肉と

結ばれている｡

chordae tendineae

右心房

上
行
大
動
脈

左心房

右心室

左心室

僧帽弁

三尖弁
tricuspid valve

大動脈弁

僧帽弁
肺動脈弁

aortic valve
左心房

心臓が収縮中は血液

が心房内に逆流しない

ように、僧帽弁と三尖弁

は閉じている｡

僧帽弁

pulmonary valve
右心房

三尖弁

拡張期

mitral valve

右心房

拡張期に僧帽弁と三尖弁

が開いて左心房と右心房

から血液がそれぞれの

心室内に流入してくる。

右心室

左心室

収縮期（後期）

拡張後期（末期）

右心室

左心室

このイラストでは

弁が閉じているが

本当はまだ開いている

左心室、右心室は血液で

満たされる（充満）

I音には三尖弁、２音には肺動脈弁閉鎖の音も含まれるが、これら右心系の圧は

左心系圧より1/5以上低く音としては聞こえにくい。ASD等では分裂音として聞こえる

大動脈弁

肺動脈弁

肺動脈 (肺動脈は左右に分岐して肺へと
静脈血を送る）
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【心臓のドックン、ドックンという音は心臓の弁の閉鎖音である】

ドックンの最初のドッという音

を第Ⅰ音と呼ぶ｡これには右心房

と右心室間の三尖弁閉鎖音も

あるが、実際には聞こえにくい｡

これは左心系の圧の方が高い事

による。

ドックンのクンは第Ⅱ音と呼ぶ｡

肺動脈弁の閉鎖音も加わるが

正常では聞こえにくい｡

心房中隔欠損症では肺動脈閉鎖

音も聴取され、固定性分裂と

呼ばれる特徴的な聴診所見が

生じる｡

クン
ドッ

僧帽弁閉鎖音 大動脈弁閉鎖音

大動脈弁の閉鎖僧帽弁開放 僧帽弁の閉鎖 僧帽弁開放左室収縮

心電図のP波は心房の機械的収縮を起こすための電気
信号である｡QRS波は心室収縮を起こすための電気信号

P波は心房収縮
を起こす｡

ORS波は脱分極波と呼ばれる刺激信号であるが
T波は電気信号の回復時間であり、再分極と呼ばれる大動脈圧

大動脈弁

閉鎖

repolarization

大動脈弁

開放 左心室圧

Ⅰ音やⅡ音は実際に心音図を記録すると、このような

周波数成分に分かれる｡
Ⅰ音 Ⅱ音 Ⅰ音は約0.15秒間で25～45Hzの音なので低く聞こえる

Ⅱ音は0.2秒持続して50HzなのでⅠ音より高く聞こえる

Ⅰ音やⅡ音の他にⅢ音（心室急速張充満期音）

やⅣ音（心房収縮音）が聞こえる事がある。

これは通常は病的な場合にのみ聞こえる｡

Ⅲ音とⅣ音が同時に聞こえると馬が駆けるような

心音の連続に聞こえて、これをギャロップリズム

と呼び、心不全などで聴取されることがある。僧帽弁が閉鎖して大動脈弁が

開放されるまでの時期の事｡

大動脈弁開放

Ⅰ音

Ⅱ音

等容性収縮

等容性弛緩

駆出期
充満期

左心室圧が上昇して大動脈圧より高くになった時に大

動脈弁は開放する｡

呼吸性にⅡ音が分裂して

聞こえる人などは

ⅡP（肺動脈弁閉鎖音）を
正常者でも聴取する事がある
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【先天性心臓病】 ( )congenital heart disease CHD
( )【心室中隔欠損症】 VSD entricular eptal efectV S D

であり、その中でこの心室中隔欠損の頻度が先天性心疾患の発生頻度は新生児の約 1%
ちなみに胎児奇形としての口蓋裂や唇裂が 人当たり約 人程度（約 万最も多く を占める｡約 60% 1000 1.27 30

人の調査 。また、ダウン症の発生頻度は 万人当たり約 人である｡） 1 5

心室中隔欠損症では、収縮期に左心室から右心室側へ血液が流入するので心雑音は必発
で、我々循環器専門医は聴診だけで診断可能である｡典型例では収縮期全般にわたって
心雑音が聴取され、これを 或いは 呼ぶ｡僧帽弁閉鎖不全症汎収縮期雑音 全収縮期雑音と
でも同様な心雑音がすることがあるが心雑音の最強点や雑音の放散部位などによって
鑑別が可能である｡ちなみに典型的な僧帽弁閉鎖不全では左心室の逆流が左心房へと起
こるが左心房がやや背側にあるために、心尖部が心雑音の最強点になり背部へも雑音が
放散して聴取される｡

左心室と右心室の間には約1cmの厚さの心室中隔がある。
（左心室の壁の厚さも同様に約1cm程度ある）
この壁に穴が開いていると、左心室の圧力の方が高いので

左心室から右心室側に心臓が収縮する時に血液が流入する。

心
室
中
隔

左心室

動脈血が右心室側に流入して、再度右心室から肺へ送られる

このため、右心室側の負担が重くなって肺動脈圧も上昇する
右心房

右心室

左心室

但し、小欠損の例も有り、心室中隔欠損全体の約3/4は自然
閉鎖する｡

心室中隔欠損症イメージ図

このイラストでは右心室と左心室の

壁の厚さが同じだが実際は右室壁はもう少し薄い｡

ちなみに心雑音の大きさはグレイドⅠ～Ⅵまで分かれていて

最も小さい心雑音は聴診器をしばらく当てていてようやく聴取出来る音｡

大きい音は振戦（スリルと呼ぶ）と言って胸壁に手を当てて振動を感じる

事もある（Ⅳ）｡最大雑音は聴診器を胸壁から離しても聞こえる（Ⅵ）

患者さんが壇上に連れて来られて

学生が5名くらい指名されて聴診する｡

循環器グループに所属してからも心雑音の

レコード2枚組をすり切れるほど聴いた｡

我々が医学生の頃は心臓超音波検査等無い時代であったので、聴診器は必須アイテムで有り、聴診器による心雑音

聴取によって診断をまず付けなければならなかった｡従って循環器内科の講師から厳しく指導を受けた｡

今では考えられないが、下のような講義室に専門3年と4年生（大学入学して5年目と6年目）の合同講義の際には
心臓弁膜症の患者さんが講義室の前に連れて来られて、学生5名程度が聴診をする｡そして、心雑音の性質、特徴
等を述べて最終診断名を付けるという事になる。今ではとてもこのような講義は出来無いであろう｡

またまた、脱線して心雑音の話

学生

専門３年生と４年生合わせて200人
の合同臨床講義が時に行われた｡

心雑音は正常人でも収縮期に聴取することが有り、これを機能性雑音

とか無害性雑音と呼ぶ。ホースに水を流すと音が聞こえることがあるが

この類のものだと考えてもらえば良い｡乱流が原因になる事もある｡

循環器専門医が聴診すれば診断は簡単！無駄な検査をせずに済む｡

この分類をLevine（レバイン）分類と呼ぶ
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【先天性心臓病；心室中隔欠損症】 続き

【先天性心臓病】 続き
( )【心房中隔欠損症】ASD trial eptal efectA S D

心房中隔欠損症は新生児の に見られる。先天性心疾患の約 ～5 6%
先天異常全体としては１万人の出生に約 人の割合である｡6

Eisenmenger syndrome

①乳児期には体重増加不良、肺合併症のある時

②小児期には容量負荷が大きく、欠損孔の縮小傾向が無い例や、感染性心内膜炎の既往例、大動脈弁変形、

閉鎖不全の合併症例等である｡感染性心内膜炎というのは、先天性心臓病、弁膜症などの心臓内で細菌感染

が起こる事｡

尚、手術は人工心肺使用下に直視でパッチで閉鎖するのが基本｡

人工心肺装置は心臓手術の間、心臓の代わりに体へ

血液を送ってくれる装置｡この器械を使用する事自体

のリスクが約1％あると一般には言われる｡

術中モニター映像

術者

臨
床
工
学
技
士
と
い
う
国
家
資
格
を
持
っ
た

技
師
が
管
理
す
る
の
が
通
常

人工心肺装置

臨床工学技士

人工心肺のリスク＋心臓開胸してのパッチ閉鎖のリスク

という事になるので、胃などの開腹手術より当然リスクは

高い。死亡リスクは各施設で異なるが症例数の多い病院の

方が良いかと思われる｡ただ高いと言っても平均で数%程度
である。死亡率０の施設も当然ある｡

後述するが、同じように穴の開く心房中隔欠損症に対しては

最近は心臓カテーテルによる閉鎖が可能となっていて、

開胸手術の例数が減少している｡

私は循環器内科であったので心臓外科へ紹介した患者さんの

手術に立ち会う事は多かった｡ただ、希に紹介した患者さんが

手術で死亡する事があったが、大変つらく感じた。
福山循環器病院HPより引用

手術適応

心房中隔欠損では左心房から右心房へと

血液が逆流する。従って右室から肺動脈

への血流も増加して右心系の容量負荷と

なる｡

閉鎖しない場合には左心室から右心室に血液が流れて、右心室→肺動脈→左心房→左心室と再度血液が流れて

容量負荷が起こる｡短絡量が増加すると右心室圧が増加して左心室側へ逆流が起こる事があり、肺動脈圧亢進

するアイゼンメンゲル症候群と呼ばれる状態になり、手術が困難になる｡

心房中隔欠損の発生メカニズムは？

心臓の中隔は胎生27日目から形成され始めるがその過程の
途中の異常で二次口欠損、卵円孔開存などのタイプとなる

一次中隔

洞房口

心内膜床

心内膜隆起（心内膜床）

という組織塊発生

原始左房
原始右房

胎生30日目になると一次中隔が
と一次孔出来はじめる。

左室右室

胎生27日目
イラストは日本医事新報社に転載許可を得て使用。カラー図解人体の正常構造と機能（全10巻
縮刷版）2011の166頁、177頁

一次孔
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【心房中隔欠損症（続き 】）
胎生３３日目

胎生３７日目

二次中隔 一次中隔

二次孔
一次中隔

原始左房

原始右房

洞房口

室間孔 室間孔
弁隆起

右室 左
心室中隔筋性部 心室中隔筋性部

胎生３３日目；一次孔が閉鎖される頃にアポトーシスによって

一次中隔の上部に小孔が出来る。これが二次孔となる。
胎生３７日目に一次中隔の右側に

二次中隔が形成され始める

胎生後期 二次中隔 一次中隔

上大静脈口 一次中隔二次中隔

右房圧

（低い）

下大静脈口

卵円孔弁

冠状静脈洞口 左房圧

（高い）

心室中隔膜性部

僧帽弁
三尖弁

正常では左房圧が高い

ので、一次中隔は二次

中隔に押しつけられて

完全閉鎖する。

胎生後期には一次中隔の右側の二次中隔は二次孔を覆って下方に伸びるが

完全に左右の心房を分割せずに卵円孔という穴を残す。一次中隔上部は

次第に消失し、一次中隔の下の部分は卵円孔弁となる。

胎生時は右心房から左心房へはこの細長い裂隙を通って血液が流れる。生後、卵円孔は完全に閉じる。

一次中隔のアポトーシスが過剰
二
次
中
隔
の
発
達
が
不
完
全

卵円孔開存は右心不全などの際の右→左短絡

真の心房中隔欠損とは異なる

心房中隔欠損の殆どはこの二次孔欠損

で、①一次中隔のアポトーシスが過剰

か、②二次中隔の発達不全である。

左房圧が高いので左→右短絡だが、

左右心房圧が逆転すると右→左短絡

となって、チアノーゼが発生する。

右房圧亢進
左房へ逆流

二次孔欠損 卵円孔開存

イラストは日本医事新報社に転載許可を得て使用。カラー図解人体の正常構造と機能（全10巻縮刷版）2011の166頁、177頁

アポトーシス；本誌323頁でも解説するが、言わば
プログラム化された細胞死の事。
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【心雑音による診断】
診断の契機は心室中隔欠損症同様心雑音の聴取にある。右心系の容量負荷によって右室

收縮期駆出性雑音から肺動脈弁を通って駆出される時に心雑音を聴取する。この雑音を
心室中隔欠損の典型的な心雑音は収縮期全般で聞こえる である。と呼ぶ｡ 全収縮期（汎収縮期）雑音

【心房中隔欠損症】続き
【心房中隔欠損症の治療について】

カテーテル心室中隔欠損は現在も開胸による手術が必要であるが、心房中隔欠損症では
できるような治療が行われている｡但し、この治療後に閉鎖した部分がを利用して閉鎖

外れるなどのトラブルも有り、再度治療を行う、或いは開胸術を必要とする場合もある
ので、事前に十分に説明を受ける事が必要である｡また、心室中隔欠損症同様、症例数
の多い病院で行う方が良いかと思う｡

この左第２肋間付近で心雑音

が最大に聴取される

（左第２肋間付近）
肺動脈

心尖部領域とも呼ぶ

現在私が使用しているのはリットマン聴診器でも最高クラスのリットマンカルディオロジー

のスモークタイプ（ネーム彫刻入り！）3万円を超えるが、非常に良く聞こえる。

心房中隔欠損では右室からの容量負荷で肺動脈弁を通過する血液量が増加する｡

従って、左第２肋間（肺動脈弁口）付近での心雑音聴取が最大となる｡

固定性分裂とは呼吸状態

に関わらずでも分裂間隔

が一定の事｡

Ⅰ音 Ⅱ音

また、正常では肺動脈弁閉鎖音は大動脈弁閉鎖音の方が

大きいため聞こえないが、肺動脈弁の閉鎖が遅れる事と

音が大きくなるために聞こえる｡

心室中隔欠損では全収縮期

にわたって心雑音を聴取する

病態によって、心雑音の性質

が変わってくる事がある｡
大動脈弁閉鎖音（ⅡA） 肺動脈弁閉鎖音（ⅡP）

収縮期の漸増、漸減型の音を駆出性雑音と呼ぶ｡

大動脈弁狭窄でも同様に聞こえるが、聴取部位が違う

心雑音を聴取した事が無い人が殆どだと思うが、例えば心房中隔欠損症だとシューッ、シューッという表現の音

が聞こえる｡心室中隔欠損はこれに対してザーッ、ザーッというような音が聞こえる｡インターネットサイトでも

聴かせてくれる所もあるようなので興味のある人は聴いてみると良い｡

Ⅰ音 Ⅱ音の固定性分裂
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【武田鉄也さんも手術した先天性大動脈弁異常： 】大動脈二尖弁
頻度は少ないが本来 つある大動脈弁が 枚ということである。3 2

【カテーテルを使用した検査や治療の話】
私が研修医に成り立ての時代のカテーテル検査と言えば主に造影剤を利用した画像診断
が主であったが、現在はカテーテル先端の電気焼却を利用した心臓の不整脈の治療や
血管内視鏡と呼ばれて心臓の血管の動脈硬化部分のプラークの観察などが出来る時代に
なった｡また、腫瘍部分に選択的に抗癌剤を投与する事も可能である｡心臓以外にも
静脈血栓の治療等応用範囲は広い｡

上行大動脈

肺動脈
大動脈２尖弁では、弁が十分開放出来ずに、大動脈弁狭窄

が起こる事が多い。従って、左室が収縮する時に負担がかかり

左心室の壁が厚くなる（圧負荷）｡心電図で左室肥大が起こる｡

駆出性収縮期雑音が聴取され、聴診だけでも診断は可能｡

心臓エコー検査などを行い、手術適応がある場合はカテーテル

検査などを行う｡手術適応が無ければカテーテル検査不要｡
左心室

3枚あるはずの大動脈弁が2枚しか無い。

閉鎖不全が起こると、収縮期に左心室へ動脈血が逆流する。

高齢になって石灰化、弁肥厚がおこると症状が悪化する事

もある。武田鉄也さんのように高齢になって手術をするケース

は珍しい｡

右心室

１
２

１

２３ 正常な３尖弁が開放するとその弁口面積は3～4cm2ある。
２尖弁ではその弁口面積が小さくなり、大動脈弁狭窄が

起こりやすい｡

弁

２つのという意味３つのという意味

カテーテルインターベンション

カテーテルによる治療を最近はインターベンションと言う言葉で呼ぶ。インターベンションとは

「介入」という意味で有り、これは為替相場などへの介入などでも使用される。心臓に限らず

各臓器の治療にこのインターベンションは使用される。

心房中隔欠損症のカテーテル治療 2005年から我が国でもアンプラッツアーのカテーテル治療
が行なわれるようになった。

カテーテル

心房中隔欠損部位に

合金製部品を挿入

丁度ヨーヨーのような

形に広げて閉鎖する。

カテーテルを抜去する

欠損部分の閉鎖
適応は欠損孔径38mm以下等々ある。

合併症として脱落、びらん等々ある。

合併症頻度は死亡例を含めて0.2%と

2003年迄は高かったが、2004～2005

年の米国7800例調査では0.03%にまで

減少している。
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【カテーテル検査の実際】

内筒を抜くと動脈から勢いよく血液

が噴出してくる｡
皮膚

動脈

大腿動脈

上腕動脈

穿刺は局所麻酔下で行う｡

最近は橈骨動脈を使用する

事が多い｡

橈骨動脈

ガイドワイヤーは血管の中に入っている

イントロデューサーはプラスチックのような

柔らかい製品なので血管を傷付ける心配は無い

ガイドワイヤーに沿ってイントロデューサー

というカテーテルを挿入する器具を血管内

にねじ込んでいく｡

心臓カテーテル検査では下の

三カ所のいずれかを穿刺する｡

針先が鋭い

動脈穿刺したらこの内筒を抜く。内筒先端

が針先が鋭くなっている｡

外筒部分からガイドワイヤーという

細い針金のようなものを入れる｡

外筒

指で押さえて出血しないようにする

実際の検査の様子

このイントロデューサー（シース；鞘）からカテーテルを挿入していく｡カテーテルは

X線で確認しながら心臓等へ挿入していく｡

カテーテル

シース

心臓カテーテルを利用した血管拡張術（ステント留置）

イラスト図を右に示す｡ステント留置後再狭窄の起こる

事もあるので抗凝固薬の投与が必要｡

カテーテル

黄色い部分が動脈硬化

（プラーク）の部分｡

ステント留置状態

バルーン拡張させて動脈硬化

部分を広げる。

セルジンガー針は外筒、内筒

の2重構造になっている

セルジンガー針という器具で

動脈を穿刺する｡

穿刺針内筒

穿刺針外筒
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これは任意に選んだCT値を中心として表示しようとする任意の幅のCT値を濃淡像として表示するもの

ＣＴ検査の進歩は著しく､最近は心臓などの血管の狭窄など詳細が短時間で把握出来るようになった｡

GE Healthcare社の Lightspeed V(Volume)CT等鮮明な画像が見られる｡
この頁ではまず､ＣＴの基本的な原理を解説する。

Ｘ線管球

患者

ピクセル 二次元の微少な画像

ボクセル ボクセル＝ボリューム・セル（Volume cell）
骨

空気

脳

脂肪

水

断層厚

ボクセル（単位体積）内のX線
吸収値を水が0、空気を－1000と
して相対的なCT値で示す。

空気は

マイナス1000

水は0

下に行くほど画質は黒く描写される。骨などは白く写る。

CTの画像表示

画像表示→白黒濃淡の階調（gray scale）を変えるウインドウ機能がある。

その中心CT値をwindow level（ウインドウレベル）と呼ぶ。CT値の表示範囲をwindow width
（ウインドウ幅）と呼ぶ。作成されたCT像は患者の足から見たように表示する。

回転

現在は患者テーブルを体軸方向に移動しながらX線管球
と検出器が連続して回転して人体を螺旋状に走査する

heical(spiral) scan（ヘリカルスキャン）が主流である。
また、検出器が体軸方向に多列式となったMDCT
(multidetector-row helical CT)又はmulti slice CTが最近は
使用されるようになって短時間で鮮明な画像を得る。

CTの基本原理は左図のように30～50度の扇状X線を
300～800素子の検出器で計測する事で画像を得る。

進化するＣＴ検査
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【実際の と の写真】Light speed VCT Discovery CT750 HD

左前下行枝

左前下行枝
左主幹部

CT750では石灰化と非石灰化プラーク
や内腔とが明瞭に区別可能。

高度石灰化と

75%偏心性高度狭窄

プラーク組成変化がカラーコード表示を用いて評価可能。

カラーコード表示

プラーク

左前下行枝

左回旋枝

左回旋枝

左主幹部

左主幹部

左回旋枝

左前下行枝

左前下行枝

分岐部病変にカラーコード使用

する事でプラーク分布と質的評価

が可能。

狭窄

狭窄

狭窄

以下の写真はGE社の篠原さんにお願いして許可を得て供覧させていただく。
Discovery CT750 HDは１回転時のview数が従来の2.5倍に増加した事で空間分解能が更に向上。
3mm以下のステント内腔、石灰化、プラーク辺縁などが明瞭に描出されるようになった。
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atrial fibrillation【心房細動】
通常は右心房 から規則的に電気信号が送られる。心房細動では心房内の別の場所洞結節
から電気信号が発生する事が原因となる｡
定期的に収縮するはずの右、左心房が細かく振動するだけとなって一定のリズムで右、
左心室へ血液を送れなくなる｡多くの電気信号のうち に達したものだけが心室房室結節
を収縮させるので不整脈となる｡

【心房細動の治療】
（ ）、 、心房細動は急に起こった場合は 多くの人が動悸を感じる｡この場合発作性心房細動
で元に戻る可能性があるので 試みられる事が多い｡電気的除細動（ ） 、いわゆる電気ショック

私も何度か治療経験があるが、軽い麻酔状態で除細動をする事と、通常の電気ショック
より電圧が低いので余り心配しなくても良い｡但し、血栓が心房内に無いかエコー等で
確認する｡心房細動から通常の脈に戻った時に血栓が剥離する事もあるからである｡症状
の軽い場合や心機能低下の無い場合には薬物投与で通常の脈に戻す治療を行う｡

正常者 心房細動

房室結節

右心房

左心房

洞
どう

房
ぼう

結節

プルキンエ線維（右脚）

プルキンエ線維（左脚）

心房細動では電気刺激

が不規則に房室結節に

伝わる｡

不規則な心房を収縮させる

電気信号

心房の電気信号が伝わったものは

心室を興奮させる

右心房、左心房の両方が不規則な収縮を繰り返し、心房内の血流が一定に送られない（よどんだような状態になると

考えても良い）ために、心房内で血栓ができやすくなる｡従って、慢性心房細動患者ではどちらの心房にも血栓が

出来ても良いのだが、左心房内の血栓の発生率が高く、脳塞栓、心筋梗塞などの原因となる。

慢性心房細動の治療

最近慢性心房細動の患者に対して心臓カテーテルによって不整脈を発生していると思われる部位を焼却（高周波）

する、カテーテルアブレーションという治療が行われている｡時々質問を受けるが、必ずしも安全に治療が出来る

訳でも無く、上手く通常の脈に戻らない事もある。また、再発率も20～50％と高い｡

初回での成功率（元に戻る）は各施設で異なるが、32～86％となっている｡また、死亡例（心筋を穿孔させての
心タンポナーデなど）もある。米国の4000名の治療例のうち10名が死亡｡その他、血腫、出血、脳塞栓など合併症の率
が高い（特に高齢者）ので、治療を受ける場合には十分に理解して受けた方が良い｡症例数の多い病院でした方が良い。

症例数の多い施設でさえ１％程度の合併症がある事は良く認識して老いた方が良い｡アブレーション（ablation)は風化、浸食という意味。

肺
静
脈
付
近
の
左
心
房
の
電
気
興
奮
が

サ
イ
ク
ル
回
転
す
る
の
が
原
因
の

約90

％
と
言
わ
れ
て
い
る｡

右心室

左心室
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【心筋症について】
心筋症は現在 されるがそのうち比較的頻度の高い と４種類に分類 肥大型心筋症①
心臓移植の必要になることが多い の つについて解説する｡②拡張型心筋症 2

( )【 肥大型心筋症】① HCM H C Mypertrohic ardio yopthy
主に左室肥大（心筋厚の増大）を主体とする｡特に心室中隔の方が左心室壁より肥大す
る は特徴的な事も多い｡左心室流出口を閉塞する と呼ばれる場合非対称性肥大 閉塞型
突然死の原因ともなり得る。遺伝的要因など確定されているものもあるが、それ以外に
発症要因があると考えられている｡統計が古いが 年の調査で、肥大型心筋症患者1998
万 人（人口 万人当たり約 人）となっている｡2 1000 10 17

( )【 拡張型心筋症】② DCM D C Milated adio yopthy
心筋の働きが低下することによって左心室の部屋の大きさが拡大する。
心臓移植を受けるのは殆どがこの拡張型心筋症｡

左室壁の肥厚が見られるのが肥大型心筋症｡
（正常左心室壁の厚さは約1cm）

心室中隔の厚さが左心室の厚さの1.3倍以上ある時なども肥大型心筋症
の特徴となる事がある｡通常心室中隔と左心室の厚さは同じで1cm程度

右心室

少ないが右心室心筋肥大型もある
心尖部だけが肥大する心尖部肥大型心筋症もある

最近マスメディアで｢たこつぼ型心筋症｣という言葉を聞くことがあると

思うが、これは心尖部の収縮が悪くて収縮期に蛸壺のような形になる事

で、日本で報告されている｡頻度は少なく、カテコラミンなどの影響

も考えられているが原因は特定できていない｡数週間で改善するのが

診断基準の一つとなっている｡

左心室から大動脈へ血液が送られる場所を左室流出路と呼ぶが、ここが

収縮期に閉鎖されると（閉塞型）めまい、失神、突然死の原因となる

治療としては収縮力を抑えるために交感神経遮断剤（βーブロッカー）

などが使用される。手術で左室流出路を切開することもある｡

肥大型心筋症の予後

10年生存率は非閉塞性で82％、閉塞性で
77％となっている｡

運動は左室収縮時に左室流出路を閉塞させ

る事があり、運動制限が必要なこともある

診断のきっかけとして健康診断の心電図

で左室肥大を指摘される事も多い｡

左心室

心筋収縮力が減弱することにより、左心室腔内が広がる（左室拡張）｡

マラソン選手などは左室腔が拡大しても心筋は薄くならないが、この

病気では、心筋が拡張に見合うだけ肥大せずに菲薄化する｡正常では、この位置での

左室腔の長さは約 4～

左室心筋の菲薄化

拡張

5年生存率は70％程度であり、予後は良くない｡心臓移植の適応になる
事が多い。左室を縮小するいわゆるバチスタ手術（現在は左室縮小形成

術と呼ばれる）などが行われる事もあるが、ドラマのようにうまく行く

訳では無い｡

拡張型心筋症は心臓移植の適応になる事が多いが、我が国でも1997年
に制定された臓器移植法以後の脳死判定後の心臓移植成績が2012年3月
に厚労省から発表されている。102例の脳死移植が行われているが心臓
移植は80人。そのうち76人が生存し、32人が社会復帰をしていて成績は
米国など比べても良好な結果となっている。

心臓移植の成績
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平成 年 月【わかりやすい甲状腺の話】 23 9

前回までは患者数の多い高血圧、糖尿病、脳卒中、心筋梗塞などを解説しました。
今回は患者数は多くありませんが甲状腺の話をします。
また、甲状腺と放射能被爆などの関係についても最後に少し解説します。

例によってまず解剖の話から始めて皆さんが解しやすいようにしたいと思います。
①甲状腺の解剖（甲状腺はどこにあるのか？）
②甲状腺ホルモンの働き
③甲状腺ホルモンを作るのに必要なヨードと、ヨードを多く含んだ海草類の話
④甲状腺ホルモンが過剰な病気について（バセドウ病）
⑤甲状腺が腫大する病気（橋本病、慢性甲状腺炎について）
⑥甲状腺腫瘍（良性腫瘍、癌）について

⑧補足説明 危険な不整脈と心配無い不整脈⑦放射能汚染が甲状腺に与える影響

①甲状腺の解剖（甲状腺はどこにあるのか？）

約4.5㎝

拡大

約4㎝

thyroid cartilage

annular cartilage

この付近に甲状腺があるが、正常では触知出来ない。甲状腺腫大している

場合、唾を飲み込んでもらうと甲状軟骨と一緒に移動する。

甲状腺は縦が約4.5㎝、横が約4㎝で
重さ15～20グラムの臓器。厚さは約1
㎝と薄い。

甲状腺
thyroid gland

甲状腺は薄い臓器である事と前面に筋肉などが覆っているため正常者では

触知出来ない。

この飛び出している所を喉頭隆起(喉頭結節）と呼ぶ。
男性は触知しやすい。アダムのりんごとも呼ばれる。

甲状腺は甲状軟骨の直ぐ下にある 甲状軟骨
拡大

気管輪状軟骨

甲状軟骨
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【甲状軟骨についてちょっと追加して説明します】

のど仏という言葉が出ましたが、葬儀などでお骨を拾われる時は、右写真
ぼとけ こつ

のように をのど仏と係の人は呼びます。第 頸椎2
これは昔の人がこの第２頸椎を喉の出っ張りと勘違いしたのだと言われています。

のど

【男性の声が低い理由】 低い声を出すメカニズムは？】【

このように左右対称に大きいのは多くの場合は良性。バセドウ病では柔らかく触れ

慢性甲状腺炎(橋本病）では、やや硬く触れる。念のため頚部エコーをする。

鎖骨

片側だけ腫瘤が触れて硬い場合など甲状腺癌の疑いもある。頚部エコーをするが、

必要な場合には穿刺吸引細胞診検査を施行する。

皮膚

気
管

峡部

実際の甲状腺エコー。気管上部に峡部、気管両脇に左葉、右葉が存在する。

左葉
右葉

仏様のように見える喉仏(第２頸椎）

仏様が座禅をしたように見える

後ろ側

甲状軟骨vocal cords 声
帯
が
伸
ば
さ
れ
て

長
く
な
る

甲状軟骨(喉仏）のすぐ後ろに声帯が付着
している。

vocal cords 声帯

声
帯

男性の甲状軟骨は女性より縦、横方向にも

長い。成人男性の声帯の長さ２㎝、女性

約１．５㎝
輪状甲状筋 輪状軟骨

甲状軟骨は輪状甲状筋という筋肉で引っ張

られると、下方へ移動して声帯が伸ばされて

長くなり、低い声が出る。

男性の声帯は長いので低い声が出る。声を

高くするために甲状軟骨を手術で短くする

方法もある。ニューハーフの人など必要かも？

低い声を出してみて下さい。甲状軟骨が

下がります。高い声を出すと甲状軟骨は

上に移動します。

肥大した甲状腺腫

(甲状腺エコー検査に関しては本誌405頁でも解説している）

我々は職業柄この頚部腫脹は気になってしまう。テレビを見ていても若い女性

タレントの方などが甲状腺が腫大していると､家族に「この人甲状腺が腫れてるよ」

と、ついつい話してしまう。
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②甲状腺ホルモンの働き

甲状腺ホルモンは色々な物質の代謝を盛んにしてエネルギーを生産します。具体的には
汗の量炭水化物、蛋白質、脂質の代謝などに関係します。甲状腺ホルモン過剰になると

になります。が多くなり冬でも暑がり

また、心臓にも作用して脈が早くなり がします。私は内分泌専門医ではありません動悸
でしたが、動悸が主訴で循環器外来を受診する方も多くいました。

ハイテンション精神作用も活発にするのでバセドウ病など甲状線機能亢進症の方は結構
の方がいらっしゃいます。

③甲状腺ホルモンを作るのに必要なヨードと、ヨードを多く含んだ海草類の話

ですが、我が国では海草類甲状腺ホルモンの産生にはヨード（ヨウ素と同義語）が必要
を食べる事が多く（ 根昆布は更にその 倍位の含有量）多く昆布が特に含有量が多く 10

ね こ ん ぶ

の日本人はヨード必要量の 倍近くを摂取していると言われています。10

日本の土壌にはヨード含有量が多く含まれていますが（昔、海の底だった名残り 、）
世界全体では大陸内部の中央部付近はヨード不足の地域が多く存在します。

国（米国、中国など）もあります。食塩にヨードを含有させている

この頁の医学的なデータは日本甲状腺学会（ ）のhttp://www.japanthyroid.jp/
バーチャル臨床甲状腺カレッジによります。

ヨードを過剰に摂取しすぎると甲状腺腫大の原因になるが、逆に不足しても甲状腺は腫大する。1日に必要なヨード
摂取量は0.05～0.15mgだと言われるが、日本人の平均摂取量はそれを10倍近く上回る1～3mgだと言われている

1969年、北海道沿岸地区で甲状腺腫が多発したがこの地区は昆布を常用しており平均ヨード摂取量が日本人平均の
数十倍の50～80mgであった。

世界全体では130カ国22億人のうち、ヨード不足が7億4千万人と言われていて、このうちヨード不足による先天的な
甲状腺機能低下症(クレチン病)罹患者数は4300万人と推定されている。

我が国では新生児に甲状腺機能検査（甲状腺刺激ホルモン；TSH）の血液検査が義務付けられていて、生後3～4日に
採血が行われる。日本では3000人に1人の割合で甲状腺機能低下が発見されるが、甲状腺ホルモンを投与して経過を
見る事になっている。甲状腺機能低下が知能障害や身体障害(小人症）の原因になるためだが、正式には数年後に
評価する事になっている。

左は甲状腺の顕微鏡写真。ピンク色のコロイド状部分に甲状腺ホルモンが貯蔵

されている。実際の顕微鏡で観察すると透き通っていてまるで宝石のように見える

この青い部分は細胞壁。この場所で甲状腺ホルモンが産生されてピンク色の部分に

貯蔵される。

iodine

cretinism
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③甲状腺ホルモンを作るのに必要なヨードと、ヨードを多く含んだ海草類の話（続き）

前頁でヨードの話をしましたが、もう少しこのヨードと甲状腺ホルモンの関係について
解説します。後で述べる放射能被曝と甲状腺癌の話も理解しやすいと思いますので。

ヨウ素 必要日本人はヨードを過剰に摂取気味と説明しましたが、厚労省は （ ）のヨード
第 次改定日本人の所要量 約 ㎎日 許容上限摂取量を約 日を 、 としています（0.15 / 3mg/ 6

より 。この許容上限摂取量を上回らなければ甲状腺腫などのリスクが少な栄養所要量 ）
いという事からこの上限摂取量が決めれられています。過剰摂取による甲状腺腫は良性
ですので、心配はいりません。過剰摂取を中止すれば通常は元に戻ります。

昆布 １ 中に約 、とろろ昆布 ㎎、昆布だし 中に 、ひじき（乾燥） g 1.6mg 1.8 10ml 0.5mg
１ 中に約 、わかめ１ 中に約 、味付け海苔 中に ㎎のヨードを含有g 0.4mg g 0.1mg 1 0.07

【甲状腺の名前の由来】

、甲状腺をラテン語ではチ と 呼びますがロイド腺(英語でサイロイド腺＝ )thyroid gland
サイロイド グランド

これはチロイドのルーツであるチレオスというのが西洋の楯に類似している所から英国
たて

人医師が 年代に付けたのが最初と言わ れています。1600

ちなみに の事です。腺( )と言うのはホルモンなどを分泌する組織gland
せん グランド

杉田玄白が 年の解体新書の中で甲状腺を と記しています。1774 甲 様
よろいよう

下に実際に皆さんが食べている海藻類のヨード含有量を示す。意外にヨウ素過剰摂取していると思うはずだ。

必要以上に健康食品(根昆布等々）取り過ぎない事！

昆布
乾燥昆布1グラム中にヨウ素1.6mg

わかめ

わかめ1gにヨウ素0.1mg
味付海苔

味付海苔1gにヨウ素0.07mg

杉田玄白、前野良沢らの解体新書は単に解剖学や医学の基礎となっただけ

では無く、蘭学という学問の発達に多いに貢献した。

講談社学術文庫の｢杉田玄白解体新書｣、｢杉田玄白蘭学事始全訳注｣の２冊

を持っていますので興味のある方は私まで連絡して下さい。お貸しします。

甲状腺

確かに似ている

西洋の盾
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【甲状腺ホルモンの合成】

、 。甲状腺ホルモンはたったの？ 種類しかありませんから 覚えるのは難しくありません2
と というホルモンです。 の後の数字の とか とか言うのは何か？というと、T3 T4 3 4T

今迄説明したヨードの数を示しています。下図でその説明をします。化学構造式が出て
きますが、その解説もします。

2

１

3

４

Ｉはヨードを示す。Ｉが３つあるのでＴ３。

Ｉが４つあればＴ４。

この細胞壁から甲状腺ホルモン

が産生される

水素

炭素

この６角形は炭素と水素の結合

炭素は結合する腕を４本持つ！

Ｃ

酸素

水の分子Ｈ２Ｏは

酸素の腕が２本と

水素の腕が１本

水素

後でまた詳しく説明するが、放射能を含んだヨウ素はこの

部分で正常のヨウ素と置換して結合する！

これはヨウ素が４つなのでＴ４。Ｔ４はサイロキシン

（チロキシン）と呼ばれる。Ｔ３はトリヨードサイロニン

と呼ばれる。 ３つという意味のトリオ

甲状腺ホルモンとは全く関係ないが新しい薬を作る時などは

この部分に化合物を加えたりして作る。その中から臨床に使用

されるのは極わずか。

新薬がどのように作られて臨床に使用されるようになるのかは本書の

｢薬の解説｣の後半にも記載している。
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Basedow's disease④甲状腺ホルモンが過剰な病気について（バセドウ病）

甲状腺ホルモン機能亢進で最も多い原因がバセドウ病です。甲状腺機能低下の原因にも
なる橋本病と同じ と呼ばれる種類の病気です。この自己免疫性疾患とい自己免疫性疾患
う言葉は、糖尿病のいわゆる若年性糖尿病（１型糖尿病）でも出てきた言葉です。

この病気を理解するには甲状腺ホルモンが体の中でどのように調節されているかを知る
必要があるので説明します。

上記のように甲状腺ホルモンは調節されます。寒い時はエネルギー産生が必要なので、
が増加 も増加→甲状腺ホルモン自律神経の中枢である視床下部が反応して →TRH TSH

させます。を増加

【 。】バセドウ病はこの が出来る事が原因です甲状腺刺激ホルモン ＴＳＨ に対する抗体（ ）
抗体というと難しく感じるかもしれませんが

予防接種は抗体を体の中に入れています

風疹の予防接種は風疹ウイルス(抗原)が侵入してきたらウイルス
を攻撃するような抗体を注射している。予防接種しない人でも

風疹などのウイルス感染後に体の中で抗体が出来る。

予防接種や自分自身で抗体が体に出来た時に免疫が出来たという

逆に甲状腺ホルモンが多すぎる場合には甲状腺刺激ホルモン（ＴＳＨ）は必要ないのでホルモン分泌は低下する。

このようにホルモンは体の中で上手くバランスを取っている。このようなバランスシステムをネガティブフィード

バックシステムと呼ぶ。

自分自身の細胞に対して抗体が出来る病気を

自己免疫性疾患と呼ぶ。自分の体に本来必要

無い免疫を作ったという事になる。

①視床下部から分泌される（ＴＲＨ） ＴＲＨ

Ｔ（Ｔhyrotropin）甲状腺刺激ホルモン
Ｒ（Ｒeleasing）放出
Ｈ（Ｈormon）ホルモン

サイロトロピン

②下垂体から分泌される甲状腺刺激

ホルモン（ＴＳＨ）

ＴＳＨ

Ｔ（Ｔhyroid）甲状腺
Ｓ（Ｓtimulating）刺激
Ｈ（Ｈormone）ホルモン

甲状腺ホルモン（ＴＳＨ）の刺激を受けて甲状腺

ホルモンが産生され血中へ放出される。

血中甲状腺ホルモンＴ３、Ｔ４増加
甲状腺

thyroid gland

下垂体

pituitary gland

視床下部

刺激する

甲状腺刺激ホルモン（ＴＳＨ）

抗体

刺激する
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④甲状腺ホルモンが過剰な病気について（バセドウ病）続き

、 。何故甲状腺刺激ホルモンの抗体が出来ると バセドウ病になるのかを下図で説明します

バセドウ病は女性が 患者が多くなっています。 才の発症数が最も男性より 倍4~5 20~30
多くなっています。他の甲状腺の病気も女性患者が多くなっています。

【バセドウ病の治療】

（ ）バセドウ病の治療は 日本では の患者がこの治療を受けている①内服による治療 88%
（ の患者）②放射性ヨード（ ）の内服治療I131 11%

（亜切除と言います）約 の患者③外科的部分切除 1%
の つに分けられます。3
①内服による治療
これは という薬 を飲むのですが、 程度の抗甲状腺ホルモン剤 （ヨウ素の合成を阻害する） 30%
人が治療後に再発するという欠点もあります。また、薬によっては無顆粒球症（白血球
が無くなる）の副作用が 人に 人くらいの割合で発生するので注意が必要です。1000 1

②放射性ヨード（ ）の内服治療I131

年から行われている治療方法です。原発で放出されるのも同じ ですが1941 I131

この放射性ヨードが する事によって治療します。甲状腺の濾胞細胞を破壊
妊婦、妊娠の可能性のある女性、我が国では年間 ～ 例に治療されています。3000 4000

となっています。甲状腺を破壊しすぎて逆に甲状腺機能低下18 才以下の小児には禁忌
となり甲状腺ホルモンを一生服用し続けなければならない事もあります。
この治療によって癌や白血病が増加したという報告はありません。完治する率は高くな
っています。原発の放射能汚染と甲状腺の関係は後で解説します。

③外科的切除
、 。大分県別府市の 病院が有名で 皇后陛下もバセドウ病の手術をここでされていますN

この外科手術も切除しすぎると甲状腺機能低下になるリスクがあります。

受容体
甲状腺内部

甲状腺刺激ホルモン抗体

甲状腺刺激ホルモン抗体

甲状腺刺激ホルモン抗体が甲状腺

受容体に結合→甲状腺ホルモン増加

本来のＴＳＨは結合出来ない

本来のＴＳＨ
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⑤甲状腺が腫大する病気（橋本病、慢性甲状腺炎について）

、 。甲状腺が必ず腫大するわけではありませんが 最も良く甲状腺疾患で見かける疾患です
し、 ～ 歳代が最も発症年齢の多い病気です。女性が男性の ～ 倍発症10 20 45 60

橋本病は九州大学医学部外科の橋本先生が 年に発表したのがきっかけ1912
となっています。

橋本先生→
この病気もバセドウ病と同じように自己免疫疾患です。
この病気はヨウ素を合成する過程で必要な酵素の抗体が出来るので
バセドウ病と逆に甲状腺機能が低下する事が多くなります。

【慢性甲状腺炎（橋本病）の治療】

甲状腺が腫大しても甲状腺ホルモンが正常である場合には治療せずに経過を見ます。
ホルモン低下している場合は甲状腺ホルモンの薬を内服します。
甲状腺ホルモンの薬は、日本では１ヵ所しか製造していなかったため、今回の大震災で
は薬の供給に支障を来しました 。（御存知の方も多かったと思いますが）

甲状腺ホルモンは正常値でも甲状腺刺激ホルモン（下垂体から分泌される）が高い場合
も甲状腺ホルモンを服用します。

ので以前はいわゆる甲状腺ホルモンは過剰になると、代謝を活発にさせ体重も減少する
｢ ｣と称して販売される民間薬などにこの甲状腺ホルモンや利尿剤が含まれていたやせ薬

（私は既に痩せすぎているのでこう事もありましたので、この種の薬には充分注意して下さい。 や

いう薬は必要無いですが〈笑 ）〉

peroxidase

ヨウ素イオン

ペルオキシダーゼ

ヨウ素

ブロック

橋本病の抗体

橋本病の基礎となるヨウ素が出来ないので

甲状腺機能低下になりやすい

甲状腺濾胞の中のサイログロブリン（甲状腺ホルモンと蛋白質が結合した物質）

に対する抗体も出来て甲状腺を破壊する。

抗サイログロブリン抗体と呼ぶ 抗サイログロブリン抗体（ＴｇＡｂ）

anti Ｔhyroｇlobulin Ａntiｂody
抗体価が高い症例ほど疾患重篤度が強い傾向にあり、

慢性甲状腺炎患者の自己免疫異常が改善されると低下

する傾向になる。バセドウ病でも陽性となる。

ＰＡ（受身凝集反応）による抗甲状腺サイログロブリン抗体

検査をサイロイドテストと呼ぶ。

抗ミクロゾーム（マイクロゾーム）抗体の抗原である甲状腺ミクロゾーム分画は1980年代に甲状腺ペルオキシダーゼ
である事が判明した。この抗体はペルオキシダーゼと結合して活性を阻害する(in vitro)。但し、in vivoで実際に阻害
しているか否かはまだ明らかで無い（臨床検査データブック2011-2012；275：医学書院）。

慢性甲状腺炎では本抗体とサイログロブリン抗体とも陽性の事が多く、Basedow's 病では本抗体陽性、サイログロブ
リン抗体は陰性の事が比較的多い。

抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体（抗ＴＰＯ抗体、ＴＰＯＡｂ＝anti Ｔhyroid ＰerＯxidase Ａntiｂody

甲状腺腫大だけの事もある機能低下。

は慢性甲状腺炎の約１０％に見られる



- 122 -

⑥甲状腺腫瘍について

甲状腺腫瘍も他臓器と同じように良性、悪性腫瘍（癌など）があります。

良性の中で最も頻度が高いのが で思春期の女性に特に良く見られます。単純性甲状腺腫
これは成長期に甲状腺ホルモンが必要な時期にホルモンが不足すると、甲状腺刺激ホル
モンが増加して甲状腺ホルモンを増やそうとするためです。

左右対称で柔らかく触れます。血液検査で異常が無ければ経過観察で充分です。

【悪性腫瘍（癌 】）

甲状腺癌は適切な治療が行われれば比較的予後が良くなっています。
他の甲状腺疾患と同様に癌の発生率も女性に多く男性の 倍の発症率となっています。5

①甲状腺癌の中で約 が と呼ばれるタイプで、 （癌発生から治療90% 乳頭癌 10 年生存率
などして 年間生存する確率）は となっています。10 95%以上

を受けていると推定されています。年間 人程度がこの癌の手術8000

チェルノブイリ原発の放射性ヨウ素を含んだ癌の発生もこの乳頭癌と呼ばれるタイプの
、 。 、 。癌が殆どでしたが 癌の進行の仕方などが大人と違っています また 後で解説します

②乳頭癌に次いで頻度が多いのが と呼ばれて甲状腺癌の ～ を占めます。濾胞癌 4 8%
乳頭癌よりやや予後は悪いと言われますがそれでも 年生存率は ～ です。10 80 90%

③慢性甲状腺炎（橋本病）を基礎として悪性リンパ腫が発生する事があり、甲状腺悪性
腫瘍全体の約 です。こちらはやや予後が悪く 年生存率約 です。1% 10 67%

⑦放射能汚染が甲状腺に与える影響

原発事故で放射性ヨウ素が福島県内を中心に飛散しました。職員の皆さんの中にも親族
や知人の子供さんなどが東北地方にいて心配されている方もいると思います。
そこで、以下基礎的な説明をさせていただきます。

本来ならこの項目だけでも 頁以上の内容を記載したい所ですが、理解しにくい点も10
あるかと思いますので、以下出来るだけ簡潔にわかりやすく説明します。

私が気がかりなのは、 月に日本小児科学会で発表された、福島県内 人の子供の8 1149
半数に放射性ヨウ素が検出されたという内容です。次頁では福島県内の放射性ヨウ素の
子供の推定被曝量とチェルノブイリ事故での被曝量の差について解説します。

thyroid tumor

simple goiter
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【甲状腺癌と放射性ヨウ素被曝量について】

セシウムなど放射性物質は種々ありますが、今回は甲状腺の話ですので放射性ヨウ素に
限定して解説します。
前頁の小児科学会の報告は 月でしたが、調査したのは今年 月下旬であり今になって8 3
それが紹介されるというのも私個人としては理解に苦しむ所です。

尚、チェルノブイリ事故後の甲状腺癌は進行癌として発見される事が多かったと言われ
ていますが、皮肉な事に転移臓器に対する放射性ヨウ素を使った治療などで治癒率も高
かったようです。

もし、福島県内にお知りあいの方の子供さん（特に原発周辺の方）がいらっしゃれば、
私個人としては 事を薦めます。3 6～ ヶ月毎に成人になるまで頸部エコー検査を受ける

人間の体の中にはこの傷ついた部分を修復す

る機能も備わっていますが、修復出来ない場

合には癌発生の引き金になります。

アデニンなど

のアミノ酸

DN Aというのは細胞内の核の中にあ
り、4種類のアミノ酸の2重らせん構造で
構成されています。細胞分裂の際には多

くのDNAが集合した遺伝子となって、
遺伝情報を新しい細胞へ伝えます。

注）この文章は平成23年9月に記載した

この発表に対する疑問と今後の甲状腺癌に対する注意点

今回の福島県内の子供の被曝量は最大３５ミリシーベルト程度と発表された

①チェルノブイリ事故では１００ミリシーベルト以上から癌の発生率が増加したとの報告があるが実際

には正確な被曝量測定は行われていない。推測被曝量である。５０ミリシーベルトで発癌した子供もいる

との報告もあり、１００ミリシーベルト以下でも癌が発生した可能性は否定出来ない。

②福島県内の子供の被曝量も推定。放射能ヨウ素半減期は８日であり、実際はそれ以上被爆していた可能

性も否定出来ない。調査日には放射性ヨウ素が既に減少していた可能性もある。

③今回の原発事故が放射性ヨウ素濃度と甲状腺癌の発生率との関係についての恐らく新しい指針作成の

基礎資料となる。

チェルノブイリ原発後４～５年後から甲状腺癌発生増加が見られ、その後急増している。

また、チェルノブイリでは成人と同じ乳頭癌が多かったが、触診では癌が発見出来にくく、また進行癌

として発見される事が多かった事より日本では頚部エコーなどの検診が必要である。

放射性ヨウ素の発癌メカニズム

ＤＮＡ損傷

複製

複製

複製されるＤＮＡも損傷して発癌

因子は受け継がれる。

ＤＮＡを損傷して変異を起こすのは

放射線以外に喫煙、紫外線、食品中の

化学物質、活性酸素などがある
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⑧補足説明 危険な不整脈と心配無い不整脈

先日配布した脳卒中、狭心症と心筋梗塞の文書で不整脈について解説しましたが、数人
の方から危険な不整脈の判別についての質問がありましたので補足説明します。

。 。最も多い について説明します 時 が れて出現するので期外収縮と言います期外収縮 期 外
はず

と があります。何故、期外収縮が出現するかというと心房性期外収縮 心室性期外収縮
心臓全体の統一したシステムの中で言わば のように電気信号を出して、邪魔す反乱分子
る細胞があると考えてもらうとわかりやすいと思います。それが心房にあるのか心室に
あるのかによって心房性、心室性期外収縮と呼ばれます。

心房性期外収縮は危険はありませんので、薬は不要です。ただ、頻発すると時に発作性
心房細動へ移行する事があります。急に動悸がして全く規則性の無い脈であれば発作性
心房細動の可能性もあるので病院を受診して下さい。

①

②

③

心配無用（治療不要）の心室性期外収縮 総て同じ形の心室性期外収縮

単源性（単形性）期外収縮と呼ぶ。薬不要。

atrial premature contraction(APC)

ventricular premature complexes

不整脈を初めて指摘された場合などは念のため

１日心電図などを記録して他に危険な不整脈が

無いか確認する方が良い。

危険な不整脈（要治療）

形の違う期外収縮が多発している。

多形性（多源性）期外収縮と呼ぶ。

連発する期外収縮。このケースは３連発。

このように連続するのをショートランと呼ぶ

期外収縮

②や③の期外収縮は特にリスクが高い。精査して基礎疾患

確認も必要。投薬、他治療が必要。

Ｔ波という回復期の電気信号の直後に

期外収縮が出現している。Ｔ波

Ｔ波

Ｔ波は電気信号を受けると興奮するので大変危険！

人間も同じで休憩中に邪魔されると機嫌が悪くなる！
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ただ、発作性心房細動は一過性で元に戻る事もあります。
心房細動が持続する場合には電気ショック、或いはカテーテルによる治療、薬物療法な
どを行います。

不整脈は過労、酒の飲み過ぎ、ストレスなどでも起こります。交感神経ホルモンが心臓
の細胞に一時的に作用して、その細胞が電気信号を発するためです。
私も時々不整脈が出ます。

次回は喫煙の健康被害という事で喫煙によって引き起こされる肺気腫（閉塞性肺疾患＝
ＣＯＰＤ）や肺癌などのリスクについて解説します。

は最近テレビコマーシャル？で和田アキ子さんが話していますが、御覧になったCOPD
人もいると思います。和田アキ子さんは相当なヘビースモーカーでしたが 年前にこの3
疾患が発見されて禁煙されているそうです。

（ ） （ ） （ ） （ 、COPD C O P Dは 慢性の 閉塞性 肺の 疾患hronic bstructive ulmonary isease
クロニツク オブストラクティブ プ ル モ ナ リ デ ィ ジ ー ズ

病気）です。

電気的除細動

（急性に起こったケースが有効）

不整脈の発生個所を電気焼却する

（アブレーションと呼ぶ）
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平成 年 月【わかりやすい喫煙の健康被害】 23 9

私は、 を医学雑誌などで ？目にするので喫煙が健康に与える具体的な悪影響 腐るほど
煙草を吸おうとも思いませんが、一般の方は情報を得る機会が少ないので禁煙出来ない
一因になっていると思います。そこで、今回は喫煙について解説します。

一般の方にお見せいただいても良い内容にしていますので、御家族の方や知人の方に
見てもらっても構いません。
喫煙の害は や、 、或いは など多岐にわたりますが、各項目毎に解説肺 血管 腫瘍（癌）
します。また、何故煙草はやめられなくなるのか？という体（脳）のメカニズムについ
ても説明します。

解剖学的な話も煙草の害を理解する上では不可欠なので特に肺や気管支の解剖、構造、
呼吸の仕組みなどについてもわかりやすく解説します。
以下の順番で解説します。

①肺の解剖、呼吸の仕組みについて ②肺気腫（ＣＯＰＤ）
③肺癌 ④喉頭癌
⑤閉塞性動脈硬化症などの血管病変 ⑥副流煙（受動喫煙）の被害について
⑦ニコチン依存症のメカニズム ⑧禁煙治療について

上記写真は承諾を得て、ノバルティス ファーマ株式会 （ ）HP ニコチネル 禁煙の重要性TTS

より引用しています。 資料提供：呉羽内科医院・水上陽真先生

それでも煙草を吸いますか？下に非喫煙者と喫煙者の肺の解剖写真を供覧する

非喫煙６７才女性
７０才男性１０本/日
５０年間喫煙

７０才男性６０本/日
５５年間喫煙

ヘビースモーカーの肺は真っ黒で肺胞

という酸素を取り込む肺組織が破壊

される！

このように肺胞という組織が破壊される

病気が肺気腫。後で詳しく解説する。

肺の割面写真

スポンジの様に綺麗
肺胞組織の破壊 肺胞破壊され殆ど

正常組織無し

酸素を取り込めないので酸素吸入が

必要になる事がある。酸素ボンベを押して

歩く人を見る事があると思う。
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①肺の解剖、呼吸の仕組みについて
鼻で取り込まれた空気は湿り気を与えられ気管内へ送られる

右肺は上葉、中葉、下葉の３つに分かれる

左肺は上葉と下葉の２つに分かれる

気管は左気管支と右気管支に分かれる。気管から１９回枝分かれした最後の

末梢の気管支は呼吸細気管支と呼ばれる。

横隔膜（diaphragm）
枝分かれした気管支は更に次々と

枝分かれしていく

左気管支

右気管支

拡大
拡大

動脈 静脈

このように、気管支（呼吸細気管支）の

末端は風船玉のような丸い組織（肺胞）

となっている。肺胞周囲は動脈や静脈が

取り囲んでいる。

肺胞

この小さな肺胞が左右の肺で３～５億個

もある。肺胞の表面積は左右の肺全体で

テニスコート半面くらいの大きさになる

下に模型化した肺胞構造を示す

肺胞はまとまってブドウ

の房のようになっている
呼吸細気管支

細動脈

拡大

呼気として体外へ排出

二酸化炭素

酸素 赤血球

赤血球は肺胞内で酸素を

もらい体内から運んできた

二酸化炭素を肺胞内へ排出

肺胞が破壊されて起こる肺気腫については次ページで解説する

alveoli
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②肺気腫（ＣＯＰＤ：慢性閉塞性肺疾患）

肺気腫は現在は慢性閉塞性肺疾患の中の病気に含まれています。
慢性 閉塞性 肺 疾患

慢性閉塞性肺疾患（ ）にはその他 やC O P Dhronic bstructive ulmonary isease 慢性気管支炎
クロニツク オブストラクティブ プ ル モ ナ リ ディジーズ

などが含まれます。気管支喘息はこの病気には含まれません。びまん性細気管支炎

500現在この慢性閉塞性肺疾患の治療患者数は 程度とされていますが 実際には20万人 、
万人の患者がいる（通院していない人も含めて）と推定されています。

により していて、 となっています。COPD 毎年 万 千人程度が死亡 死因の第 位1 6 9
の原因の約 は喫煙だと言われています。COPD 90%

この の中の肺気腫について以下解説します。COPD
喫煙

喫煙
は体
を痛
め続
ける気管支

正常な肺胞の壁（肺胞壁）が喫煙

によって破壊され囊状に拡張する

正常肺胞

肺は苦しんでいる

肺胞は破壊されて嚢状に！

肺胞が破壊されてしまうので酸素

の取込が十分出来ない 酸素を取り入れる肺胞の数が減少

肺気腫の写真。肺胞が破壊

されて拡張している

オレンジ色部分が正常

平成22年度厚労省人口動態統計による。

男性は死因第7位
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②肺気腫（続き）

下に正常者の胸部 と肺気腫患者の を供覧します。CT CT

【肺気腫の症状】

労作による息切れ、呼吸困難肺気腫の初期には症状はありません。肺胞破壊が進むと
が出現します。狭心症などと違って胸痛は出現しません。

【肺気腫の診断】

肺活量測定で （ 秒の間にどれくらい息を吐き出せるか）が しますが、確定１秒率 低下1
診断にはなりません。また、胸部レントゲン検査でも初期段階では発見出来ません。
一番診断しやすいのは胸部 です。確定診断はこれらを総合的に判断して決めます。CT

、 。診察の時に 肺気腫の進行した患者さんでは聴診器を当てると しています呼吸音が減弱

【肺気腫の治療】

破壊された肺胞は絶対に 。従って、医療費ゼロの最良の治療は、肺気腫元に戻りません
が出現する前に 事です。症状出現した場合には以下の治療をします。煙草を止める

腹筋を使った呼吸方法（呼吸リハビリ）や薬を使用します。
薬は を使用します。選択的 が使用されますが（交感神経が気管支拡張剤 交感神経刺激剤
気管支を拡張させるため 、 使用されます。副交感神経をブロック） 副交感神経遮断剤も
すると、交感神経の効果が増強して気管支が拡張します。これらの薬にステロイドを含
有した吸入剤が使用される事もあります。

症状が進行すると酸素吸入が必要になります。

副交感神経遮断剤は膀胱の内尿道括約筋を収縮させるので

前立腺肥大などの人には禁忌です。

左は正常の胸部ＣＴ。黒い部分は

空気が入っている正常肺組織。

白く線状に写っているのは肺血管

正常者の胸部ＣＴ

肺気腫患者の胸部ＣＴ。多数の肺胞が破壊され

大きな袋のようになって黒く写っている。この

部分は酸素の取込が全く出来ない。

これは気管

正常者は１秒間に肺活量の７０％以上の息を吐き出せる

正確には努力性肺活量

酸素ボンベを引っ張って歩く事のないようにしよう！

酸素ボンベ

肺機能が著しく低下した場合、肺移植もあるが５年生存率は

５０～７０％と低い。肺気腫以外の肺の病気が殆どで、我が国で

肺移植を受けた人は２００９年までに約１３０名となっている。
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lung cancer③肺癌

煙草は肺癌のリスクを増大させます。一般的には の肺癌の喫煙者は非喫煙者の ～ 倍4 5
リスクがあると言われます。非喫煙者にも肺癌が発生します。これは、副流煙の影響を
受けない人にも発生します。 罹患率、死亡率は男が女より高く、女の 倍です。3~4
癌の死因の中で、肺がんは男で 位、女で 位です。1 2

肺癌の全体の （治療開始から 年間生存している割合）は と平均 年生存率 ％未満5 305
他癌と比べて低くなっています。当然癌の発見が遅ければ生存率は低下しますが、癌の
種類によっても発育速度の違いなどがあり、生存率に差が出ます。

肺癌は顕微鏡で見て幾つかに分類されますが、多い順に や な腺癌、扁平上皮癌 小細胞癌
どがあります。

。 。A)腺癌は肺癌の中で最も多く約 程度です 非喫煙者の肺癌が通常このタイプです50%
肺の末梢に出来るので（ ）発見しやすいタイプで転移しにくく比較的予後が良好肺野型
な部類です。女性に最も多く見られます。

は肺癌の約 を占めて腺癌の次に頻度の多い癌です。B)扁平上皮癌 30%
と言われます。喫煙と関係が深い

は肺癌の約 ～ を占め と言われています。C) 喫煙と最も関係する癌小細胞癌 10 15%
中枢の気道（気管）に発生しやすく 、 ため予後不良な部類に発育が早く 転移もしやすい
入ります。一般に発見された時点で手術不能例が多くなっています。
喫煙者の中には日本では喫煙率が減少しているのに肺癌が増加し続けているから喫煙と
肺癌は関係無いと言われる方がいますが、その主張は間違いです。下図を見て下さい。

肺組織は血流が多く肺癌は

血行転移しやすく予後が悪い

1995年

米国の煙草消費量と肺癌死亡率 米国では煙草消費量が減少し始めて

２０～３０年位してようやく肺癌死亡率

が低下してきた。

1965年

煙草消費量

煙草を２０～３０年吸い続けると肺癌

が発生しますよ！とも言える事になる

肺癌死亡率（男）

1995年

肺癌死亡率（女）

肺癌死亡率（男）

1965年

煙草消費量と肺癌死亡率は時間差をもって相関しているのが、良く理解出来よう。

肺癌イメージ図
（肺癌のレントゲン写真解説は

本誌399頁にも記載している）
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【我が国の煙草消費量と肺癌死亡率の関係】

%

4000億本

2000年

胃癌
大腸癌（女性では１位）

喫煙率の低いことも女性に肺癌が少ない

理由であるが、喫煙で肺癌になる割合が

男性より少ないのもその一つ。女性

ホルモンの影響などがあると推測される

が原因は特定できていない。

２０００

１９４５年

４０００億本

紙巻煙草販売本数

１９９５年頃がピーク

以後煙草販売本数減少

喫
煙
率

男性喫煙率は１９６６年の８４％をピークに

著明な減少。女性はほぼ横ばい。

昭和４０年 平成１９年

男性喫煙率

女性喫煙率
紙巻煙草販売本数

男性の肺癌は癌死亡率第１位で急増！

肺癌

胃癌
大腸癌

肺癌

胃癌

女性は癌死亡原因第２位で増加して

いるが、増加率は緩やか

左グラフは男だが、女も同様の傾向の

グラフとなっている

８ ５ 才 以

８０～８４

７５～７９

７０～７４

６５～６９

肺癌全体では急増しているが、年齢別に見ると８０才以上の高齢者の肺癌が急増している。

７４才以下の人の肺癌は１９９０年頃からは頭打ちから低下傾向へとなっている。

この年代の死亡率は１９９０年頃から

頭打ちから低下傾向となっている。

１９６６年から喫煙率が低下し始めて

２０～３０年であり、米国の喫煙率低下

と肺癌発病率低下のグラフと似ている。

我が国の喫煙率が低下し始めて２４年目が１９９０年
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肺癌も早期に発見出来ると思【毎年定期健診で胸部レントゲン写真を撮影しているから
→それは間違いです。以下その理由を説明します 】っていませんか？ 。

胸部 で鮮明に描写される数㎜の①胸部 の解像力に比べて胸部レントゲンは劣る（CT CT
。私が以前勤務していた健診センターではヘビー小さな腫瘤もレントゲンでは発見困難）

スモーカーの方には を積極的に薦めていたのでこのような経験は何度もあります。CT

死角がある②胸部レントゲンには

医師の読影これらの心臓や横隔膜に重なった部分の腫瘤陰影は、発見が遅れがちです。
場合には、腫瘤がある（見えている）にも関わらず てしまいます。能力が無い 見落とし

レントゲン写真で肺の見える部分は一般的に と言われています。80%程度

③側面写真（横から撮影したレントゲン写真）では鮮明に写っていても正面写真では見
えない事も良くある。定期健診は正面だけの撮影しかしません。

米国立がん研究所は、喫煙者が胸部 をすると、胸部レントゲンに比べて、CT で癌検診
すると報告しています （調査対象は米国 万 千人の 本日肺癌死亡率が 減少20% 。 5 3 20 /

年吸っていた人達。胸部レントゲンと のグループに分けて 年間追跡調査 。30 CT 3 ）

、 （ ）。病院で少し異なるかもしれませんが だと思います 検査だけなら保険は使えません自己負担額 万 千円程度1 2

心臓

左肺

右肺

心臓

腫瘍
人間ドックでは、胸部レントゲン写真を正面と

側面の2枚撮影する施設もある。

CTは放射線被曝量が問題になるが、上記健診は低線量CTといって、少し放射線量を低くした健診。
肺癌発生リスクの高く

なる年齢からすれば良い

この部分にも肺があるが心臓に重なって

腫瘤があっても発見出来にくい事がある

ここにも肺があるが横隔膜で見えにくい横隔膜

diaphragm

心臓や横隔膜が邪魔をして肺に腫瘤などの

病変があっても見えにくい(見えない)所がある

心臓の後ろ側なので発見しにくい。

レントゲン写真はモノクロの濃淡で判読

する！

Ｘ線の進入方向

腫瘤

前

胸椎
胸部大動脈

側面写真では腫瘤が確認出来る

ヘビースモーカーは胸部ＣＴを受けた方が良い。具体的には２０本、２０年（２０×２０＝４００）

を超えた人。喫煙本数×喫煙年数（ブリンクマン指数）が４００を超えたら肺癌リスクが高まる！
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胸部Ｘ線と胸部ＣＴの腫瘤発見の差はどの程度なのだろうか？

この点が以前から疑問だったので、医事新報質疑応答に私が質問した。医事新報2012年5月12日号
（No 4594）に記載されているので興味ある方は読んでいただきたいが、そのサマリーを以下に紹介
する。尚、質問者は「宮崎県 O」となっている。余談だが、この質疑応答には実にくだらない？質問をしてくる
先生がいるのが面白い。そんな事自分で（ネットなどで）調べなさいよ！というのもある。

腫瘤病変の大きさだけで無く、石灰化などX線吸収値の高い場合

ＣＴ、胸部Ｘ線でも１ｍｍ程度まで描出可能

回答者は国立がん研究センター

検診研究センター長の森山先生

現在汎用されているＣＴの解像度は０.３～０.３５mm程度。

筋肉などの軟部組織に近いＸ線吸収値の場合

ＣＴでは１ｍｍ程度が描出可能

しかし、胸部Ｘ線は投影像であり、血管影などとの重なりが

多く、５ｍｍ大の腫瘤は発見が困難。臨床では少なくとも

１０ｍｍ程度の大きさが必要となる。

胸部Ｘ線は５～１０ｍｍ程度が描出可能

肺癌の中で、病変内に含気が存在する場合はＸ線透過性が

高いため（癌細胞が肺胞壁に沿って広がる場合）、３センチ

を超える癌でも胸部Ｘ線での発見は困難。

このスリガラス様陰影はＣＴで

のみ発見可能で３ｍｍ程度から

描出できる。

森山先生の最後の回答の中には以下のように記載してある。

肺癌に対するＣＴと胸部単純写真の比較では、ＣＴで検出できる肺癌のうち胸部単純写真で検出

出来るものは１/４程度である。
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laryngeal cancer④喉頭癌

喉頭癌も喫煙と関係が深く です。また、咽頭癌も喫煙と深喉頭癌の 程度は喫煙者95%
。 。い関係があります があると言われます喫煙者は非喫煙者の約 倍の喉頭癌のリスク17

下に喉頭と咽頭の図解を示します。

胃カメラの検査の時にもこの喉頭付近を観察するので喉頭癌の発見にも胃透視では無く
胃カメラが有利な点です。胃透視では声帯は見えません。

喉頭癌は圧倒的に があります。男性に多く女性の約 倍の発生率10
癌の死亡率は 年で男性約 人、女性 人です。2005 1000 84

癌の中では比較的予後が良く喉頭癌全体の 年生存率は約 となっています。10 75%

⑤閉塞性動脈硬化症などの血管病変

喫煙は、動脈硬化の大きな原因 血管内皮障害の一つです。これは喫煙による活性酸素が
を引き起こす事が大きな原因です。また、血小板凝集能の亢進、フィブリノーゲン増加
が起こり なります。 になります。閉塞性動脈血栓が出来やすく 心筋梗塞や脳梗塞の原因

閉塞性血栓血管炎＝バージャー病硬化症は主に下肢の血管が閉塞する事によって起こります。
（ビュルガー病）も喫煙が大きな原因です。現在バージャー病は難病指定疾患。全国に約 人の患者がいます。8000

鼻
び

腔
く う

舌

気管
右肺

癌

鼻や口から続く食道までの部分が咽頭。

場所によって上、中、下咽頭と３つの名称が付けられている

epipharynx

oropharynx

hypopharynx

nasal cavity

カラオケの歌いすぎ？等で出来る声帯ポリープは良性です。喉頭癌もポリープも

声がれ(嗄声）が主訴になる事が多いので、嗄声があれば耳鼻科を受診する事！

喉頭癌の60～70%は声帯に発生する声帯癌。病期（ステージ）によって放射線
レーザー、外科的切除などが行われる。

声帯に出来た喉頭癌(声帯癌、声門癌）

laryngeal cancer

larynxvocal cords
声帯 声帯を中心とする空気の通り道が喉頭

上咽頭

下咽頭

中咽頭

hoarseness
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⑥副流煙（受動喫煙）の被害について

煙草から発生する化学物質は 種類と言われていますが、 と言4000 発癌物質は 種類200
われています。発癌物質は殆どの場合、副流煙の濃度が高くなっていて主流煙の数十倍
に達するものもあり、 注意が必要です。喫煙者は周囲の人に健康被害をかけない

上記の他にも沢山の発癌物質があります。また、発癌物質では無いですがニコチンは
主流煙に ですが、副流煙には約 倍の が含まれています。0.46ng 3 1.27ng
タールは主流煙 、副流煙 また一酸化炭素は主流煙 副流煙 です。10.2 34.5 31.4 148

また、主流煙の が と弱酸性なのに対し、 がPH 6 副流煙はアルカリ性のため粘膜刺激性
強く、これが 、流涎、或いは咳などを引き起こす原因となります。周囲の人の眼の痛み

また、 しやす煙草の煙の一酸化炭素は酸素より 倍近く赤血球のヘモグロビンと結合200
、 、 （ ）いため 喫煙者は言わば慢性酸素欠乏症のようになり 赤血球が増加している 多血症

。 、人がいます このような喫煙による赤血球増加を と呼び2次性 続発性 赤血球増加症（ ）
。 、 、血栓が出来やすい原因になります つまり 喫煙によって動脈硬化が起こりやすくなり

脳梗塞や心筋梗塞狭い血管を流れる赤血球の数も増加して血栓が出来やすくなるので、
という事になります。を起こしやすい環境に自ら追い込んでいる

煙草に含まれる発癌物質の主流煙と副流煙の濃度 ng/本は煙草1本あたりの濃度です。

ng=ナノグラムは10億分の1グラムです。

主流煙濃度ng/本 副流煙濃度ng/本

ベンゾ（a)ピレン 20～40 68～136

ジメチルニトロサミン 5.7～43 680～823

２－ナフチルアミン 1.7 67

N-ニトロソノルニコチン 100～550 500～2750

副流煙は発癌物質だけで無く、周囲の気管支喘息患者などにも悪影響を及ぼす。

周囲の気管支喘息患者の症状を悪化させるニコチンには気管支収縮作用がある

父親や母親が喫煙する子供達（3才以上）の喘息様気管支炎の割合は3～5%となっています。

夫が喫煙者である場合、妻の肺癌死亡率は約1.4～2倍になると言われています。
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⑦ニコチン依存症のメカニズム

ニコチンは通常の刺激物質であるアセチルコリンの代わりに受容体に結合して最終的に
は脳の ドパミンという物質を放出させます。これが喜び、覚醒などの効果を側坐核から

そくざかく

もたらします。 です。側坐核への刺激部位はコカインなどの覚醒剤の刺激部位と同じ！

このニコチンの代謝産物がコチニンで、殆とが尿中に排泄されます。
ちなみに、ニコチンという名前は 年にタバコの種をポルトガルからパリに持ち帰1550
ったフランス人ジャン・ （ ）に由来します。ニコ Jean Nicot

⑧禁煙治療について

禁煙治療は煙草への心理的依存と薬物中毒としてのニコチン中毒を絶つという つの点2
ニコチンパッチから考える必要があります。このうちニコチン中毒を絶つ方法としては

や を使用して、 する方法があります。ニコチンガム ニコチンを次第に減量
最近は薬物（ ＝ ）を使った治療方法もありますが、最近バレニクリン 商品名チャンピックス
副作用報告もありましたので後で解説します。

刺激

喜び、快の感覚

高揚感、覚醒を得る

刺激ドパミン

刺激 刺激

今さら禁煙しても効果が無いと思っていませんか？遅すぎると思っていませんか？

禁煙を始めるのが早いほど効果はありますが、40才くらいから禁煙してもそれなりの効果はありますよ！
次頁で詳しく解説します。

dopamine

nucleus accumbens

nicotine

varenicline

禁煙は今
からでも

遅くない
ですよ！

脳(大脳辺縁系）にドパミンが放出されるが
この回路をドパミン報酬系(幸福）回路と呼ぶ

ニコチンの血中半減期は３０分と短い。従って、３０分くらいで刺激が無くなる頃には再びニコチンを

補給して脳を刺激し続けなければならなくなる。これがニコチン依存症の本体。ニコチン中毒でもある。

喫煙後３時間で血中濃度は約１.５％に激減する。

前
ぜん

脳
のう

側坐核
そくざかく

中脳の腹側被
ひ

蓋
がい

核
かく

前
ぜん

野
や

ニコチンが受容体に結合

receptor

ニコチン

ニコチン

コカ
イン
など
の覚
醒剤
の

刺激
部位
と同
じ場
所！
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⑧禁煙治療について（続き）

具体的な禁煙治療について（ニコチンパッチの場合）

その他のニコチン減量→ニコチン中止作戦には を使った方法もあります。ニコチンガム
気軽にニコチンを噛めるという事にもなりますが、逆にこのガムを嚼みすぎてニコチン
中毒になる人もいるようで注意が必要です。また、子供が嚼む危険もあるので、保管に
は注意が必要です。ニコチンパッチとニコチンガムは一般薬局でも購入可能です。
薬局で購入するニコチンパッチはニコチン含有量が少なくなっています。

薬物を使った治療方法（ ＝商品名 ）バレクリン チャンピックス

です。ただ副作用ニコチン受容体と結合する事によってニコチンが作用できなくなる薬
処方する場合として、車の運転中に 名が意識消失発作を起こした事例が報告されて、2

ように指示が出ています。厚労省指示により医薬品の使用注意改訂車の運転をさせない
が 年 月に行われました。現在、 されています。禁煙2011 7 日本で年間約 万人に使用40
外来などで処方してもらいます。一般薬局では購入できません。

肺癌学会 特別講演資料による→2007

４週間 2週間2週間

今から禁煙しても遅くないですよ！という解説を下に示します

ニコチンを含有したパッチを皮膚に１日１回貼る

最初の４週間はニコチン含有量の多いパッチ

次の２週間はそれより含有量の少ないパッチ

最後の２週間はさらに含有量の少ないパッチ貼付

４週、２週、２週の合計８週間（２ヶ月）で上手く

ニコチンから離脱出来れば禁煙成功！
一度試してみませんか？

禁煙開始年齢

５０、６０歳代で肺癌になるリスク

４０才台で禁煙しても遅くない！
縦
軸
は
肺
癌
死
亡
率
比



- 138 -

⑧禁煙治療（続き）
現在禁煙治療は保険適用されています。例えばニコチンパッチを使用する場合には以下
のような試算費用となります。

⑨喫煙関係の報道で少し注意すべき点について

今後、皆さんがマスメディアで煙草或いはニコチンについての医学研究報告を見る事が
あるかもしれません。その時に少し注意しておいてもらいたい点を以下に記載します。

という財団があります。 年に発足しています。財団法人喫煙科学研究財団 1986

この財団は各大学病院や研究施設に煙草或いはニコチンに関する研究を支援するために
を出しています。その研究が毎年 件程度あり、1 200つの研究に付き 万円の助成金 170

総額で 億 千万円くらいになると思います。しかし、この財団は 社のみの寄付で3 5 JT1
成立しており、 が 億円の寄付をしています。煙草関係の研究費をもらって煙草やJT 4
ニコチンの害を積極的に発表できるかどうか疑問ですが、現状はよく知っておいてもら
いたいと思います。

世界医師会は｢医学研究機関や個々の医療研究者はタバコ産業からのいかなる1997 年、
世界会議でも同様の議論がなさ資金提供も受けてはいけない｣と勧告しており、WHO

れています。

つい先日も某大学がニコチンは神経細胞の再生、増加に効果があると発表して、アルツ
ハイマー病と関連してマスメディアも取り上げていました。アルツハイマー病は喫煙者
に多いとの報告もあります。喫煙そのもののリスクとアルツハイマー予防？と比べれば
どちらが良いのかは明らかでしょう。ちなみに、この大学も研究費をもらっています。
癌の研究助成金が 件あたり ～ 万ですから、如何に喫煙研究助成金が高額かが1 100 150

（余談ですが、私も大学病院勤務時代に｢心臓関係の研究｣のために、研究予算を国に提出わかると思います。
した時にあっさり断られました。私の場合には研究予定内容が貧弱だった事は明らかですが：笑）

平成24年3月現在

チャンピックスには0.5mgと1.0mgの２種類
あるがそれぞれ薬133円、237円。２００８年
ファイザー製薬から販売。ジェネリック無し

平成24年3月現在平成24年3月現在

次回は、腰痛や関節痛などの仕組みを解剖イラストなど使ってわかりやすく解説します。乞う御期待！

バレニクリン（商品名チャンピックス）の治療は

３ヶ月間（１日２回薬を内服）した場合、６万円

程度（３割自己負担で約２万円）
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その他の肺の病気：①肺血栓塞栓症 Pulmonary thromboembolism（PTE）

下肢、骨盤腔などからの深部静脈血栓から遊離

した、血栓が肺動脈を閉塞→急性、慢性の肺

循環障害を生じた状態を指す

遊離血栓

肺動脈

右室

左右の

肺動脈

長期臥床、加齢、骨折、外傷、術後、先天的

後天的血栓性素因（アンチトロンビン欠損症

など）、エコノミー症候群、

術後、或いは長期臥床後の開始時、排尿排便などの動作で

発症する事も多い

発生頻度

約4100人（2004）

好発年齢

40才以降の中高年、60～70才代がピーク。我が国では
女性に多く、男性の約3倍。平均年齢62才。

臨床所見

急性広範に起こると、突然の呼吸困難、胸痛、

多呼吸、頻脈、ショック。

軽度だと、無症状の事もある。血痰は肺梗塞を疑う。

慢性肺血栓塞栓では、器質化血栓→肺血管床の減少

→肺高血圧、右室拡大、拡張、右心不全を来す。

検査所見

マルチスライス造影ヘリカルCTが診断を確定する
一般の病院では症状から肺血栓塞栓を疑えば

胸写、心電図、血液ガス分析等をまず行なう事に

なる。（ヘリカルCTがあれば同時に下肢深部静脈血栓も確認）

【胸写】

心拡大、肺門部肺動脈陰影の拡大、末梢肺野血管

陰影の減少、血管陰影減少による透過性亢進

（Westermark sign）。但し、胸写異常の無い事も
多い。→肺梗塞を生じると、胸膜側に基底部を持ち

胸水を伴うくさび状（円錐状）陰影→Hampton hump

検査所見

【心電図】

急性右心負荷所見（肺性心）を示すいわゆる

S1Q3T3パターンは少ない。V1~V3の陰性T、
一過性右脚ブロックの見られる事も多い。

deepS1 ST↓inⅡ Q＆negativeT
in Ⅲ

【心エコー】

循環器内科医であれば心エコーがあるので

エコーをする。右室拡張、右室壁運動の低下

中隔平坦化、左方偏移などを認める。ドプラー

があれば三尖弁収縮期圧較差から肺高血圧を

診断できることもある。

【動脈血ガス分析】

PaO2低下。呼吸性アルカローシスを伴う事も多く
PaCO2も低下している事が多い。多呼吸状態で来院
する事も多いので、過呼吸症候群との鑑別にも一般

医ではガス分析をした方が良かろう。

予後

米国統計では急性肺血栓塞栓症の10%が発症１時間以内に死亡。診断確定例の死亡率→2～8%
診断が付かず適切な治療が出来なかった場合の死亡率→約30%となっている。

鑑別診断

急性心筋梗塞、胸部大動脈瘤、などが急性の場合には最も鑑別を必要とする。心電図、胸写、心エコー

血液データ等を参考に速やかに診断を下す必要がある。急性肺塞栓ではLDH，ビリルビン上昇などを
認める事もある。

治療

抗凝固療法、下大静脈フィルター留置後の血栓溶解療法、心カテ或いは外科的処置による血栓除去。

ヘパリン5000単位緩徐静注→１万～2万単位/日ヘパリン点滴静注。ワルファリン（最低6ヶ月）

（APTT2倍前後となるように調節；7日間投与）

ワルファリンはへパリン投与24時間後から併用する。
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結核はマイコバクテリウム（Mycobacterium）属のヒト型結核菌（M.tuberclosis）によって発生する。
結核菌群にはその他、ウシ型菌（M.bovis）やM.africanumがあるが我が国では第２次大戦後この2者
の報告は無い。1882年にコッホが発見した。

結核菌は芽胞を持たないが（無芽胞菌）、脂質に富む強固な細胞壁を有するため、

無芽胞菌の中では最も抵抗性が強い細菌である。特に乾燥に強く、冷暗所の培地上の

コロニーは半年以上感染力を保つ。喀痰と共に乾燥した結核菌も同様に長期間生存する

結核菌

1μm
温度抵抗性も強く、60℃で30分、70℃で5分、100℃でも1～2分耐える事が出来る。
牛乳内では更に強くなり60℃で１時間、65℃で15分抵抗性を示す。従って牛乳の低温
殺菌は63～65℃で30分行なわれる。喀痰内では更に抵抗性が増加して100℃でも5分以上
耐える事が出来る。消毒剤に対しても強く抵抗し、5%クレゾール、純アルコールに5分
耐える。喀痰に存在する場合には更に長く耐える→従って消毒は煮沸やオートクレーブ

によるのが効果的。日光（紫外線）には弱く、直射日光では20～30分で死滅する。

太陽は苦手！

牛乳の低温殺菌は63～65℃30分行なわれる

あの細菌学者パスツールが提案したのでこの殺菌方法をpasteurization（パスツリゼーション）
或いはパスチャライズドと呼ばれる。この方法の殺菌の方が高温殺菌牛乳より旨い？

発育条件 結核菌は好気性菌。発育に好適なO2濃度は20%、CO2濃度は5%である。至適発育温度は
37～38℃、至適PHは6.8~7.0である（培養時）。炭素源としてグリセリンを利用。

感染経過 結核菌はサルモネラ（チフス菌など）やレジオネラと同様に通気性細胞内寄生菌である。

即ち、食細胞に貪食されても細胞の持つ殺菌作用に対して抵抗して増殖可能である。

このような細菌に対する感染防御免疫は細胞性免疫が担う事になる。

初期感染 感染は殆どの場合結核患者の咳などで飛散する飛沫核に含まれる結核菌を吸い込む事

で起こる。経皮的、経消化管経由の感染もあるが希。吸入された結核菌→肺胞に到達

→主にマクロファージによって貪食→結核菌は食細胞の中で増殖→周囲細胞にも感染。

→一部の菌はリンパの流れに沿って所属肺門リンパ節へ到達→増殖。この肺胞、肺門

リンパ節（所属リンパ節）における変化が初期変化群と呼ばれる。

結核の発病 上記経過中に一部の結核菌はマクロファージによって処理→抗原として提示される→

T細胞（Th1細胞）が活性化されて感染防御免疫が完成する。多くの場合（約90%）、
この段階で菌の増殖は抑制されて発病には至らない。

しかし、細胞性免疫成立が不十分→病巣拡大、進展。管内性に広がると慢性肺結核と

なるが、この経過をとるのが最も多い。リンパ、血行性に広がると→腸、骨、腎、髄膜

など種々の臓器に病巣を作る。細胞性免疫が特に低下している場合（HIV感染等）には
全身諸臓器に結核菌が散布され粟粒結核となる。初感染～発病までの期間は6～24ヶ月
が多い。【潜伏感染】感染を受けても多くの場合発病しない。しかし、結核菌が長期

にわたって体内に生存して10～数10年後に発病する事がある。現在の我が国の結核患者
の過半数はこういった過程をとる60才以上の高齢者である。
高齢者結核発病は老化、糖尿病、腎機能低下などに伴う細胞性免疫低下が考えられる。

その他の肺の病気：②肺結核 （肺結核の症状などは本誌397頁でも解説している）
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【肺結核；続き】

結核の免疫機序とアレルギー反応（ツベルクリン）

前述のように結核に対する感染防御免疫は細胞性免疫である→しかし､結核菌はマクロファージの持つ

抗菌作用に打ち勝って細胞内で増殖可能→一部の結核菌は消化を受け抗原として提示される。

マクロファージ

結核菌 結核菌を貪食した

マクロファージ
抗原提示 Ｔｈ１細胞

活性化

活性化された

Ｔｈ１細胞

活性化されたＴｈ１細胞は

抗原と再度出会うとマクロファージを活性化する！

強力になった

マクロファージ
結核菌

強力になったマクロファージ

によって感染防御免疫完成！

遅延型アレルギー（ツベルクリン反応）

ツベルクリン反応は結核菌の蛋白成分に対して起こる遅延型アレルギー反応である｡

皮内に摂取されたツベルクリン抗原

結核菌に感作されたTh1細胞

この２者の反応でサイトカイン

が産生される。

注射部位にマクロファージを主体とした細胞

を集積させる｡これが発赤､硬結となる。48時間
がピークとなるのでその時に判定する｡

ツベルクリン反応は結核菌の感染､ＢＣＧ接種後4～6週間後に陽性となる。

しかし！ツ反が陽性であっても必ずしも結核に対する感染防御免疫が出来ていると言えない！

残念だが､現在の所は感染防御免疫の程度を簡単に判断出来ない。現在ESAT,CFP10等の蛋白を用いて、T

リンパ球が刺激されて放出されるインターフェロン量を定量的に測定するクォンティフェロン検査も行なわれるが､検査

ツベルクリンについて ツベルクリンは結核菌の培養濾液中に分泌される蛋白を主成分とする。

当初はコッホが治療目的で作ったが無効であった！残念！

コッホ
ツベルクリン

現在は平成17年の法改正により生後6ヶ月までにツ反無しでＢＣＧ
接種を行なう事となっている｡

費用が高い等の点で普及は遅れている→潜在性結核、活動性結核の補助診断として用いられる｡

ＢＣＧの効果は？ 乳幼児の粟粒結核や髄膜炎に対する予防効果は70～80％とされる｡
肺結核などに対しては50％程度もしくはそれ以下の効果だと言われる

ＢＣＧ

痂皮形成、化膿

する事もある

9本の管針で2カ所

刺すので18ヶの針跡

となる。

既に結核感染がある場合にはコッホ現象が見られて硬結､化膿

がひどい事もあるので精査する｡

コッホ現象；結核菌未感染だと殆ど皮下に異常を認めないが､既感染者では数日以内に

局所に硬結､潰瘍が見られる現象｡細胞免疫による結核菌排除現象である｡
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平成 年 月【わかりやすい腰痛や関節痛の話 】 23 9

今回は腰痛、或いは五十肩、膝の痛みなど関節にまつわる話をします。
、 。私は整形外科専門医ではありませんが 基本的な病気の話などわかりやすく説明します

例によって、解剖学的な基礎知識があった方がわかりやすいのでイラストなどを使って
基本的な体の仕組みも解説します。

①腰痛について（背骨の基本的な解剖など）
②五十肩などの肩関節の痛み
③膝の痛み（変形性膝関節症など）
④股関節付近の病気（変形性股関節症など）
⑤肘（テニス肘 、足首（アキレス腱断裂など））
⑥頚部痛（むち打ち症など）

①腰痛について（背骨の基本的な解剖など）

（実際に動物の話を聞いてないので本当はわかりませんが）動物には腰痛が無いと言われていますが
腰痛は、人間が 足歩行をする事になった事と関係しています。2

人間が２足歩行するようになって背骨への負担が大きくなった

朝起きたら、ギックリ腰で歩けなく

なったという方もいらっしゃるでしょう

４つ足の場合には体重が分散する。背骨の湾曲も少ない。
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①腰痛について（背骨の基本的な解剖など）続き

背骨は正常な人では以下の していて、体重を支えています。4ヵ所で湾曲

背骨がこのように て、 され、背骨湾曲する事で背骨の強度が増し 歩行の際の衝撃が吸収
（椎骨）の骨折を防いでいます。ちなみに妊娠中の胎児の背骨は湾曲は単一です。

ついこつ

前側

①

後側

②

③

④

椎間板

椎
つ い

骨
こ つ

椎骨

背骨の後ろ側の脊柱管の中を脊髄が通っていて神経の伝達を行う

左右にこのような脊髄神経の枝が椎骨の間から出る

椎骨と椎骨の間の座布団のような物が椎間板（椎間円板）でクッションの役目をしている

intervertebral disk

vertebrae

椎間板が飛び出して脊髄神経を刺激すると腰痛、足のしびれ等の原因

となる。これが椎間板ヘルニア。後で詳しく解説する。

herniation of intervertebral disk

①頸椎は７個。前方に湾曲。第１、第２頸椎は他の脊椎骨と形が異なる

②胸椎は１２個。下方へ行くにつれて胸椎骨は大きくなる

この出っ張り部分は棘突起。背中で触れる部分

③腰椎は５個。前方へ湾曲

脊椎は頸椎から尾骨まで７＋１２＋５＋１＋１＝２６個の骨で構成される

cervical vertebrae

thoracic vertebrae

lumbar vertebra

sacrum bone sacral vertebra

coccyx

④仙骨は１個あり後方に湾曲している。仙骨は５つの仙椎から成り立つが癒合していて

仙骨という１つの骨として扱う。仙骨は可動性は無い。

尾骨は1個
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①腰痛について（背骨の基本的な解剖など）続き
疾患です。【腰椎ヘルニアについて】 20 40～ 歳の発症が一番多い

椎体と椎体の間には椎間板が存在しています。椎体というのは、脊椎（背骨）の前方に
。 、 。ある丸い骨の事です この椎体の間にあるのが椎間板で 椎間板には血管がありません

、 。椎間板は中央のゼラチン状の と 周囲のコラーゲン豊富な で作られています髄核 線維輪

【腰椎ヘルニアの症状】
腰椎から出る脊椎神経は下肢へ伸びているので、腰痛、下肢への放散痛、しびれなどが
起こる事がある。また、運動障害の起こる事もある。

椎体

Ｌ５

Ｌ4

Ｌ4

Ｌ5

脊髄神経

椎間板の髄核

椎間板の線維輪

椎間板

椎間板にかかる圧力は立位を１００％とすると、前屈姿勢

で、１５０％、前屈で物を持ち上げる時には２２０％もの

圧力になると言われる。

椎間板ヘルニアで最も多いのが４番目と５番目の腰椎間。

次に多いのが第５腰椎と仙骨の間。

椎間板の中の髄核が飛び出して

脊髄神経を圧迫する

脊髄神経が圧迫されて腰痛や

下肢の皮膚のしびれなどの知覚

異常や運動障害が起こる。

脊髄神経

第２～４腰椎神経は大腿神経

となって下肢へ下行していく

大
腿
神
経

坐
骨
神
経

仙
骨

第４、５腰椎神経と第１～３仙椎神経

は坐骨神経となって下肢の裏側を下行

第５腰椎と仙骨の間で起こった椎間板

ヘルニアでは坐骨神経を圧迫して

坐骨神経痛が起こる事がある。

背中側から見た図

坐骨神経

椎間板

仙骨

脊椎の後から神経が出る

腸骨（骨盤）の一番上を

結んだ線上に第４腰椎

（Ｌ４）がある。腸骨

ヤコビー線

腰椎はＬumbar（腰の）という意味でＬと略す。
腰椎の５番目はＬ５という事になる。

ルンバール

腰椎穿刺をルンバールと呼ぶ
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【腰椎ヘルニアの症状】続き
下肢の神経を圧迫する事で が起こる事もあります。運動障害

【ぎっくり腰と腰椎ヘルニア】

椎間ぎっくり腰（急性腰痛）の原因の一つとして腰椎ヘルニアがありますが、最近では
（捻挫など）というのが一般的です。関節の異常

が確定診断になります。【腰椎ヘルニアの診断】 MRI

【腰椎ヘルニアの治療】
腰椎ヘルニアは自然に退縮する 例も多く、保存的（安静）治療ですむ場合（小さくなる）

45 75%もあります。ヘルニアのタイプにもよりますが、自然退縮するのは数ヶ月で ～
（腰椎椎間板ヘルニア診療ガイドライン；南江堂 ～ 頁 。手術が必要になる事もあります。としています 16 17 ）

経内視鏡的切除（ レーザー治療以前は背部切開しての手術でしたが、最近は 、PELD）
も行われています（ 。それぞれの治療方法に長所、単所（ ）PLDD レーザーは保険適応無し）

があり、また完治しない事もあるので事前に良く医師と相談する必要があります。

椎
つい

骨
こつ

腰椎ヘルニアで第（４）、５腰椎神経などが障害されると長趾伸筋や前脛骨筋が

障害されて足の背屈が出来なくなる事もある。

足の背屈が出来ない

前
脛
骨
筋

長
趾
伸
筋

椎間関節

椎間関節の捻挫や椎間関節内に滑膜が入り込んでギックリ腰の原因になる

棘突起

正常椎間板

側面から見たＭＲ

脊髄神経

椎骨
棘突起

突出した椎間板で（ヘルニア）

脊髄が圧迫されている
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①腰痛について（背骨の基本的な解剖など）続き
腰痛を起こす疾患はヘルニアが代表的ですが、その他筋肉の痛みでも起こります。
また、その他腰痛を起こす疾患が幾つかありますのでそれを説明します。
腰椎がずれて起こる 、 若い人にはまだ無縁？の 、 高齢者にa b c) ) )腰椎すべり症 骨粗鬆症
多い について以下解説します。脊柱管狭窄症

腰椎すべり症、腰椎分離症a)
腰椎が前方にずれるために、脊髄神経が圧迫されて や下肢の 、 などが起腰痛 しびれ 痛み
こります。

骨粗鬆症b)
若い人にはまだ先の話ですが、骨粗鬆症は閉経後の女性は注意が必要で、カルシウムを

（ 。日頃から摂取する必要があります 必要カルシウム摂取量 ㎎ 日。牛乳 本分600 / 3 ）

（ ） 、 （ ） （ ）女性ホルモン は 骨芽細胞 骨を作る細胞 と破骨細胞 骨を壊すエストロゲン
のバランスを取る働きをしています。また、骨からカルシウムが溶け出す（骨吸収）事
を抑制しています。また、 しかないので、閉経後に骨粗鬆症に男性の 程度の骨量70%
なりやすいのです。 代女性の 、 代女性の に骨粗鬆症を認めると言われて60 50% 70 70%

（日本医師会ＨＰ 。います。男性の場合では 歳代で 程度と言われています70 40% ）

腰椎の突起（椎間関節突起）が骨折して分離すると

腰椎分離。遺伝的な場合とスポーツなどによる疲労

骨折が原因となる。

Ｌ４（第４腰椎）が前方へ滑ってＬ５との間に

ズレが発生しているのが分かる
Ｌ３

第3腰椎

Ｌ４

Ｌ５
骨折、分離

Ｌ4

右レントゲン写真は腰椎分離して、しかも前方へ滑っている。

これを腰堆分離すべり症と呼ぶ。
Ｌ５

腰椎すべり症、分離症に対してはコルセット装着或いは麻酔薬注入による

ブロックなどの保存療法を試みるが、症状が続けば椎間固定などの手術をする

治療

osteoporosis

正常な椎骨断面

骨粗鬆症の脊椎

骨粗鬆症。スカスカ

レントゲン写真
osteoblast osteoclast

脊椎の圧迫骨折や大腿頚部骨折は寝たきりの原因となる。特に女性はカルシウム摂取、運度を！
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①腰痛について（背骨の基本的な解剖など）続き
脊柱管狭窄症c)
脊髄神経が骨の変化や靱帯の変化（主に年齢による）で圧迫されるために起こります。

このほか、腰痛の原因となる疾患には背骨が変形する事によって脊髄神経を圧迫するた
めに起こる 等もあります。変形性脊椎症

②五十肩（肩関節周囲炎）などの肩関節の痛み
肩関節については頻度の多い 或いは と言われる について解説五十肩 四十肩 肩関節周囲炎
します。この五十肩は私も、 年前くらいに罹患しました。最初は肩の疼痛から始まっ4
て、肩の運動制限が半年位続きました。一般的に数ヶ月～半年位で軽快するようです。

【五十肩の治療】
反対側の健常最初の疼痛の強い時には安静、その後リハビリをしますが、私の経験では

のが一番良かったような気がします。寝返りを打ってもな手で、痛みの強い肩を動かす
痛みが強かったり、頭の上にさえ肩が上がらなかったりと大変でした。

湿布、鎮痛剤内服などの他、肩関節に直接 やステロイドの注射を打ヒアルロン酸の注射
つ事もあります。私も打ってもらいましたが、あまり効果は無かったようです。ヒアル

、 、 。ロン酸の内服は以前も記載しましたが 関節内には浸透しませんので 効果は無いです

この部分を脊髄神経が通る。背骨の年齢による変化や靱帯の変化などで

この通り道が狭くなると脊髄神経が圧迫される。

腰痛、歩くとしびれや痛みで歩けなくなる間欠性跛行が見られる。

この症状は屈曲位やしゃがむなど姿勢を変える事で改善する。

frozen shoulder

五十肩は上腕骨と肩甲骨の間の肩関節の炎症で起こる

上腕骨頭

一般的には６ヶ月程度で自然に改善する

私も医学書記載通りに半年で良くなった。

この部分の腱や滑膜の炎症が起こり癒着して肩の関節運動制限が起こるが、通常は

痛みで初発する（私も肩痛から始まり当初運動制限は無かった）。

deltoid muscle
supraspinatus muscle

biceps brachii muscle

三角筋
synovial layer
棘上筋

scapula
滑膜

humerus
上腕二頭筋

肩甲骨

上腕骨

背中上部で触れる

大きな骨

県立宮崎病院研修医１年目の頃にバレーボールを一緒にしていた整形外科の永吉先生に（現在開業されている）、診察していただいた。

リハビリに来なさいと言われたが、｢先生、申し訳ありませんでした！通院は面倒なのでしませんでした｣。

spinal canal stenosis
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③膝の痛み（変形性膝関節症など）

【青少年期のスポーツ選手に見られる膝の痛み】

膝の皿と呼ぶ所

大腿骨 大腿骨

脛骨 脛骨

通常、膝蓋骨は１つの骨（骨化核）から成長するが、時に２～３個の骨が癒合して

膝蓋骨になる事がある。この過程で激しいスポーツなどを１０歳台頃に行うと癒合が

妨げられて痛みの出る事がある。これが有痛性分裂膝蓋骨。

通常は安静、テーピングなどの保存的治療を行うが、症状が強い場合など

分離した膝蓋骨を除去する手術を行う事もある。

治療

有痛性分裂膝蓋骨

大腿骨

膝蓋骨

脛骨 腓骨

大腿骨

脛骨

膝蓋骨

大腿四頭筋

関節軟骨
変形膝関節症は年齢と共にこの関節軟骨の

摩耗、変性などを原因として起こる事が多い

肥満は膝に負担がかかる。
半月板

半月板損傷などで名前を聞くこの半月板は椎間板と同じ線維軟骨で構成

される。椎間板と同様にクッションの役目を果たしている。

有痛性分裂膝蓋骨
膝蓋骨の分離（分裂）

これを骨折と誤診される事も！

人工関節の手術が

必要になる事もある

正常膝関節；関節間隙が

均等にある

変形性膝関節症の関節写真

関節間隙が消失して殆ど

癒着している。
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④股関節付近の病気

⑤肘（テニス肘 、足首（アキレス腱断裂など））
テニス肘について
テニス肘と俗に呼ばれる病名は上腕骨の炎症が原因です。上腕骨外上顆炎などと呼ば

じようわんこつがいじようかえん

れます。

大腿骨頭の軟骨の変性などで関節の破壊、癒着などで運動制限が

起こるのが変形性股関節症。症状によって手術で寛骨臼を広げる。

人工股関節が必要になる場合もある。

変形性股関節症；隙間が小さくなっている

ここは白くなっている。骨硬化と呼ばれる骨の変性

正常股関節；大腿骨頭と寛骨臼の間の股関節裂隙に

隙間が均等に存在する。

股関節は骨盤の寛骨臼と大腿骨頭から形成される

寛骨臼

大腿骨

大腿骨頭

上腕骨 肘関節は上腕骨と、橈骨、尺骨で構成される

肘関節には膝関節のような膝蓋骨や半月板

等のクッションは無い

橈骨

尺骨

総指伸筋

テニス肘はこの上腕骨外顆の筋肉の腱の付着部位付近の炎症で起こる

上腕骨外顆

上腕骨内顆

ゴルフ肘は上腕骨外顆、内踝付近の炎症

スポーツをしなくても肘を使いすぎるとこのような症状が出る
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⑤肘（テニス肘 、足首（アキレス腱断裂など）続き）
足首の痛み（アキレス腱断裂）について

⑥頚部痛（むち打ち症など）

骨を壊す細胞は破骨細胞

踵骨

アキレス腱は踵の骨（踵骨）と腓腹筋やヒラメ筋を

結ぶ約１５㎝の長さの腱である。

むち打ち症は頚椎捻挫という病名になる。時にＭＲＩで脊髄の軽度損傷が見られる

ケースもある。頚部ヘルニアを起こしている事もある。

骨は常に壊されたり作られている

骨芽細胞を活性化させるのが

女性ホルモンや甲状腺から分泌される

カルシトニンなどのホルモンである

脛骨
脛骨

アキレス腱

腓腹筋

ヒラメ筋

頸椎の中を脊髄（頚髄）が通る。

骨の話 人の骨量は男で平均２.５kg、女で１.８kg

成人では骨の約半分（男なら１.２kg）で血液が産生されるが、主に腸骨と胸骨
で作られる。

骨を作る細胞は骨芽細胞

骨の中にはこの２種類の細胞があり、調節している

腸管からのカルシウム吸収を促進する

のがビタミンＤ。ビタミンＤを活性化

させるのはシミの原因ともなる紫外線

osteoblast

osteoclast

whiplash

tibia
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私の頸椎も老人性変化で骨硬化症となっている。

その内しびれ、運動障害など起こるのかもしれない。

神経学的所見のとり方は基礎的な事が理解出来ていれば比較的系統立っているので正確な診断が可能

である。そこで、この頁ではその基本的な神経学的所見のとり方の一つとして頸椎根障害（Ｃ５が

障害された場合）を解説する。

筋肉の筋力段階評価は通常５段階評価が用いられる。これは脊髄性小児麻痺国家基金財団後遺症委員会

（National Foundation of Infantaile Paralysis Inc.,Committee on After Effects）が草案して米、英国整形外科
学会でも採用されている国際的にもスタンダードな評価方法である。

５ Normal 最大の抵抗と重力に抗し、運動域全体にわたって動かせる

４ Good ある程度の抵抗と重力に抗して運動域全体にわたって動かせる

３ Fair 抵抗を加えなければ重力には抗して運動域全体にわたって動かせる

２ Poor 重力に抗さなければ運動域全体にわたって動かせる

１ Trace 筋収縮がわずかに認められる。関節運動は起こせない

０ Zero 筋収縮も認められない

頸椎根障害について

軸椎Axis（Ｃ２）の歯突起

環椎Atlas（Ｃ１）

Ｃ３

Ｃ４

Ｃ５

頸椎は７個あるが、頸椎神経は８本ある。Ｃ１神経根はＣ１

椎体（環椎）の上から始まる。従ってＣ５神経根はＣ５椎体

の上から始まる。

一方、Ｔ１（第１胸椎）神経根以下からは同一椎体の下から

出る。例えばＬ５（第５腰椎）神経根はＬ５椎体の下から出る。

Ｃ５は三角筋、上腕二頭筋を支配している。従って、障害を

受けると、肩外転、肘屈曲障害が起こる。

神経根症の痛みで僧帽筋上縁付近の痛みはＣ５かＣ６、肩甲骨部或いは肩甲骨間部の痛みはＣ７か

Ｃ８の障害だと言われる。

神経根症の殆どは片側頚部痛で始まる。上肢(腕)痛やしびれで発症する事は無い。一方、脊髄症
の多くは指のしびれで発症する。指のしびれが主訴で頚部痛先行が無ければ脊髄症、絞扼性末梢

神経障害。神経根症は除外して良い。

Ｃ５～Ｃ６頸椎は生理的可動性

も大きく症状が出やすい。
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さて、ここで感覚障害の練習問題です！

第１内科には神経内科が無かったので一般病院勤務、クリニック等々開業されたりすると苦手な内

の一つかもしれません。しかし、前述のように系統立って診察をすると面白い分野でもあります。

「50才男性が１週間前から手（右手先）がしびれます」と言って来院。

１週間前からしびれるという事はわかったが、さて、右手のどのあたりか具体的な分布（部位）確認

が必要→質問すると、右手掌側第１～３指のしびれ感を強く自覚。１週間前には指尖付近に限局して

いたが、現在は手掌全体までしびれ感の領域が拡大。麻痺は無し。

良く遭遇するような患者さん。末梢神経、頚髄、脳のいずれかでも説明可能。

頸椎ＸＰ、ＭＲＩ､頭部ＣＴ、ＭＲＩをオーダーする前にもう少し診察、問診してみよう！

感覚障害の分布を調べるには左右、頭側→尾側と大まかな絞り込みを行う。手だけに注意がいくと

診断を誤る！知覚障害が末梢神経に沿うか､髄節レベル（有名なデルマトーム；下図）かを鑑別｡

Ｔ１

頭部から下肢へと診察する

脳神経系

↓

上肢近位部（外側Ｃ５～

内側Ｔ１～Ｔ２）

↓

上肢遠位部（Ｃ６～Ｃ８）

↓

体幹（Ｔ１～Ｔ１２）

乳頭でＴ４～Ｔ５

臍がＴ１０

↓

下肢近位部（Ｌ２～Ｌ４）

↓

下肢遠位部（Ｌ４～Ｓ）

下肢後面はＳ１～Ｓ２

Ｃ５

Ｃ８

Ｃ７

Ｃ６

Ｌ２

Ｌ４

Ｓ１

Ｓ１

診察した→感覚障害部位は手根管症候群の部位でも無いが（正中神経支配領域）Tinel徴候陰性。
手背にも知覚異常（表在覚低下）。明らかな麻痺は無かったが、上肢のBarre徴候は右側が軽度回内。
腱反射右側やや亢進、病的反射無し。

Barre徴候は上肢の軽度の不全麻痺の判断に有用。閉眼、両腕を前に出す。障害側上肢は回内、下に
落ちる。これは、錐体路障害では回内筋の緊張が回外筋より強く出るため。

この段階までだと片側性感覚障害から、代謝性末梢神経障害などはまず否定的。また、腱反射右側

やや亢進など、頚髄、脳病変でも説明は可能。ただ、軽度右側麻痺もあるか？

更に、詳しく診察を進めると口周囲の知覚低下がありそう→稀な疾患であるが、視床限局性障害

等に見られる手口感覚症候群の可能性もある→ここで検査をオーダーする。

如何でしょう？診察を詳しくしなくても､現在は脳MRIで診断が付きそうですが、診察して手口感覚
症候群疑いなどと放射線科へオーダーした方が気持ちが良いですね。
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【その他の関節の病気；関節リウマチについて】
原因不明の を主体とする慢性の炎症性疾患。関節滑膜が主な病変で滑膜増多発性関節炎
殖から、次第に周囲の軟膜、骨がおかされて関節の破壊、変形に至る事も多い。

、 と推定される。我が国での有病率は ～ 約 万人0.5 0.7% 60~70
性別で見ると 。女性は ～ 才に、男性は ～ 才女性が ～ 倍発生率が高い2.5 4 35 55 40 60
に発症のピークがある。関節リウマチの発症や疾患活動性には性ホルモンが影響し、閉
経期には発症リスクが高まり、経口避妊薬は発症や重症化抑えるとする報告が多い。ま

(新臨床内科学：医学書院 より改変引用）た、妊娠により活動性が改善し、出産後に悪化する。 2010

小児に見られるリウマチ熱は溶連菌（A群β溶血性連鎖球菌）感染症であり、関節リウマチとは異なる病気である。

①初発症状 多くの場合関節炎による関節痛、関節腫脹、朝のこわばり（morning stiffness）などである。
関節炎は1つの関節から始まる事もあれば最初から多発性に始まる事もある。

関節では手の指に起きるのが典型的であるが全身の他の関節に起きる事もある。

手指の関節では近位指節間関節、中手指節関節が侵されやすい。遠位指節間関節が最初から

侵される事は希である。膝や肘などの四肢の関節は両側対称性に侵される事が多い。

遠位指節間関節

近位指節間関節

中手指節関節

中
手
骨

手根骨

手
指
で
は
こ
の
関
節
が
侵
さ
れ
や
す
い

中手節関節の腫脹

近位指節間関節の尺側への変形

近位指節間関節の尺側への変形

リウマチ結節

手指の変形は関節の変形によって白鳥のくび変形

（swan-neck deformity）とかボタン穴変形と呼ばれる
事もある。

関節リウマチは全身性の疾患

であり、関節や腱以外の組織も

侵される。右写真は手指の

リウマチ結節。肘、膝にも

見られる事がある。

リウマチ結節の組織像は中央部にフィブリノイド壊死があり

その周囲をリンパ球や形質細胞が囲む肉芽組織で構成されて

いる

正常 関節リウマチ
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（米国リウマチ学会）【関節リウマチの診断基準】
（但し ～ は少なくとも 週間継続する）以下 項目の7 4項目が該当すれば関節リウマチと診断。 1 4 6

注意；上記診断基準では診断に時間がかかり早期の治療開始が遅れる事などより、
日本リウマチ学会や厚労省が早期 （関節リウマチ）の診断基準を作成している。RA

【関節リウマチの治療】
最近は早期に治療を開始する事による骨破壊などを防ぐ事に主眼が置かれている。
このため が積極的に初期から投与される。抗リウマチ剤（メトトレキサート）
また、 の治療も行われるが結核などの日和見感染に注意が必要生物学的製剤（エンブレル）
である。

①朝のこわばり（こわばりが改善するまでに少なくとも1時間は続く事）

②3カ所以上の関節炎;少なくとも3箇所の領域で同時に軟部組織の腫脹、又は関節液貯留がある事。

発症可能関節は左右の近位指節間関節、中手指節、手関節、肘、膝、足、中足趾関節。

③手関節炎；手関節、中手指節、近位指節間関節の少なくとも1カ所に腫脹が確認される事。

④対称性関節炎；身体の同じ関節部位が同時に罹患している事

⑤リウマトイド(リウマチ)結節；骨突起部、伸展筋表面に皮下結節が確認される事

⑥血清リウマトイド因子（RF）;血清リウマトイド因子が異常高値を示す事。

⑦X線異常所見；手指又は手関節の関節リウマチの典型的な所見が見られる事。異常所見は罹患関節やその関節
周囲に関節のびらんや明瞭な脱石灰化が含まれている事。変形性関節症の所見のみではこれに該当しない。

抗リウマチ薬；メトトレキサート

メトトレキサートは抗癌剤としても使用されるが､葉酸代謝を阻害してDNA合成を妨げることにより細胞の増殖
を防ぐ。

葉酸は健康食品でも名前を聞くことがあるかもしれない。ビタミンM,ビタミンB9とも呼ばれて水溶性ビタミン
に分類される。葉酸は1941年に乳酸菌の増殖因子としてほうれん草から発見された。folic acid(葉酸)のfollcは
ラテン語のfolium(葉)に由来する。

DNA
葉酸化合物が

DNA合成の
補酵素となる

（合成回路がある）

dUMP

抗リウマチ薬；メトトレキサート

DNAが合成出来ない、細胞増殖
出来ない！ウリジン一リン酸と言って

ウリジンというアミノ酸とリン酸

が結合したもの。

抗癌剤の使用量より微量の約1/100を使用するので心配いらない。少量より投与開始し週1～2回投与。
但し、一般の薬と同じような副作用には注意する。特に、感染症、間質性肺炎、血液障害に注意して

使用するのは当然で､定期的な血液検査など必要である。

2012年1月より日本リウマチ学会は米国／欧州リウマチ学会の診断基準
を取り入れた新しい診断基準を採用。関節痛などを点数にして評価する。

抗癌剤をリウマチに使用して心配無いのか？

ブロック
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【その他の骨の病気；骨腫瘍について】
、 、 、我が国の骨腫瘍の頻度は癌の骨転移が約 良性の骨軟骨腫が約 軟骨腫が26% 18% 9%

）。骨嚢腫が 8%などとなっている（1997 2003 5 10 2008～ 年の骨腫瘍約 万例の発生頻度；標準整形外科学第 版；医学書院 参照

また、悪性腫瘍として若年者に発生する となっている。骨肉腫がそれに次いで約 7%
以下、骨肉腫について解説する

osteosarcoma【骨肉腫】
原発性骨腫瘍は することが多い。骨肉腫は膝関節周囲（ ）に発生大腿骨遠位や頸骨近位など
膝関節周囲、骨幹端に発生しやすい。
骨肉腫は骨原発性悪性腫瘍の中で最も頻度が高い。 と言われる。0.3 /10人 万人の発生率
第 次骨成長期の し、 を占める。2 15 10 60% 20 15%歳前後に好発 歳台が 、 歳台が約
大腿骨遠位と頸骨近位の骨幹端からの発生が と圧倒的に多い。75%

【症状】
症状は腫脹と疼痛である。腫瘍が増大すると、発赤、局所熱感、静脈怒張を認める。

（ ） （ ） 。血清アルカリフォスファターゼ と が高値を示す事があるAlP LDH 乳酸脱水素酵素

【レントゲン検査】
疼痛で整形外科医を受診してレントゲン検査を受けるが特徴的な所見から骨肉腫の診断
が付くことも多い。

【骨肉腫の治療】
以前は直ちに切断、離断手術のケースが多かったが最近は術前化学療法で腫瘍の縮小
を図り病巣切除を行う が第 に考えられる。但し、切除する断端に腫瘍残存患肢温存術 1

、 。 。する可能性がある時には切断 離断術となる 術後更に化学療法を ～ ヶ月継続する6 8

骨肉腫では特に肺への転移が重要で、 等でフォローアップが必要である。仮に肺転CT
移が発見された場合、発育が緩徐で多発傾向の無い場合は積極的に肺葉切除をする。

Ｃodman（コッドマン）三角と呼ばれる外骨膜反応
境界不明瞭な骨破壊

腫瘍性骨新生像（綿花様或いは綿球様骨新生）

確かに綿のような柔らかい増殖陰影が見られる

骨肉腫の生存率；以前の生存率は低かったが最近の上記の様な術前、術後の化学療法の進歩などにより最近の

5年生存率は50～70%となっている。ただ、それでも生存率が高いとは言えず、厳しい悪性腫瘍である事に違いない。
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【わかりやすい痛風（高尿酸血症 、胆石、尿管結石の話 】）

今回は痛風（高尿酸血症）や体の中に出来ると痛い胆石や尿管結石の解説をします。
尿管結石は私も 年位前に経験がありますが、大変な痛みでした。6

①痛風（高尿酸血症）
②胆石
③尿管結石（私の体験談も紹介しながら解説します）

①痛風（高尿酸血症）
痛風の典型的な発作は足の親指の付け根が赤く腫れ上がります。

女性ホルモン（ ）が尿酸を尿中に排泄痛風の約 は男 エストロゲン95% です。これは、
があるからです。女性ホルモンは、善玉コレステロール増加作用もあります。する作用

高尿酸血症や、脂質異常は動脈硬化の原因になるわけですので、女性は、動脈硬化を起
こしにくい体質ともいえるわけで、男性より寿命が長い一因かもしれません。

女性ホルモンが上記のように、健康に良いのなら、閉経後も女性ホルモンを服用したら
良いのでは？と思われるかもしれませんが、閉経後女性ホルモンを長期に服用すると、
乳癌や子宮癌（子宮体癌）の頻度を増加させ、血栓も出来やすくなるので、更年期障害
に対するホルモン補充療法は ～ 年とするのが通例です。1 2

中足趾
ちゆうそくし

関節

赤く腫れあがって痛む 尿酸値を上げるプリン体を多く含んだ

ビール（最近は低プリンビールもある）

痛風発作の約７０％が

親指の付け根付近

女性の尿酸値は男性より平均１.４も低い！

女

男

左図は人間ドック受診者約６３００名の

男女別尿酸平均値を示す。

女性の尿酸平均値は４.０、男性５.４で
女性は男性に比べて１.４低くなっている

血清尿酸値

2010年の高尿酸血症、痛風治療ガイドライン
2版によると、30歳台の30％、10歳台でも16
％が高尿酸血症であるとしている。

女性では50才以下で1.3％、50才以降で3.7％
と少ない。

2004年の国民生活基本調査では痛風で通院中
と答えた人は87万4000人であった。
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①痛風（高尿酸血症）続き
【何故、尿酸は高くなるのか？食事と尿酸値の関係などについて】

、 、 。尿酸は体の中に約 ㎎ 体内でも 日 ㎎生産1200 1 700あり され 同じ量が排泄されます
主に、腎臓から尿中に約 が尿酸として排泄されます。残りの尿酸は汗や便として70%
排泄されます。従って、食事から ㎎程度摂取していれば高尿酸血症にはならないと500
いう事です。実際には尿酸の元になるプリン体を過剰に摂取しなければ良いわけです。

尿酸は食事の中に含まれているプリン体という物質が変化して生まれた産物です。

【薬以外で尿酸を下げる食事は？】

病院で使う痛風などの薬については後で解説しますが、食事などでも尿酸を下げる働き
を持つものがあります。 （これは、乳製品の摂取量が多い人の方が尿酸値が低い乳製品

アスコルビン酸（ビタという疫学データもあります 、ワインなどのポリフェノール、）
なので、砂糖を入れてコーヒーを飲む人は逆ミンＣ）、食物線維、コーヒー（1 4日 杯以上で有意差有り

）等です。効果かも

C5N4H3

プリン体というのは遺伝子のＤＮＡの中などに含まれている

旨み成分でもある。例えばカツオの中のイノシン酸など。

プリン体を多く含むのはエビ、カニなど確かに美味しい。

高プリン食

プリン環骨格

痛風（高尿酸血症）の人は、この食事中のプリン体の量を４００ミリグラム程度

にする事が推奨されている（高尿酸血症治療ガイドライン）

プリン体は化学構造式でプリン骨格（プリン環）という構造を

持っているので、プリン体と呼ばれる。

ちなみにこのプリン体という言葉はお菓子のプリン（pudding）
とは全く語源のつながりは無い！

乳製品には尿酸を下げる働きがある。カルシウム吸収率も良いので、積極的

に摂取する事を薦めている（高尿酸血症治療ガイドライン）

ビタミンＣにも尿酸低下作用があり、疫学調査でもビタミンＣ摂取の多い人の

ほうが尿酸値が低いというデータが得られている。

ビタミンＣはコラーゲン合成に関与したり、抗酸化作用があり、老化防止や

発癌抑制効果もある。水溶性ビタミンなので少々摂取しすぎても尿中へ排泄

される。但し余り過剰に摂取しすぎると尿管結石の原因にもなると言われるので程々に！
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①痛風（高尿酸血症）続き
【何故、痛風発作は足の親指などに発生しやすいのか？】

水（血液）に溶けにくい 温度が下これには尿酸がまず、 という性質があります。また、
という性質もあります。がるほど（体温が低いほど）水に溶けにくい

従って 足先のような体温の低尿酸値が高い人（具体的には ㎎ 以上になった場合）7 /dl
い所で尿酸が血液に溶けきれなくなって尿酸は針状の結晶になり、それを白血球が異物
なので貪食する→激痛！という事になります。これが です。痛風発作

、 、 。 、 、痛風発作はその他 や に起こる事もあります また 高尿酸血症が続くと足首 膝 耳介
膝関節や肘関節などにも尿酸結晶が沈着して が出来て、関節の変形を起こす事痛風結節
もあります（ 。また、腎臓の尿細管に尿酸結晶が沈着して と呼ばれ痛風関節炎 痛風腎）
て、高尿酸血症の治療を怠ると、 にもなります。また、後で尿管結石慢性腎不全の原因

高尿酸血症の人には尿酸結石で触れますが、尿管結石の多くはカルシウム結石ですが、
による腎結石の出来る人もいます。

尿酸は１リットル（１０００ml）の水に僅か６３ｍｇしか溶けない １００ｍｌの水には６.３ｍｇ/ｄｌ
しか溶ける事が出来ない！従って、尿酸値がそれ以上の７.０ｍｇ/ｄｌ以上になると、尿酸が血液に
溶けきれずに尿酸結晶になってしまうというわけ！

高尿酸血症（７.０ｍｇ/ｄｌ以上）

血液中に溶けきれなくなった尿酸が尿酸結晶となる

ガイドラインも7.0以上を

高尿酸血症と定義している

実際の尿酸結晶

こんなに綺麗な結晶が

激痛の原因となる！

尿酸結晶と

白血球が戦闘中 白血球が異物と認識して攻撃開始！（下写真参照）

尿酸結晶

血液中の尿酸と白血球の戦闘シーン

尿酸結晶

尿酸結晶を貪食中の白血球

白血球
まさに今から攻撃しようとする白血球

何故、痛風発作は足の親指の付け根（中趾関節）に多いのか？

足の体温は中心部より３～４度低い。温度が低いと尿酸が血液に溶けにくくなる→尿酸結晶が出来る。

また、足の親指付け根付近は歩行する際に最も圧力がかかる場所と言われる。従って、沈着した尿酸結晶

が歩く事によって剥がれやすくなる。剥がれた尿酸血症を白血球が攻撃→痛風発作となるわけです。

寒い時期（尿酸が溶けにくい）の激しい運動後に発作が起こりやすいのは上記の様な理由による。
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①痛風（高尿酸血症）続き
【痛風（高尿酸血症）の治療】

症状の無い です。（無症候性）高尿酸血症の薬物治療導入の基準値は 8.0 /dl㎎
（高尿酸血症治療ガイドライン）
但し、既に痛風発作が有り、痛風結節のある人などに関しては ㎎ 以上になると6.3 /dl
尿酸結晶ができる事から、薬で に抑える事にするとしています。6.0 /dl㎎ 以下
（同じく、高尿酸血症治療ガイドライン）

【痛風発作時（痛みの強い急性期）に使う薬】

コルヒチン

薬品名 ザイロリックなど
フェブリクも最近発売

薬品名 ユリノームなど

糖尿病や高血圧と同様に食生活も重要。総カロリー摂取量を控える、プリン体の多い食事を控える。

コルヒチン 白血球が尿酸結晶に近づく

のを防ぐ働きがある

コルヒチンに尿酸低下作用は無い。痛風発作の

初期に使用しないと効果は薄い。

コルヒチンはユリの根の成分から抽出された物質

副作用として下痢、腹痛などがある。

ガイドライン2010ではコルヒチンの服用に関しては以下の

様に記載している。

尿酸結晶 白血球

①尿酸合成を抑制する薬と②尿酸排泄を促進する２種類がある

痛風発作の前兆期にコルヒチン1錠（0.5mg）を服用して発作

を頓挫させる。発作が頻発すれば１日1錠服用する「コルヒチン

カバー」が有効である。

痛風発作の極期には非ステロイド抗炎症薬（NSAID）が有効

短期間に限り、比較的大量を投与する（NSAIDパルス療法）

病院で処方される尿酸低下させる薬

①尿酸合成を抑制する薬

②尿酸排泄を促進する薬

薬は患者によって使い分ける。例えば尿酸生成が過剰なタイプには尿酸合成抑制薬

尿酸排泄の悪い患者には尿酸排泄促進薬を処方する。

また、尿酸は尿がアルカリ性の方が尿中に溶けて排出されやすくなるので尿をアルカリ性にする

薬（薬品名ウラリット）なども使用される事がある。尿ＰＨ６～６.５が最も尿酸が溶けやすい。

尿量が多いほど尿酸が尿中へ排泄されるので、十分な水分補給も大事である。

我が国の痛風患者は約８７万人と推定されている。また、高尿酸血症の人はその約５～１０倍いると

言われている。この１０年間で高尿酸血症の人の数は約２倍になっている。欧米では紀元前の時代から

痛風が存在していたが、我が国では明治以降になって痛風が報告されるようになったとも言われる。

食生活と深く関係していることがこの事からも良くわかる。贅沢病と言われる所以であろう。

2004年国民生活基本調査による
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高尿酸血症は①尿酸排泄低下型（約60％）②尿酸産生過剰型（約10％）③混合型（約30％）に分類される

それぞれの型によって治療方針が異なる。それではどのようにしてこれらを分類していくのか、その

方法について以下に解説する。

生体内には1200ｍｇの尿酸プールが存在する。正常では尿酸生産量は700ｍｇ/日。このうち約500ｍｇ
が尿中へ排泄され、約200ｍｇが汗、消化液などで排泄される（腎外性処理）。

尿酸生産量を測定する事は困難なので、通常は尿中尿酸排泄量から推測する。

1日尿中尿酸排泄量
１日の蓄尿が困難な場合には2～4時間

蓄尿で1日換算量にする事もある。

尿中尿酸/日0.3～0.4ｇ以下 尿中尿酸/日0.8グラム以上

尿酸排泄低下型 尿酸産生過剰型混合型

（キサンチンオキシダーゼ欠損症などの

尿酸産生低下でも起こりうる）

（遺伝性腎性低尿酸血症やFanconi症候群

等の尿酸排泄亢進でも起こりうる）

ガイドライン記載では0.51mg/kg/時

以上の時となっている。

体重60kgの人で約0.86グラム

しかし、この方法では正確に判断できないので以下に示すような尿酸クリアランス測定を行う。

尿酸クリアランス 尿中尿酸濃度と血中尿酸濃度を測定して計算される

尿中尿酸濃度(mg/dl) × 尿量V(ml/分)

尿酸クリアランス

（ＣUA） 血中尿酸濃度(mg/dl)
正常値は6.2～12.6ml/分
（臨床検査データブック2011-2012；医学書院）

ガイドラインでは尿酸クリアランス７.３ｍｌ/分以下を尿酸排泄低下型としている。

腸管からの尿酸排泄低下の新しい概念

ＡＢＣＧ２遺伝子欠損ネズミでは尿酸の腸管からの排泄低下による高尿酸血症が証明｡また600人
余りの高尿酸血症患者のＡＢＣＧ２遺伝子解析でも確認｡2012年8月３日付ネイチャーコミュニケーション

東京薬科大､防衛大チーム｡これまで産生過剰と見られていた患者の中にはこの腸管排泄低下による高尿酸血症がある可能性

を指摘した｡今後､新薬開発になるのか？
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高尿酸血症に使用される薬

アロプリノール（ザイロリック）

allopurinol

尿酸生成抑制薬

（アイデイト錠、アノプロリン錠アリスメット錠、アロシトール錠など）後発品

フェブキソスタット（フェブリク）

帝人ファーマより2011年5月尿酸生成抑制薬として40年ぶりに発売された。

アロプリノールの化学構造式

プリン骨格を持つ

アロプリノールはプリン化合物経路の最終段階

のヒポキサンチン→キサンチン→尿酸の生成に

関与するキサンチン酸化酵素を阻害して尿酸を

低下させる働きを持つ。 これは尿酸の構造式
（やはりプリン骨格を持つ）

プリン骨格

40年ぶりにザイロリックの後尿酸生成抑制薬として販売されたフェブリクの名前の由来｡
一般名フェブキソスタット（Febuxostat）と尿酸のUric acid からフェブリクと命名｡

フェブリクには10、20，40mgの3種類がある｡
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gallstones②胆石
が急に痛くなったら胆石による痛みかもしれません。右上腹部肋骨の下付近

胆石の殆どは です。痛風で解説した尿酸結晶の時と同じような理屈コレステロール結石
で胆石が出来ます。コレステロールは水や血液には溶けません。胆のう内では胆汁の中
にコレステロールが溶けたような状態（ 状態）ですが、コレステロールが過剰だと乳化
溶けきれなくなって小さなコレステロールの石や砂のような が出来ます。胆砂

肋骨

胆石は女性が男性の約１.５倍多く発生する。肥満や
脂質異常（コレステロール高値）の人に多く発生する。

胆嚢は右上腹部の肋骨のすぐ下付近にある。肝臓下面に

位置している。

胆石割面（綺麗な結晶だ！）

溶解しきれない小さなコレステロール成分などを核としてその周囲に次第に

コレステロールが沈着して成長していく。中学校の化学でミョウバンの結晶を

作った時のようになる（昔の話だが、今はもう実験していないかもしれない）。

胆石

腹部エコーで胆石は診断出来る

胆嚢
胆石

胆石があると超音波が通過しないので、胆石の下にこのような黒い線となって

描出される。これを音響陰影と呼ぶ。

左エコーは胆のう癌。胆石と違って音響陰影は無い。
胆嚢癌

腫瘤の形が不規則となっている。内部エコーが均一で無い部分がある。

これは良性の胆嚢ポリープ。やはり音響陰影は無い。

胆嚢ポリープ

胆嚢ポリープは辺縁が綺麗でスムーズ。ただ、初めて

胆嚢ポリープが発見された場合には胆嚢癌初期と鑑別

が困難な事もあるので３～６ヶ月毎の経過観察が必要

な事もある。

①コレステロール胆石

日本消化器病学会分類では胆石は外観と割面の肉眼的特徴より分類される

cholesterol gallstones

ａ）純コレステロール胆石

pure cholesterol stone
ｂ） 混合石

mixed stone
ｃ） 混成石

combined stone

②色素石

pigment stone

ａ）黒色石

black stone
ｂ）ビリルビン

カルシウム結石

calcium bilirubinate stone

③希な胆石

炭酸カルシウム

calcium carbonate
stone
脂肪酸Ｃａ

fatty acid calcium
stone
など

約７０％
約２５％
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②胆石（続き）

胆石は を占めます。その他、下の図のように胆のう内に出来る結石が一番多く約 80%
肝臓内の胆管や肝臓外の胆管（ など）に出来る結石もあります。総胆管

【胆石の治療】
小さい胆石や胆砂の内服治療

の成分であるウルソデオキシコール酸熊の胆（熊胆）
い ゆうたん

から製造している という薬が有効な事もあります。ウルソ
胆汁の分泌をよくする（ ）があります。利胆作用
この薬は 型肝炎の治療としても効能に追加されています。C
（ 型肝炎のウイルスそのものに有効ではありません）C

【胆石の治療（手術 】）
。 、腹腔鏡を使った胆のう摘出が一般的です 腹部に ～ ヵ所穴を開けて手術をしますが3 4

ごく希に血管や胆道を損傷して開腹手術を必要とする場合もあります。
最近は腹腔鏡手術が開始された頃に比べるとこういった合併症は少なくなっています。
症例数の多い病院で行う方が良いでしょう。

総胆管胆石

胆のう管胆石

総肝胆石

肝内胆石

胆のう胆石は石が出来ているだけでは痛みの原因にならない事

が多い。胆管へ排出される時に胆のうの出口を塞いだりして、

急性胆のう炎の原因になる事がある。

肝臓

総胆管出口で嵌頓

総胆管胆石がファーター乳頭部で嵌頓

すると痛みや黄疸を引き起こす。

ウルソ

１錠１３円

後発品有り

１錠６円程度

私も舐めたことがある。
非常に苦い！

１錠１５０円程度 熊の胆

熊の胆 民間薬なので病院には

勿論無い。
熊の胆はヒグマやツキノワグマの

胆のうを乾燥させたものである

熊胆

３～４カ所から腹腔鏡を挿入
胆のう

laparoscopes
腹腔鏡で胆のう切除している所

電気焼却などで胆のうを分離する

最近は単孔式（一つの穴）

腹腔鏡も行われる
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③尿管結石（私の体験談も紹介しながら解説します）

尿管結石はその多くがカルシウム結石で、特にシュウ酸カルシウム結石が多くなってい
ます。 多く、また 疾患です。男性が女性の約 倍 ～ 歳代が最も多い2 20 40

【症状】
多くは急に起こる （腹部痛を伴う事もある）です。医学書では、血尿が出る事も背部痛
記載されているため、若い研修医に診察を受けると、尿の性状にこだわるため診断が遅
れる事もあるので御注意を！

背部痛はしばらくすると治まる事があります。これは尿管が収縮したり拡張したりして
（平滑筋のぜん動運動 、膀胱へ尿を送っているためです。このような痛みの事を）

と呼び、尿管結石に特徴的です。間欠性疼痛
かんけつせいとうつう

（ ） 、 、突然の背部痛 で冷や汗を伴う事もある で したり鈍い鈍痛 症状が時間をおいて改善
、 。尿意があっても排尿できない 血尿がある等の場合には尿管結石を疑う必要があります

【尿管結石の診断】
腹部レントゲン写真は結石の成分によっては写らない事も有り、腹部エコーは素早く

、 、 。検査出来ますが 尿管と膀胱移行部付近は診断出来ない事も多く です腹部ＣＴが有用

【尿管結石の治療】
急性期においては、尿管を拡張させるために注射をします。これは胃カメラなどの前に
注射する です。副交感神経は胃や尿管などの平滑筋を収縮させている副交感神経遮断剤

。 。のでこの注射を打つ事で します 極小さい結石は膀胱内へ落ちる事あります尿管が拡張

また、 をして水分を充分に補います。これは尿量を増加させる事で結石を出しやす点滴
くするためです。疼痛が強いので もします。鎮静剤の注射

血尿を伴わないこともある。私も血尿（肉眼的血尿）は出なかった。

水腎症は尿管結石だけで無く、尿管癌などでも見られる

尿管結石の８０％はシュウ酸カルシウム結石

下大静脈

総腸骨静脈

総腸骨動脈

腹大動脈 腎臓から膀胱へ到達するまでには３カ所の狭窄部位がある。

これらの狭窄部位に結石が詰まると強い痛みの原因となる！

②次に尿管と腸骨動脈の交差する部位が狭い

①まず、腎臓から尿管へ出る出口が狭い

③最後に尿管が膀胱へ流れ込む移行部が狭い！

私の場合には、ここで約２ミリの結石が詰まっていた。強い背部の鈍痛

と共に、尿意はあるのだが尿は出ないという苦しみもあり、冷や汗が出た。

夜間に私の勤務していた江南病院に１泊入院したが自然排石した。

尿管結石で腎臓から尿が排出されないので腎臓が腫れる水腎症は診断出来る

尿管結石を自分自身では疑ったが、前立腺癌

での尿道閉塞でも同様の症状があるので、

ＣＴの結果が出るまで少々不安でもあった。

尿管結石は痛いというよりまさに内臓痛！今まで経験した事の無い鈍痛だった。

患者さんの苦しみが、また一つ理解出来た貴重な経験でもあった。
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【尿管結石の治療】続き

腎臓から排出された尿管結石は多くの場合には点滴などの水分補給、尿管を拡張させる
注射や内服、運動などで排石されます。尿管内に石が留まっている場合には内視鏡で
摘出する事もあります。一般的には できます。8ミリ以下の結石は自然排石

【腎結石の治療（腎臓内に結石があって大きい場合；自然排石が期待できない時】

が行われる事もあります。ただ最近の文献では、腎臓に障害が出る事も体外衝撃波治療
ある（長時間治療を行ったケースに多い）との報告もあり、医師とよく相談して治療を
受けて下さい。

【尿管結石の予防】

充分に する事、 をする事が大事です。水分を摂取 運動
（私も、結石が出来また、 事も大事ですカルシウム錠剤などのサプリを過剰に取りすぎない

る前には骨粗鬆症予防にと思ってカルシウムのサプリを摂取していました 。）

また、シュウ酸カルシウム結石の原因となるほうれん草やタケノコなども余り過剰に摂
取しない事も必要です。

カルシウムを含んだ食事を摂取する事で、腸管内でシュウ酸とカルシウムが結合して、
尿管結石の予防になると言われます。

結石が出来やすくなります。動物性蛋白質の過剰摂取は尿中カルシウム濃度を上昇させ
動物性蛋白質を好む ～ 歳代の男性に尿管結石が多いのもこういった事が一因かも20 40
しれません。クエン酸（レモン、みかんなど）は不要なミネラルと結合して腎臓から排
出させやすい働きがあると言われて腎結石などに有効と言われます。

カルシウム結石が出来るのならカルシウムの多い食べ物は控えた方が良いのか？

ＮＯ！

尿管結石の出来やすい人はむしろカルシウム摂取が低い人が多いという疫学データがある。

カルシウム摂取が不足→副甲状腺からパラサイロイドホルモン分泌→骨の破骨細胞の働きで骨中の

カルシウムが血中に遊出→尿中カルシウムの増加→尿管結石が出来る！という、まるで｢風が吹けば桶屋

が儲かる｣の様な構図が考えられている。

10数年前の新臨床内科学を持っているがそれには
カルシウム摂取を控えたほうが良いと誤った

記載がしてある。

尿管結石の基礎疾患；私のように特に基礎疾患を持たない人の尿管結石の出来る割合は６０～８０％程度と言われる。

これに対して基礎疾患があって尿管結石の出来やすい人もいる。高尿酸血症では尿酸結石が出来やすくなる。

その他、副甲状腺機能亢進症ではＰＴＨ（parathyroid hormone=副甲状腺ホルモン）の分泌が亢進して腎臓でのＣａ
再吸収が促進→血中カルシウム濃度の上昇で結石が出来やすくなる。その他サルコイドーシス、悪性腫瘍などがある 。
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【腎臓】解剖と組織、尿生成のしくみ
2つの腎臓で1分間に125mlの原尿（尿の
元）が作られるが､そのうち124mlを腎臓は
再吸収するので1ml/分、60ml/時が尿管へ送
られる事になる。

腎皮質kidney cortex
腎錐体

腎静脈

副腎

腎臓
腎動脈

尿は糸球体によって作られる。尿管

尿管
膀胱

輸入細動脈
血液は輸入細動脈

から入って、糸球体を

流れて、輸出細動脈から

出て行く。

血液が糸球体を通る時に毛細血管壁

で濾過されて原尿が出来るボウマン嚢

尿細管
毛
細
血
管

原尿

原
尿尿細管

輸出細動脈

拡大

糸球体

ボウマン嚢
毛細血管の表面には足細胞という

クモのような細胞が張り付いている！

原尿

足細胞
足細胞podocytes

毛細血管の断面毛細血管

足突起
実際の電子顕微鏡写真

実際の糸球体の顕微鏡写真原尿はボウマン嚢

に集まる。

基底板

この基底膜という言葉は急性、慢性腎炎の解説で出てくる

膜性腎症や膜性増殖性糸球体腎炎などに出てくる膜の事を

指すので良く理解しておいてもらいたい。

小さなスリット

（基底膜）
濾過される

原
尿

基底板

毛細血管内の血液が小さなスリットを抜けて

基底膜を通る間に濾過されていく！

このスリットを蛋白は通過できないので正常者は蛋白尿が

出ないが基底膜障害などで蛋白尿となる。
（基底膜）

血液（血漿）

毛細血管内皮細胞

原
尿
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【腎臓】解剖と組織、尿生成のしくみ 続き
前頁と同じ糸球体の構造イラストであるが、お復習いの意味もかねて再度解説する。

acute glomerulonephritis【急性糸球体腎炎】
急性糸球体腎炎の多くは によって腎炎細菌やウイルス感染（ ）連鎖球菌によるものが ～80 90%

惹起性抗原が して起こる。糸球体（主にメサンギウム基質と糸球体基底膜）に沈着
で男女比は約 ： で男子に多い。好発年齢は ～ 才3 10 2 1

【症状】
急激に発症する 、高血圧、顔面や上肢の浮腫など感冒などの感染症罹患後 血尿、蛋白尿

10 1 3があれば本症を疑う。なお先行感染から本症発生までの平均潜伏期間は約 日（ ～
週間）となっている。 に認める。高血圧は約 75%

【異常検査所見】
顕微鏡的血尿は本症に必発で、 に見られる。 軽度～中等度の蛋白尿肉眼的血尿は 1/3
もほぼ全例に見られる。ネフローゼ症候群を呈するのは約 。10%

（尿素窒素）の上昇は約 、クレアチニンの 以上は約 で認める。BUN 40% 2.0mg/dl 25%

遠位尿細管
輸入細動脈

輸出細動脈

糸球体外のメサンギウム細胞
傍糸球体細胞

急性、慢性糸球体腎炎の解説で

出てくるので覚えておくと良い。

毛細血管

メサンギウム細胞

尿腔

足細胞
血液

原尿が貯まっている足細胞

近位尿細管

血液が毛細血管壁を通る間に濾過されて原尿となる

腎性高血圧と呼ぶ

【治療、予後】：治療は抗生物質の投与を行う。高血圧に対しては降圧剤投与。

本症の予後は良好で、急性期死亡や不可逆的腎不全は1%以下である。慢性化例は小児では5%であるが、成人では
30%とやや高くなる。

尿

尿
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chronic glomerulonephritis【慢性糸球体腎炎】
血尿及び（或いは）蛋白WHO 臨床分類もあるが本邦では慢性糸球体腎炎の定義は「

する原発性糸球体疾患」である。尿が長期間（通常 年以上）持続1

糸球体に 微小変化 巣状分節性糸球体硬化 膜性腎症 メサンギウム増殖性糸球体腎① ② ③ ④
症などの顕微鏡学的変化が見られる。

以下、慢性糸球体腎炎の中で比較的頻度の高い 腎症、膜性腎症、巣状分節性糸球IgA
体硬化症、膜性増殖性糸球体腎炎などについて解説する。

【① 腎症】IgA
糸球体メサンギウム領域に 事が原因となる。IgA を主体とする免疫複合体が沈着する

、 。我が国の慢性腎炎の原因で最も多く である成人では 以上がこの 腎症が原因30% IgA

【 腎症の予後】IgA
60% 30% 15 20 5 10%約 の患者の予後は良好。約 は ～ 年の経過で腎不全に進行する。 ～

は ～ 年の経過で腎不全へと進行する。5 10

【 巣状分節性糸球体硬化症】②
難治性のネフローゼ症候群や下写真に示すように、糸球体の一部に巣状硬化が起こる。

する率が高く、 年後の末期腎不全（ ）率は ～ ％腎不全へ移行 10 20 30透析などへ移行する腎不全

と言われている｡

糸球体メサンギウム細胞にIgAを主体とする免疫複合体が沈着する。

健診などの偶然の機会に発見される（chance proteinuria or hematuria）事が多く、
IgA腎症診断のきっかけとなる。2/3以上はこのようにして診断されている。

顕微鏡的血尿は全ての症例に見られ、肉眼的血尿も約10％に見られる。持続的蛋白尿
は、全症例の70～80%で見られるが､その大部分は中等度以下で腎機能も保たれている
事が多い。

血液検査でIgA高値（315mg/dl以上）、IgA/C3比3以上あって、蛋白尿、血尿があれば
本症を疑う有力な所見となる。

最終的には腎生検を行って診断される。

この部分が他正常組織と比べて硬化して萎縮しているのがわかる。

ほぼ正常な糸球体

ネフローゼ症候群というのは蛋白尿が大量に出るために、血管内の蛋白質

が低下するために、組織間液などを再吸収できない｡そのため、浮腫が起こる

治療方法としてステロイド（副腎皮質ホルモン）の投与、時に大量投与

（ステロイドパルス療法）が行われる。免疫抑制剤治療が試みられることもある

ネフローゼ症候群とは蛋白尿のために大量の蛋白

が尿へ漏出して、低蛋白血症になる腎疾患の総称
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【膀胱の話】
この項目では感染症として良く見られる と について解説する｡膀胱炎 膀胱癌（殆どが女性）

【膀胱の解剖】
だが、 ～ の尿が貯まると、尿意をもよおす。膀胱容量は ～300 500ml 200 300ml

【膀胱は膀胱平滑筋、内尿道括約筋、外尿道括約筋で排尿を行う】

膀胱は空の時には平べったくなっている

膀胱充満時

移行上皮

拡大

膀胱筋組織

膀胱が空の時

移行上皮

膀胱上皮は移行上皮になって

いて、膀胱内に尿が貯まると

平坦になる｡このように移行上皮

は、周囲の環境に自由に対応

出来る｡尿管も移行上皮｡
移行上皮（伸展性に富む）

膀胱筋組織

膀胱に尿が充満すると右写真の

様に筋肉が伸びて、移行上皮も平坦に

なる。このように、変幻自在なのが移行上皮

の特徴｡

ちなみに

皮膚の上皮（表皮）は重層扁平上皮である。

重層扁平上皮は機械的に強靱で身体を保護

する働きがある｡

膀胱筋組織

粘膜固有層

粘膜下層

移行上皮膀胱が空の時には移行上皮

の高さは高い｡充満すると

平坦になる｡

移行上皮は4～6層の上皮細胞
からなる

膀胱充満時

筋組織も

伸ばされる

膀胱が空の時

膀胱は胸髄、腰髄、仙髄神経に支配されていて、胱充満を感知して排尿指令を受けて排尿する｡

膀胱壁平滑筋 膀胱壁平滑筋

内尿道括約筋

外尿道括約筋

内尿道括約筋

外尿道括約筋

仙髄神経（Ｓ２，Ｓ３，Ｓ４）

①膀胱充満を感知

第12胸髄神経、第1、2腰髄神経

②平滑筋収縮

（副交感神経）
（横紋筋で随意筋：自分の意思で排尿する）

③内尿道括約筋の弛緩

（交感神経）

平滑筋収縮の指令

が伝達される

交感神経は副交感神経と逆の作用をする。

即ち、膀胱平滑筋の弛緩、内尿道括約筋の収縮

膀胱充満
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cystitis【膀胱炎】
膀胱炎の原因菌は が最も多い｡症状は など｡大腸菌 排尿時痛、血尿、頻尿、残尿感

であるが男性の場合には高齢になって されるよ女性が殆ど 前立腺肥大により尿道が閉塞
うになると膀胱炎のリスクが高くなる｡

bladder cancer【膀胱癌】
1/5膀胱癌の発生頻度は我が国では であり、欧米の発生頻度の約10 5 6万人当たり ～ 人

となっている｡ 、 ｡男性が女性の ～ 倍発生頻度が高く 喫煙者のリスクが高い3 4
膀胱癌の死亡者数は悪性腫瘍の中では男 位、女 位である。11 14

約 ％が移行上皮組織学的には膀胱上皮（移行上皮）から発生するものが殆どのため 90
である｡以下、扁平上皮癌、腺癌の順となる｡ が多い｡癌 才以降の発生60

【膀胱癌の予後】
などの症状が出やすいこともあって病院を受診し、早期に発見出来る割合も多く、血尿

粘膜下層までの浸潤で（ 、 年生存率は約 ％予後は比較的良好である｡ TNM T1分類の ） 5 80
となっている｡ されている｡膀胱癌の約 ％は、この段階で発見70
この段階であれば が可能である｡経尿道的腫瘍切除術
また、筋層まで達する場合（ ）でも、 年生存率は約 ％であり予後は良TNM T2分類の 5 65
好な部類の悪性腫瘍と言える｡

粘膜下層を超えて、 が必要となる｡膀胱筋層にまで及ぶと膀胱全摘出術

renal cell carcinoma【腎臓癌】
多くの場合腎臓の近位尿細管由来である。 し、男女比は ～ 対 と50 才以降に増加 2 3 1
男性に多い｡ 近年腎臓癌の発生頻度は増加傾向にあるが、健康診断で、腹部エコーな
どで比較的発見されやすい事も一因になっていると考えられる｡ はこの癌でもリス喫煙

透析患者からの癌発生率は一般の人より ～ 倍クファクターとなっている｡その他 20 40
なっている｡これは、慢性腎炎などの炎症が基盤になっていると考えられる｡高く

慢性膵炎や糖尿病患者からの膵癌発生が同様に一般の人よりやや高くなっているのと同
様の機序があると考えられる。

但し、膀胱癌は再発率が高いのが特徴で、上皮内癌でも2年以内の再発率が5～15％となっている｡粘膜下層までの
浸潤の場合は2年以内の再発率は50～70％になり、そのうち10～20％が浸潤癌へと移行する｡

癌が早期に発見された場合の予後は比較的良好な部類の癌で有り、腫瘤

が腎臓に限局している場合（TNM分類のT1,T2）の5年生存率は85～95％
となっている｡腫瘍が腎周囲組織や腎静脈無いに進展しているもの（T3）
では5年生存率は55～65％となっている｡

腎臓は肝臓などと同様に腹部エコーで明瞭に観察できるので腫瘤発見

に威力を示す｡従って、健康診断では40才以上では腹部エコー検査が重要
となる｡膵臓は肥満者など描出しにくい｡
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【腎臓癌は最近増加傾向にある；特に高齢者は肺癌同様増加する】
以下に腎臓などの泌尿器系癌の年度別、年代別の死亡率のグラフを示す｡

しているのが良くわかる｡この傾向は肺癌2009 65年度は男女とも 才以上の年代が急増
死亡率グラフとよく似ている｡

腎臓癌の罹患率は年代によって大きく異なり、男性では ～ 才で 万人当たり約65 69 10
人、女性は約 人となっている｡13 5

65才～69才 65才～69才85才以上 85才以上

2009年
2009年

1980年

1980年

1965年
1965年

男 女
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第１内科の先生方には腎臓グループの方も多いので循環器の私が書くのも面はゆいが、記載させてもらう。

最新医学社から平成24年4月に発行された最新医学別冊の「透析合併症」その他を参考にした

最近は慢性腎臓病（ＣＫＤ;Chronic Kidney Disease）という呼び名が浸透してきた｡
５段階で評価される｡また、eGFR(estimated GFR；Glomerular Filtration Rate推測糸球体濾過量）も表
で見る事が出来たり､年齢とクレアチニンを入力するとeGFRの結果を出してくれるサイトもある。
何と！私も60才になり、クレアチニンは0.9mg/dlと正常範囲だがeGFRを算出すると､67mlでCKDの
ステージⅡ旧来の区分である｡尿蛋白も＋程度出るし、最近は拡張期血圧も90を超す事もあり、寄る年波には
勝てないという事になる｡さすがに腎生検を受ける気は無いが一度正式にGFRを算出してみたいと
思っている｡推測式が正しい事になるとは思うが｡

慢性腎臓病病期分類

ステージ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ

ＧＦＲ 腎機能

＞９０

６０～９０ 軽度低下

３０～６０

正常

中等度低下

１５～３０

＜１５

高度低下

末期腎不全

慢性腎不全と透析；透析合併症について慢性腎臓病（ＣＫＤ）ＣＫＤ診療ガイド2012 June発行参照

従来の病期分類

原因（Ｃａｕｓｅ：Ｃ）腎機能（ＧＦＲ：Ｇ）蛋白尿（アルブミン尿

Ａ）によるＣＧＡ分類で評価｡また、従来のＧＦＲ第Ⅲ期は45mlで
細分化し、３ａ、３ｂとしている｡

現在の病期分類

高齢に
なると

腎機能
は低下

する

ＣＫＤの定義①尿異常､画像診断、血液､病理で腎障害が存在｡特に､蛋白尿0.15g/gCr以上の蛋白尿
（30mg/gCr以上のアルブミン尿）②＜ＧＦＲ６０ml/分/1.73m2

①②のいずれか、又は両方が3ヶ月以上持続する場合をＣＫＤと定義する｡試験紙法による尿蛋白
の検査では濃縮､希釈尿では尿蛋白評価が困難→原則､尿蛋白濃度と尿クレアチニン濃度を定量して

尿蛋白をg/gCrで評価する｡

ＣＫＤ重症度分類

原疾患

糖尿病

蛋白尿区分 Ａ１ Ａ２ Ａ３

尿アルブミン定量（ｍｇ/日）

尿アルブミン/Ｃｒ比（ｍｇ/ｇＣｒ）

正常

３０未満

微量アルブミン 顕性アルブミン

30～299 300以上

高血圧､腎炎

多発性嚢胞腎

不明､その他

尿蛋白定量（ｇ/日）

尿蛋白/Ｃｒ比（ｇ/ｇＣｒ）

正常

0.15未満

軽度蛋白尿 高度蛋白尿

0.15～0.49 0.50以上

ＧＦＲ区分

ml/分/1.73m2

正常又は高値

正常又は軽度低下

軽度～中等度低下

中等度～高度低下

高度低下

末期腎不全（ＥＫＳＤ）

Ｇ１

Ｇ２

Ｇ３ａ

Ｇ３ｂ

Ｇ４

Ｇ５ ＜１５

15~29

30~44

45~59

60~89

＞９０
赤に行くにつれて腎不全､心血管死亡リスクが上昇

【解説】重症度は上記の様に原疾患、ＧＦＲ、蛋白尿区分を合わせて評価する｡末期腎不全や心血管

死亡発症リスクは上表の斜め下の色分けで赤に近づくにつれて上昇してくる｡
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また、糖尿病は透析導入の大きな原因となっている｡透析患者の糖尿病合併例では末梢動脈疾患発生率は

非糖尿病患者の約4倍となっている｡下肢切断の70％は糖尿病透析患者である｡最近は札幌北楡病院など
末梢血幹細胞（ＰＢＳＣ；ＣＤ３４陽性細胞）を使用して血管再生治療を行っている施設もある｡

ＤＭ患者のＨＤではＰＤＡの発生率が4倍、下肢切断の70％はＤＭ患者｡

目標Ｈｂ値は現在ＫＤＱＩ（Kidney Dialysis Outcomes Quality Initiatives）ガイドライン2007では
11～12g/dlとしている｡上限を13以上にしないとしている｡これは心筋梗塞、心不全を合併した維持血液
透析患者で行なわれたNormal hematocrit study等を参考にしている｡即ちHb14(Ht42)群とHb10(Ht30)群
の比較から､正常に近いHb14群の方が死亡､心筋梗塞発症などが有意に高かった事による｡

HD患者の目標Ｈｂ値

我が国の2008年日本透析学会の目標Ｈｂ値は上記よりやや低い10～11としている（若年者
は11～12）。これは我が国の約5万5千人のデータベース（1995年末）を利用して5年生存率
に及ぼす影響を解析した結果である｡また、ESA投与中患者約2600名の後ろ向きコホート研究
も行なわれ､ESA投与中も目標Ｈｂを10~11とするのが妥当としている｡

赤血球造血因子刺激剤＝ＥＳＡ（erythropoiesis stimulating agent）開始Ｈｂ値は10未満としている｡
また、逆にＥＳＡ減量はＨｂ12以上になった時としている｡腎グループの方は御存知だが、薬剤名としては
エポエチンアルファ(遺伝子組み換え）商品名エスポー（協和醗酵キリン）がある。

ＨＤと皮膚掻痒症 ＨＤの皮膚掻痒は末梢性､中枢性の痒みに分けられる｡末梢性は例えば

皮膚乾燥（乾皮症）、表皮真皮境界部Ｃ繊維神経終末が物理刺激､化学

刺激を受けて痒みを感じる｡中枢性ではオピオイドペプチド系関与による

ものなどが有り、最近は掻痒を抑制するκオピオイド受容体作動薬の

ナルフラフィン（商品名レミッチ；東レ）が販売されている｡

ポ
リポ
リ

尚､このレミッチという商品名は痒み（Itch）を取り除く（remove）から
remitchと付けられている（医薬品インタビューフォームによる）

私も年を取って最近は冬は

皮膚乾燥して､乾性湿疹で痒い。

保湿性の尿素軟膏（ウレパール

など）を使用する｡
その他ＨＤの痒みにはＣａ、Ｐ濃度やiPTH､いわゆる尿毒症物質
（メチルグアニジン､インドキシル硫酸など）の関与など種々の要因がある。

尿毒症物質にはハイパフォーマンス透析膜が有用な事もある｡

ＨＤとアミロイドージス

（透析アミロイド）

透析アミロイドは長期透析患者に高頻度に発症する合併症｡β2ミクロ
グロブリン（β2ＭＧ）を前蛋白とするアミロイドが骨関節組織などに
沈着して起こる｡手根管症候群､アミロイド関節症などから進行すると

全身諸臓器にアミロイド沈着が起こる｡透析患者のβ2ＭＧは正常者より20～50倍高い

手根管症候群も透析アミロイドとして見られる事が多い。アミロイド繊維

が手根管部腱滑膜に沈着して､その中を通る正中神経が障害される。

手掌橈側のしびれ、進行すると筋力低下が起こる｡Tinel症候陽性となる｡
叩くと手掌～手指が痛む

Tinel sign （＋）

慢性腎不全は御承知のようにＰ貯留→副甲状腺ホルモン（ＰＴＨ）分泌亢進→骨からのＰ遊離

→異所性石灰化、動脈硬化の増悪など多臓器への影響を及ぼして生命予後を悪化させてしまう｡

ＨＤ＝Ｈemo Ｄialysisで（人工）血液透析の事
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ＨＤと腎性骨症､異所性石灰化 二次性副甲状腺機能亢進症の制御

ＰＫＤ進展→ビタミンＤ↓によって腸管からのカルシウム吸収低下などが起こる、また、腎からの

Ｐ（リン）排泄障害によって逆に血清Ｐは増加する↑。このカルシウム低下→副甲状腺ホルモン分泌が

亢進する事で骨からのＣａ吸収を行いカルシウム濃度低下を補填する｡

これらによって副甲状腺は持続的にＰＴＨを分泌し続け最終的には二次性副甲状腺機能亢進症へ

Ｐ（リン）吸着

腎性骨症に対する治療、考え方

高リン血症は血管石灰化の危険因子となる｡血管石灰化により心血管疾患（ＣＶＤ）を引き起こす｡

Ｐ吸着薬としては2003年、セベラマー塩酸塩（商品名フォスブロック；協和醗酵）2009年に炭酸ランタン
（商品名；ホスレノール；バイエル）などがある｡

リン吸着薬の2009年ArMORR Studyの前向きコホート研究では（約1万人が対象）、ＨＤ導入後90日間で
Ｐ吸着薬を使用した群は未使用群と比較して１年間生存率が有意に高かったとしている｡

ＨＤとビタミンＤ低下

体内で活性型として存在するのはＤ2とＤ3があるが、体内で合成されるのはＤ3のみである。
Ｄ2は食物から外因性に摂取される｡

ビタミンＤは肝臓に存在する25水酸化酵素（ミトコンドリアのCYP27A1が主に代謝を行なう）
によって25（OH）Dへ変換される

腎臓で活性型ビタミンＤへ変換
腎臓にあるCYP27B1によって活性型
ビタミンＤ（1,25OH2D）へ変換する

ＣＫＤを対象とした2011年の前向きコホート研究では25（OH）D濃度が低いと総死亡率､ＣＶＤ死亡率を
上昇させるとしている｡また、ＨＤ患者での25(OH)D濃度が低い場合BNPや脈圧と強く相関している｡
ＨＤ患者の低25(OH)D濃度は心血管病の危険因子で有り､血管石灰化の独立した関連因子である事も示唆。

副甲状腺抑制薬シナカルセト（商品名レグパラ）

シナカルセトは副甲状腺Ｃａ受容体にアロステリックに作用して（アロステリックとは

実際の活性部位に別のエフェクターが結合する事で生じる作用の事）ＰＴＨ分泌を抑制する｡

レグパラは2008年にキリン発酵から発売された。レグパラはRegulator（制御）of Parathroid hormone
（副甲状腺）から命名されている｡レグパラとビタミンＤの併用がビタミンＤ単独よりも冠動脈石灰

化への進行を抑制したとする2011年のAdvance testの報告がある｡また、米国における大規模コホート
観察研究（2010）でもシナカルセトの使用が透析患者の死亡率を改善したと報告している｡

副甲状腺に対するインターベンション

上記内科的治療に抵抗して副甲状腺ホルモンが高値（ＪＳＴガイドラインではintact PTHが500pg/ml
以上が持続する時）にはインターベンション適応があるとしている｡
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平成 年 月【わかりやすい肝臓の話】 23 10

①肝臓の解剖 ②肝臓の働き
③肝臓の再生力のすごさ ④肝臓の病気（肝炎や脂肪肝など）の解説
⑤肝機能検査の項目（ガンマ など）の解説GTP

①肝臓の解剖

例によって、解剖の説明から始めます。
鎖骨

胸
骨心臓

大腸（横行結腸）

約20㎝

気管

右肺 気管支

横隔膜

この部分に肝臓がある

肝臓（左）肝臓（右）

sternum

transverse colon

clavicle

trachea

bronchus

diaphragm

肝臓は肺の下にある。肺と肝臓の間には横隔膜がある

肝臓の重さは体格にもよるが1～1.5kg

肝臓は肋骨より下方にあるが肝臓は薄くなめらかなので

正常では触れない。

急性肝炎などでは腫大して触れる事がある。肝炎などで

急激に肝臓が腫大すると痛みを伴う事もある。

acute hepatitis

肝臓は横隔膜の下にあり横隔膜に付着しているので呼吸と

共に上下に移動する。

横隔膜

肝臓は大きく右(右葉）と左(左葉）に分かれる。右葉は左葉の
約６倍の大きさがある。
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肝臓は大きくは右葉と左葉の２つに分かれるが、８つの区域に分類される。

ＭＨＶ（中肝静脈）

ＲＨＶ右肝静脈）

ＬＨＶ（左肝静脈）

Ｓ８

Ｓ４

Ｓ２

Ｓ７

Ｓ５ Ｓ３

Ｓ６

門脈

下大静脈

解剖学的な分類は肝鎌状間膜で左右に分かれる。

８区域分類は機能的分類であり、Couinaud（クイノー）
の亜区域分類とも呼ばれる。

Ｓ１

機能的左葉

機能的右葉

中肝静脈（MHV）と胆嚢窩を結ぶカントリー線（Canlie
line）によって機能的左葉､右葉に分かれる。

門
脈
臍
部

内側区域

外側区域

外側区域

門脈臍部で内側区域（S4）
と外側区域（S2,S3）に
分かれる。

カントリー線は実際の解剖学的分類に使用される肝鎌状間膜

より右に3～4㎝の位置にある。

右肝静脈

（ＲＨＶ）

前区域

前区域

後区域

後区域

機能的右葉は右肝静脈（ＲＨＶ）によって腹側の前区域（S8,S5）
と、背側の後区域（S6,S7）に分けられる。

肝臓の血流量は約1400ml/minでこれは心拍出量の25～30%に相当する。また、全肝血流量の70％
は門脈から､30％は肝動脈から供給される。
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①肝臓の解剖（続き）

肝臓は、タンパク質 や 、 に関係したり、 をしています。の合成 脂質 糖代謝 薬や酒の分解
言わば です。この肝臓生産、リサイクル、ゴミ焼却場などが 箇所に集まった化学工場1
の働きは後で詳しく解説します。

【肝臓に流入してくる血液の話】

小腸などからの血液は食物摂取の後の栄養分を
含んだ血液が含まれるという事になります。

胃

脾臓

小腸

大
腸
（
上
行
結
腸
）

直腸

大
腸
（
下
行
結
腸
）

肝静脈

上
行
結
腸

下
行
結
腸

直腸

食道や直腸からの血液が肝臓へ流入してくる。従って、肝硬変

などでは血液が戻りにくくなって食道静脈瘤や痔の原因となる。

肝臓には小腸、大腸、脾臓、食道などから血液が流入してくる

脾臓では老化した赤血球が破壊される。１時間で１００億個もの

赤血球が破壊される。ちなみに人間の赤血球総数は２０兆個。

esophageal varices

胃や脾臓、食道、小腸や大腸などからの血液が肝臓に流入する前

に一つの大きな静脈になる。これを門脈と呼ぶ。胆嚢

肝臓

食道静脈

胸部大動脈

肝臓の血液は心臓へ戻っていく。

腹腔動脈

celiac artery

portal vein

descending colon

spleen

stomach

心臓へ戻る

門脈

横隔膜
diaphragm

portal vein
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①肝臓の解剖（続き）
この頁はちょっと脱線して打診の解説をします。皆さんも打診に挑戦してみて下さい！

だ し ん

、 。聴打診 のうち 聴診は今でも行われますが打診は殆ど見なくなりました
ちようだ し ん

私達が医学部学生時代は超音波（エコー）や 等が無かったので聴打診CT
の手技は必須でした。

約10㎝

肺

肝臓

皆さんはスイカの熟れ具合を判断する時に叩いた事はありませんか？打診はこれと同じです．中が

スカスカだとコンコンと高い音がします。スカスカ状態は肺の空気の充満した状態に似ています。

10㎝位上から右手中指を左手中指の上に振り下ろします。

それでは打診に挑戦してみましょう！右胸の打診から始めます。

鎖骨の下付近の上胸部は肋骨の下は肺なので空気が充満しています。

打診するとコンコンと高い音がします。これを清
せい

音
おん

と呼びます。

今度は左手を胸の下の方へ下げていきながら打診を続けます。音が変化

してズンズンと鈍い音に変わる場所があります。これを濁
だく

音
おん

と呼びます。

音の変わり始めた所から下に肝臓があります。

腹部も打診して下さい。ポンポンと音がします。これを鼓
こ

音
おん

と呼びます。

腹水が大量に貯まると音が変化します。

右手の指先はこんな感じです

中指

このように右手中指を左手中指の上に

振り下ろします。

ちなみにこの写真は私の手です。

肝臓の濁音の聞こえる場所

胸の真ん中には心臓があるので肝臓と同じ濁音が聞こえます。心拡大も

分かりますが、胸写が心拡大なら簡単に分かります。

コン
コン

ズン
ズン
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②肝臓の働き

ブドウ糖をグリコーゲンの形に変えて貯蔵肝臓は人体の化学工場です。
したり、必要な時にはそれをまたブドウ糖に変える事も出来ます。
また、 や も行っています。タンパク質の合成 コレステロールの合成
肝臓の人工臓器は出来ないとも言われています。

その他にも色々な脂質代謝に関与しています。

【その他の肝臓の働き】

肝臓

肝臓

①蛋白質代謝

②糖代謝

③脂質代謝

⑤薬物の代謝

④アルコールの分解

⑥ビタミンや鉄の貯蔵

⑦血液の浄化 クッパー

ゲームのキャラクターにもクッパーという名前がある！

クッパー細胞が種々の抗原や老化赤血球を貪食する

ビタミンＡ、Ｄ、Ｂ１２や鉄を貯蔵している

肝臓にある酵素でアルコールの９０％は分解されてアセトアルデヒドになる

このアセトアルデヒドを分解する酵素の働きの弱い人がお酒に弱い人となる

腸管から吸収されたアミノ酸から蛋白質を合成

また、色々なアミノ酸を合成する

余分なブドウ糖をグリコーゲンに変換して貯蓄

必要な時は逆にグリコーゲンをブドウ糖へ変換
絶食時など

胆汁酸は脂質の消化や吸収を

助ける

コレステロールの合成を行う

ブドウ糖が不足→蛋白質や脂肪からブドウ糖を作る

蛋白質や脂肪の過剰摂取でもブドウ糖へ変換する

このような働きを糖新生と呼ぶ
gluconeogenesis

glycometabolism

lipid metabolism

protein metabolism

合成されたコレステロールの８０％は胆汁酸の

生成に使用されて胆汁として十二指腸へ分泌

Kupffer calls

hemoperfusion

storage of Vitamins ＆ iron as Ferritin

decomposition of alcohols

drug metabolism

storage of glycogen

formation of plasma proteins



- 181 -

③肝臓の再生力のすごさ

肝臓は 切除されて残りが になっても再生する事が可能だと言われます。80% 20%
この事を利用して生きた人からの肝臓移植（ ）が行われています。生体肝移植

④肝臓の病気（肝炎や脂肪肝など）の解説

【肝炎の解説】

現在迄に解明されている肝炎ウイルスは です。 型肝炎の 種類と8 種類 A,B,C,D,E,F.G 7
年に発見（ここまで来るとアルファベット文字の並びなので次は かと思うかもしれませんが残念！）H 1997

された 型肝炎ウイルスの合計 種類です。TT 8

このうち （食物を摂取したり飲み水での感染）によるのが です。経口感染 型肝炎A,E
残りは非経口感染（輸血など血液による感染）です。

これらの 種類の肝炎のうち比較的頻度の高い経口感染による と、慢性肝炎8 A 型肝炎
や肝硬変から肝癌へ移行する事もある について簡単に解説します。B,C型肝炎

【 型肝炎】A
は最近は 。患者発生数 年に 人以下1 200

我が国では、海で取れるカキがこの 型肝炎の最も多い発生原因です。A
国立感染症研究所の集計では 年の でした。2009 A 45%型肝炎の はカキの摂取が原因
毎年カキを食べる機会の多い冬～春が最も多く 型肝炎が発生します。A

live-donor liver transplant

切除されても再生する！

その他インド、中国など海外での感染が約１０％

Ａ型肝炎ウイルス ８５℃、１分以上の加熱でウイルスは不活化（死ぬ）

Ａ型肝炎の症状
発熱（３８℃以上）で始まり黄疸の出現する事もある。症状や肝機能の

改善は早く、１～２ヶ月での回復が多い。慢性化は無い。ウイルスの

潜伏期は２～６週間。

Ａ型肝炎の症状 ＩｇＭ抗体陽性で診断が確定する

Ａ型肝炎ワクチン 予防接種は３回注射するが、２５年くらいの免疫力。２回接種で約２年の免疫力

海外渡航が短い人には免疫グロブリンの注射もある。

１回投与ですぐ免疫が出来るが効果は約３ヶ月間。

マウスの肝臓再生では肝細胞の肥大と分裂が起きる。

マウスの肝臓の70％を切除→肝細胞が1.5倍、平均0.7回

分裂して、元の肝臓の大きさになった。30％切除→

肝細胞は肥大するだけで分裂はしなかった。

カレントバイオロジー 2012
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④肝臓の病気（肝炎や脂肪肝など）の解説 続き
【 型肝炎】B

、肝炎ウイルスが発見されるまでは我が国では という仕組みが有り売血（ ）血液を売って金を得る
ばいけつ

～ 年代にかけて輸血によるウイルス感染が頻発していました。売血に終止符1950 1960
（ ）。が打たれたのは当時のライシャワー駐日大使 が刺される事件でした 年（ ）米国人 1964

、 。大使が輸血後肝炎になったのを契機に 1969年から輸血は総て献血で行われています

（ ）上記は厚労省肝炎対策推進室資料による
【 型肝炎ウイルスキャリアの経過について】B

（ ）殆どキャリアのままですが 殆どが ～ 歳代に肝炎を発症するが軽い場合が多く気付かない事もある10 30

（厚労省資料による 。10 15%～ は慢性肝炎となります ）

sero= conversionセロコンバージョン （ という意味でseroconversion 血液の中の血清
セ ロ コンバージヨン セ ロ けつせい コンバージヨン

という意味です。 が いう意味になります ）=変化する 血液（血清） 変化したと 。

110～140万人（推定）

Ｂ型肝炎ウイルスの保因者で無い人（ウイルスを持たない人）にＢ型肝炎ウイルスが感染したらどうなる？

ウイルスが血液に侵入した場合（針刺し事故や入れ墨等）、急性Ｂ型肝炎の形で発症するが、その場合

１０％がキャリアとなる。慢性化するのは約１％。希に激症肝炎を発症する。

Ｂ型肝炎ワクチン；３才までにＢ型肝炎ウイルスに感染するとキャリアになる可能性が高い

↓

１才までに３回接種が理想的（現在、任意接種となっている）

肝炎ウイルス（Ｈｂｓ抗原）発見は１９６４年だが、日本で血液検査に導入されたのは１９７２年

当初はＨｂｓ抗原はオーストラリア抗原と呼ばれていた

Ｂ型肝炎ウイルスのキャリア（ウイルス持続感染者）の

人数はどれくらい？

１９８６年以降の世代ではキャリア頻度は0.04％である。これはＢ型
肝炎ウイルス母子感染防止事業がこの年以降開始されたためである

このうち患者数は慢性肝炎５万人

肝硬変約２万人

Ｂ型肝炎ウイルスの模式図（ウイルスは２重構造になっている）

①ウイルスの一番外側がＨＢｓ抗原。このＨＢｓのｓはSurface（表面）という意味

②その内側がＨＢｃ抗原。ＨＢｃ抗原のｃはｃore（芯、中核）という意味。

③中央に核がありＨＢｅ抗原がある

このＨＢｅ抗原に対する抗体がＨＢｅ抗体。

Ｂ型肝炎キャリアの９０％程度が３０才になるまでにＨＢｅ抗体が出来る。

この事をセロコンバージョンと呼ぶ。この変化が起こった人は肝炎を発症しない。
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以下の治療方針は「今日の治療指針2011」による。

Ｃ型肝炎ウイルス（ＨＣＶ） ＨＣＶ暴露直後のインターフェロン療法や免疫グロブリン投与

の有効性は示されていない。薬の副作用の点からも推奨されない。

Ｂ型肝炎ウイルス（ＨＢＶ） ＨＢｓ抗原、抗体の測定（暴露直後に行う）

ＨＢｓ抗原陽性 ＨＢｓキャリアと判断→その後の処置の必要は無い。

ワクチン既接種者でＨＢｓ抗体

１０mIu/ml以上ある者 抗体が十分にあると判断される→無処置

ワクチン未接種者

ワクチン無反応者

直ちに高力価ＨＢｓ抗体含有免疫グロブリン（ＨＢＩＧ）

1000～2000単位筋注。

同時にＨＢワクチン接種開始

ＨＢＩＧと同時１回目接種、その後１，６ヶ月後の合計３回

１０μｇを筋注する。

血液検査は1～2ヶ月毎に6ヶ月まで肝機能、ウイルスマーカーをチェックする。

医療従事者の針刺し事故などに対する考え方、治療方針について

不飽和脂肪酸摂取量の多い人は肝臓癌リスクを低下させる？

国立がん研究センター研究班が国内の45～74才までの約9万人を11年間追跡調査して、サンマ、アジ
鮭、鯛などの脂肪に多く含まれる不飽和脂肪酸摂取量の多いグループの肝臓癌発生率が低かったと

報告している｡サンマなどの魚を毎日1匹食べる人は1週間に1匹食べる人の約1/3の癌発生率だったと
している。不飽和脂肪酸には抗炎症作用があるといわれ、慢性肝炎から肝癌になる過程を抑制した

のではないかとしている｡Ｂ，Ｃ型肝炎ウイルス感染者に限定しても同様な結果が得られたとしている｡
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④肝臓の病気（肝炎や脂肪肝など）の解説 続き
。 （ ） 。【 】C型肝炎 Ｂ型肝炎と同じ血液による感染です 食物を食べて感染 経口感染 する 型肝炎と異なりますA

型肝炎ウイルスの は と推定されています。C 感染者数（キャリア） ～ 万人150 200
型肝炎はウイルスに感染しても急性肝炎の形で発症する事は少なく（ 、C 不顕性感染）

また 事も特徴的でこの点が 型肝炎と異なっています。慢性化しやすい B

厚労省
肝炎対策推進室資料

【 型肝炎の診断】C

血液検査で調べます。 という血液検査ですHCV抗体
（ ） （ ） 。ＨＣＶは 肝炎という意味です ウイルス の略ですH C Vepatitis irus（C C型肝炎の )

【 型肝炎の治療】C

キャリアの ～ が慢性化 年で肝硬変65 80% 40% 20して、未治療の場合キャリアの は約
7%へ移行して となります。肝硬変から肝臓癌の発生する頻度は年間肝臓癌発生の原因

です 。現在、ウイルスを排除する治療法が行われています。（独立行政法人肝炎情報センター）

インターフェロンが効きやすい
型肝炎のタイプと、効きにくいタイプがあるC

リンパ球

ウイルスに感染した白血球やリンパ球が
産生する蛋白質（ウイルス増殖を抑制する）

白血球
効果は？

副作用

ＨＣＶ抗体模式図

約60nm

外
殻
蛋
白

m-RNA

更にプロテアーゼ阻害剤

Telaprevirを追加した併用
が(3剤の治療）が効果的。

Ｃ型肝炎ウイルス感染 約７０％はキャリアとなる

キャリアの６５～８０％は慢性化！

ＨＣＶ抗体陽性 ①Ｃ型肝炎ウイルスに以前感染して現在は治癒している人

②現在もウイルス持続感染(キャリア）している場合の２種類が考えられる

①ＨＣＶ抗体量を測定したり②ウイルス中心部のコア抗原や③遺伝子を調べて治癒しているのか

現在もキャリア状態なのかを鑑別する。

平均３０％でウイルスを駆除。リバビリンとの併用で

４０～５０％の治癒率(厚労省資料による）

インターフェロンとリバビリンの併用療法を４８週間投与→７２時間投与に延長

したら、治癒率が６０～７０％に上昇した(虎の門病院）

うつ状態(発生頻度数％）、脱毛などが起こる。インターフェロンの種類をβインター
フェロン等へ変更すると副作用が減るとの報告もある。

Ｃ型肝炎ワクチン→まだ実用化されたワクチン無し。現在研究中。

インターフェロンとは
インターフェロン治療
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Ｃ型慢性肝炎に対する３剤併用療法につい

最近従来のインターフェロンに加えてプロテアーゼ阻害剤のテラプレビル（テラビック；田辺三菱）

を加えた３剤併用療法が行なわれて、効果を上げているが副作用の問題もある。以下、解説する。

Ｃ型慢性肝炎治療の歴史

1979年 強力ミノファーゲンＣ（SNMC）承認
1984年 ウルソ承認

1992年 インターフェロン療法6ヶ月承認 2003年ペガシス単独療法1年承認
2004年 ペグインターフェロン＋リバビリン療法48週承認
2009年 １b高ウイルスのβインターフェロン＋リバビリン承認
2011年 プロテアーゼ阻害剤テラプレビル承認

約30％治癒

１b高ウイルスは5％と治癒低率

テラプレビルの3剤併用

テラプレビル12週間

ペグインターフェロン24週間

リバビリン24週間

Genotype,高ウイルス量、インターフェロン治療歴が無い患者対象

ウイルス量5.0 Log IU/ml以上

初回治療例では73％のウイルス陰性化。



- 186 -

④肝臓の病気（肝炎や脂肪肝など）の解説 続き
fatty liver【脂肪肝】

脂肪肝の正式な定義は肝臓の組織（肝小葉）の が見られる人30%以上に脂肪滴の蓄積
です。

脂肪肝の原因には 飲酒が原因の と 肥満、糖尿病などを原因とす① ②アルコール性脂肪肝
る の２種類があります。非アルコール性脂肪肝

は飲み続けると→肝硬変（アルコール性肝硬変）になります。①アルコール性脂肪肝
（ ）肝硬変になると食道の静脈が拡張する が出来たり お腹に水が貯まる事食道静脈瘤 腹水

が認められる事もあります。肝硬変になると肝臓癌が発生しやすくなります。

は良性疾患だと考えられていましたが、肝硬変になるタイプの②非アルコール性脂肪肝
ものがある事がわかってきました。

成人男性の約 が脂肪肝 約 が非アルコール性脂肪肝炎現在 ですが、このうちの30% 10%
。（ ）NASH: 20ナッシュ 年後に肝硬変になる危険性があると呼ばれて と言われています

脂肪肝を指摘された場合、肥満、糖尿病、脂質異常のある人は食事内容に注意する必要
があります。女性は、 ですが、 才以降は次第に増加40 %才以下は脂肪肝の頻度は数 40
して男女差が無くなります。これは、以前も説明しましたが、女性ホルモンには、善玉

、 。コレステロールを増加させ 悪玉コレステロールを低下させる良い働きがあるからです

正常に近い部分肝臓のコントラストが腎臓よりも強いので

肝腎コントラストの増強とも呼ぶ。

肝臓

腎臓

重度脂肪肝ではエコービームが入らずに

肝臓の下の部分が見えなくなる。

脂肪肝の腹部ＣＴ写真

正常肝臓は腎臓と同じ明るさで描出されるが

脂肪肝は肝臓が明るく写る。これをbright
liverと呼ぶ。

脂肪肝の腹部エコー写真 ＣＴでは脂肪の部分は黒く写る

臨床的には脂肪肝の診断は腹部エコー、ＣＴ等で行われる

非アルコール性脂肪肝炎(脂肪肝の10%）NASH NASH=Non Alcoholic SteatoHepatitis NAFLDはナッフルＤ
NASHはナッシュと呼ばれる
肝臓の先生方はこう呼んでいる

非アルコール性脂肪肝(脂肪肝の90%)NAFLD NAFLD=Non Alcoholic Fatty Liver Disease

esophageal varices ascites

non alcoholic fatty liver

青く小さく見える点々が肝細胞

alcoholic fatty liver

こ
れ
は
血
管

丸く白いのは脂肪、大小様々な脂肪が見られる

脂肪肝の顕微鏡写真
正常肝臓

ホタルイカが脂肪肝の改善に有効。イカにはタウリンが含まれるが肝脂質の減少がスルメイカでは約1割だったのに
ホタルイカ成分投与では約1/3迄減少したと報告されている。有効な成分が今後発見されるのかもしれない。
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⑤肝機能検査の項目（ガンマ など）の解説GTP

、肝機能の血液検査のうち飲酒などとの関連で皆さんもよく御存知のγ ガンマ ー（ ） GTP
ビリルビンAST GOT ALT GPT(以前は と呼ばれていました)、 ( )と、黄疸の指標ともなる

について解説します。
【γ（ガンマ）ー 】GTP

lutamyl rans eptidaseγー GTP G T P
グ ル タ ミ ル トランス ペプチダーゼ

肝臓は色々なアミノ酸（蛋白質の元になる）の や 或いは他の し合成 分解 アミノ酸へ変換
たりする化学工場だと書きました。このガンマ はその変換に働く です。GTP 酵素

体の中には があります。アミノ酸が幾つか結合したのを と20 種類のアミノ酸 ペプチド
呼びます。この はグルタミンというペプチドを分解して他のアミノ酸へ変ガンマ GTP
換させる酵素です。

最後の頁に詳しく解説します。【 （ 】AST GOT） これもアミノ酸を変換する酵素です。

この酵素は 、 、 などにも含まれています。赤血球 心臓 筋肉

と同様に肝臓の中にあります。 にも含まれますが、主に肝障害【 ( )】 腎臓ALT GPT AST
で上昇します。これもアミノ酸を変換する酵素です。

初めてγーＧＴＰ上昇指摘

されたら必ずエコーを受ける事

①γーＧＴＰは肝臓の肝細胞に存在。飲酒などで上昇する

②胆管上皮にもあるので胆管癌や総胆管結石などで胆汁分泌

が障害されたり、閉塞しても上昇する(閉塞性黄疸）。

cholangiocarcinoma

obstructive jaundice

アルカリフォスファターゼ（ＡＬＰ）もこの時には上昇する

事が多い。

ＡＳＴ（ＧＯＴ）は肝細胞内にある。肝炎など肝障害で上昇する。

赤血球にも含まれているので赤血球が破壊される溶血性貧血でも上昇
hemolytic anemia

心臓にも存在するので急性心筋梗塞でも上昇する。同時に筋肉内の

ＣＰＫ（ＣＫ）も上昇する。

筋肉にも存在するので筋炎などの筋肉障害でも上昇する。同時にＣＰＫ

も上昇する。ＣＰＫアイソザイムで心筋、骨格筋由来の鑑別が出来る。

γーＧＴＰ↑の人は

腹部エコーを受ける事！

アニメ、トランスフォーマーでお馴染みのトランスは変換という意味

○○アーゼというのは酵素という意味。例えばジアスターゼなど
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⑤肝機能検査の項目（ガンマ など）の解説 続きGTP
bilirubin【ビリルビン】

黄疸の指標 ビリルビンは赤血球中ビリルビンは肝機能検査においては となります。この
です。ヘモグロビンは脾臓で分解されます。のヘモグロビンの分解産物

【黄疸とビリルビン値】

一般的には総ビリルビン（直接ビリルビンと間接ビリルビンの数値の合計）が を越2.0
えると黄疸が見られれます。眼の と呼ばれるいわゆる白目の所を見ます。球結膜

し ろ め

医師の診察時には、 し、 します。ごく球結膜で黄疸を確認 瞼結膜で貧血が無いかを確認
軽い貧血は瞼結膜でもわかりにくい場合もあります。

このビリルビンが間接ビリルビン(非抱合型ビリルビン）。水に溶けないのでアルブミン
と結合した形で血中を移動する。

spleen hemolytic anemia

pancreatic duct

bile ducts

gallbladder

icterus

老化した赤血球は

脾臓で破壊される

赤血球中のヘモグロビン（Ｈｂ）は分解されて鉄を含むヘムとグロビンに分解される

ヘムは更に分解されてビリルビンとなる

間接ビリルビンは肝臓へ送られる

赤血球が破壊される溶血性貧血では

間接ビリルビンが上昇する

間接ビリルビンは肝臓内で水溶性の直接ビリルビン(抱合型ビリルビン）となる

直接ビリルビンの殆どは胆汁中へ排泄。直接ビリルビンが腸内で変化した物質の色が便の色

間接ビリルビン＋直接ビリルビン＝総ビリルビン値という事になる

球結膜

｢あっかんべー｣をすると、見られる下眼瞼の赤く

見える部分が瞼結膜

貧血が強いと瞼結膜が蒼白になる。皆さんも鏡で確認して下さい！

脾臓
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【最後の頁は肝機能検査の中の について少し詳しく追加解説します 】AST,ALT 。
少し専門的な話も含まれるので、化学（生化学）に興味がある人でないと難しいかも

この頁の資料はハーパー生化学（ ；丸善）等を参考にしています。しれません。 2011

はアミノ酸の変換酵素です。自然界にアミノ酸は 種類ほどありますが、人体AST 300
には あります。 と、いわゆる （体の中で20種類 非必須アミノ酸が 種類 必須アミノ酸12

） 。は作られないので食物から摂取する必要があると言われるアミノ酸 が あります8種類

。しかし、沢山の酵素（ ）必須アミノ酸も体の中で作る事は出来ます 数個から 個近い酵素60

が必要で代謝経路が長くなるので、必要なアミノ酸が充分補給出来ないのです。
そのため、食物から摂取する必要があります。

念のため言っておきますが、 広告料は頂戴していません！

【 （ )）とは】AST GOT

( )AST AS Tpartate Amino ransferase
アスパルテート ア ミ ノ トランスフェラーゼ

です。アスパラギン酸は非必須アミノ酸の一つ

アスパラガスの成分にもアスパラギン酸が含まれています。

OH

グルタミン酸のOH基のHをNa(ソーダ）に変えたものが

あの味の素（グルタミン酸ソーダ）です。

ONa

NH3

H

アスパラギン酸は疲労回復に効果があると言われますが、医学文献では効果が確認出来ていません。

（健康食品の安全性・有効性情報：独立行政法人国立健康栄養研究所のアスパラギン酸の項目参照）

アスパラギン酸は体内で合成されるわけですから、殊更健康食品として摂取する必要も無いでしょう。

ただアスパラに限らず野菜類は繊維分、ビタミンも多く積極的に摂取する必要があると思います。アスパラガス

アスパラギン酸の 変換させる酵素アミノ基を

アミノ基が無くなっている！

ＡＳＴはこの部分に作用するアスパラギン酸

味の素（グルタミン酸ソーダ）

非必須アミノ酸は多くの場合、体内で１個の酵素から作る事が出来る

アミノ酸とは？ 化学構造式にＮＨ２（アミノ基）とＲーＣＯＯＨ（カルボキシル基）を持つもの

アミノ基

左の化学構造式は体内で作られるグルタミン酸というアミノ酸
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【肝臓のアミノ酸代謝と腎臓の関係について】

肝臓が、合成や変換などの化学工場なら、 です。腎臓は排泄物を処理する最終処理場
肝臓と腎臓はアミノ酸代謝→排泄の点で関連が深くなっています。

NH2 アンモニア 尿素

アミノ基のNはチッソ。アミノ酸は肝臓でアンモニア→尿素へと変換され腎臓から排泄される。

（体にとって有害） （体には無害）

尿素はアミノ酸の最終代謝産物。アミノ酸はアンモニア（NH3)に分解されるが、人体
（特に脳）に有害である。アンモニアは肝臓の尿素サイクルで尿素に変換される。 尿素

窒素（N2）を測定して体内の尿素（NH2CONH2）量を推定出来る。
腹部大動静脈

腎静脈

尿素は腎臓から尿となって排泄

尿素窒素（urea nitrogen）とは尿素に由来する窒素という意味。血液の尿素窒素は
Blood Urea NitrogenでBUNとなる。ureaは尿素、nitrogenは窒素。副腎

このように、尿素が腎臓から排泄されるので腎不全のような腎機能低下

がある場合はチッソを含んだ蛋白質の食事を制限する必要がある。

BUNの上昇は従って、必ずしも腎機能障害
だけでなく蛋白質摂取の増加、消化管出血

などでも起こる（腎前性）。但し、蛋白質

摂取の影響は0～5mg/dl程度と少ない。

腎臓

尿管

総腸骨動静脈
腎不全になると、その他塩分、水分の制限が必要となる。

BUN80,クレアチニン8程度になると人工透析の準備段階。
シャント形成術などを行う。

2010年の1年間で人工透析の必要になった患者数は3万8千人。
そのうちの約44%の1万6千人は糖尿病性腎症が原因。

膀胱

尿素は尿中へ

腎機能の指標としてクレアチニンがある。これは筋肉へのエネルギー供給源であるクレアチンリン酸の代謝産物

アミノ基 クレアチニン総量は筋肉に関係するので筋肉量の多い男性の方が

女性より正常値はやや高く、0.6～1.2（女性0.4～1.0）

クレアチニンの化学構造式

血中クレアチニンと1日蓄尿した尿中クレアチニンからクレアチニン-クリアランスが計算される。
これは腎機能の指標として用いられる。ほぼ腎糸球体濾過量に近い。

BUN(血中尿素窒素）とクレアチニンは腎機能の指標として用いられる。慢性腎不全などでは次第に上昇してくる
事があるが、ある一定以上値になると人工透析（血液透析）が必要になるので腕などにシャント形成術（動脈と静脈

を吻合する小手術）を行って透析準備に入る事になる。
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平成 年 月【わかりやすい眼、鼻、耳の話】 23 10

今回は目、鼻、耳の解剖、働きや病気について解説します。

鼻の病気に関しては、私自身も 才頃からスギ花粉症と付き合ってきましたので、30
アレルギー性鼻炎なども解説します。

①眼の病気（白内障や緑内障などについて）
②鼻の病気（蓄膿＝慢性副鼻腔炎やアレルギー性鼻炎などについて）
③耳の病気（中耳炎、めまいを起こすメニエ ル病などについて）ー

①眼の病気（白内障や緑内障などについて）
例によって眼の解剖から始めます。ちょっとグロテスクなイラストですが、下図を見て
下さい。

前頭骨
上眼窩裂

拡大

下眼窩裂

神経
から
脳へ
伝達

superior orbital fissure
optic canal

coronal suture

frontal bone

inferior orbital fissure zygoma

visual center

brain stem

optic nerves

cerebrum

cerebellum

目の窪み(眼窩）には神経や血管の通る幾つかの穴がある。
(正確には骨と骨の隙間）

orbital cavity

眼球は６つの眼筋(外眼筋）
で動く。

視神経視神経
optic nerves

視神経は視神経管という

穴を通って脳内へ入る。

頰骨 頬骨は触れる事が出来ます

視神経は脳幹（中脳）へ情報を伝達する

↓

情報は後頭部の視覚中枢へ伝達される

後頭部に視覚中枢がある

緑と赤の部分が後頭葉

の視覚中枢

optic chiasm

両眼球部分での水平断面図

視交叉

脳幹

冠状縫合

眼球

大脳

視神経

脳幹 小脳
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頭蓋骨前面の解剖と眼窩の解説

前頭骨

視神経孔 眼窩上孔（眼窩切痕）

（視神経管）

頭頂骨
上眼窩裂 鼻骨

蝶形骨
下眼窩裂

側頭骨

頬骨

頬骨顔面孔
上顎骨

下顎骨

鋤骨（じょこつ）

篩骨垂直板
眼窩下孔 篩骨垂直板、鋤骨、鼻骨軟骨

の３つを合わせて鼻中隔と呼ぶ

オトガイ孔

右側眼窩拡大

上眼窩裂

下眼窩裂

眼窩下溝

視神経管

蝶形骨大翼頬骨
涙骨窩眼窩板

（篩骨）

上顎骨

視神経､眼動脈が通る

眼窩下孔
５番目の脳神経である三叉神経

第２枝の上顎神経（Ⅴ2）が通る｡

５番目の脳神経である三叉神経第３枝の下顎神経（Ⅴ3）が通る｡
(下顎動静脈も通る)

正確には分岐したオトガイ神経

正確には分岐の眼窩下神経
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①眼の病気（白内障や緑内障などについて）続き 眼の解剖

眼とカメラの仕組みは同じです。【眼球の解剖】

怒っている人（交感神経興奮状態）の目を見るのは難しいかもしれませんが、
眼の大きさを一度見て下さい！大きくなっているかもしれませんよ。

、 （ ）。農薬 有機リン サリン 副交感神経刺激 縮瞳（ ）や などは 作用があり 瞳孔が小さくなる
眼に光が入らないので目のかすみなどが見られます。

医師は急患で中毒が疑われた場合には必ずこの瞳孔の大きさを見ます。
正常では ですが（ 瞳孔の大きさ瞳孔の大きさは ～ ㎜2.5 4 皆さんも自分の目を鏡で見て下さい 、）
が を 、 を と呼びます。2 5㎜以下 縮瞳 ㎜以上 散瞳

前頭骨

蝶
ちよう

形
けい

骨
こつ

涙
るい

骨
こつ

篩
し

骨
こつ

上顎骨

鼻骨 頬骨

上顎洞

瞳孔
pupil

dilator pupillae

sphincter pupillae

miosis

mydriasis

nasal cartilages

lacrimal bone

ethmoidal bone

frontal bone

maxilla
zygoma

sphenoid

目の窪み（眼窩）下側は骨が薄くて骨折しやすい

サッカーボールが当たったり

交通事故で起こりやすい。 外眼筋

視神経

上顎洞の空洞部分へ骨折するので眼窩底骨折を吹き抜け骨折と呼ぶ

吹き
抜け
骨折

extra-ocular muscles

眼球

眼窩は７つの骨で構成される

眼窩の下側（眼窩底）は薄くて弱い

虹彩

iris

虹彩はカメラの絞りと同じ働きをする。

入ってくる光の量を調節する

虹彩のメラニン色素量などで眼の色が決まる。

色素が多い→黒、茶色。色素が少ない→ブルーなどとなる

虹彩の中には瞳孔を大きくしたり小さくする筋肉がある。

瞳孔を大きくするのが瞳孔散大筋で暗い時や交感神経刺激

で、目が大きくなる！dilator pupillae

虹彩はカメラの絞りと同じ！

逆に瞳孔を小さくする筋肉が瞳孔括約筋。明るい時や副交感神経刺激で瞳孔は

小さくなる。眼の検査を受けると、点眼薬で眩しく感じる経験をした人がいると

思うが、副交感神経遮断薬（ブロック）の点眼薬である。

副交感神経ブロック→交感神経優位→瞳孔散大→眩しい！という事になる。
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①眼の病気（白内障や緑内障などについて）続き 眼の解剖

視神経

硝子体
水
晶
体

虹彩

毛様体

毛様体

choroid

retina

optic nerves

cornea

iris

cilia

crystalline lens

vitreous body

①眼球の一番外側の白い部分を強膜と呼ぶ

②強膜の下にあるのが脈絡膜

③一番下側が網膜

眼球の中には硝子体というゼリー状の透明な物質が入っている。

硝子体の９９％は水分でクッションの役目を果たしている。

角膜や水晶体には血管が通っていないので

この房水によって栄養されている

毛様体には筋肉があってこの筋肉の収縮や

拡張で水晶体の厚さを調節している

sclera

強膜の透明になった部分が角膜

視神経

角膜と水晶体（レンズ）の間には房水という

栄養分を含んだ液体が入っている。

cilia



- 195 -

①眼の病気（白内障や緑内障などについて）続き

cataract【白内障】
皆さんも御存知だと思いますが、白内障は一種の です。 水晶体（レンズ）が老化現象
白濁します。 があると言われます。 、 等も白内障60 70%歳代の に白内障 紫外線 糖尿病
の原因になります。サングラスをかけるのも有効です。

【白内障の治療】
現在は が一般的に行われます。手技自体は短時間なので日帰水晶体超音波乳化吸 引術

にゆうかきゆういんじゆつ

り手術（外来）となります。手術費用は の自己負担となります。3 5割負担で約 万円

白内障は以前は と呼ばれていました。白底翳
しろそ こ ひ

glaucoma【緑内障】
（日本眼科学会 。我が国の 。 の緑内障罹患率失明原因の第 位 才以上1 40 約 5% ）

緑内障を理解するためには について知っておく必要があるので簡単に説明します。眼圧

mmHgは血圧の単位と同じ

完成！

intraocular pressure

翳（ひ）という漢字は影（かげ）を意味している

角膜やレンズの間には房水があって大気圧より

やや高めの圧力（眼圧）になっている

つまり、人間の眼は大気圧より１０～２０mmHg高い
圧力で眼の内側から押しているという事になる。

眼圧の平均値は１０～２０mmHg（平均１４．５）
（日本眼科学会ＨＰ参照）

大気圧眼圧（眼内圧）

房水という液体が入っている

①水晶体前面を超音波で破壊 ②水晶体内容物を吸引 ③人工レンズを挿入

透明な水晶体（レンズ） 水晶体（レンズ）が白濁

実際の白内障患者の写真

白濁した水晶体

角膜
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①眼の病気（白内障や緑内障などについて）続き
glaucoma【緑内障】

（ ）緑内障には眼圧の高くなるタイプと正常眼圧でも緑内障になるタイプ 正常眼圧緑内障
がありますが、眼圧の高くなるタイプの緑内障について説明します。
前頁で説明した 事で眼圧が高くなります。房水が眼球内から排泄されない

正常の眼底写真

房水の産生を抑制したり、排泄を促進する が用いられます。【緑内障の治療】 点眼薬
閉塞性偶角緑内障緑内障の中で、排泄する部位が完全に閉塞して急激に眼圧が上昇する

と呼ばれるタイプは眼圧降下後、 や外科的治療が必要です。 強いレーザー虹彩切開術
）。頭痛 眼痛などが出現し放置すると失明します、 （頭痛があるので内科を先に受診する事もあります

角膜

虹彩

拡大

眼
圧
上
昇

毛様体

緑内障では眼圧が上昇して視神経乳頭を圧迫

→乳頭陥凹が大きくなる。乳頭陥凹の拡大。

視神経がが集まったこの部分を視神経

乳頭と呼ぶ（大きな赤丸部分）

正常者でも視神経乳頭中心部付近は窪んでいる。

この部分を乳頭陥凹と呼ぶ（小さい部分）

緑内障患者の眼底

左の正常者の眼底視神経乳頭部と比較して明らかに乳頭陥凹部

が拡大しているのが分かる。

房水はシュレム管という管から排泄される

毛様体で房水が産生される

房水がシュレム管から排泄出来ずに

房水が増加して眼圧上昇するのが緑内障

視神経圧迫→視神経細胞障害→視力障害、視野欠損

正常な房水の生産、排泄 房水の排泄が上手く出来ない 房水増加→眼圧上昇→視神経圧迫

視神経
optic nerves

房水

房水
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①眼の病気（白内障や緑内障などについて）続き
【正常眼圧緑内障】
緑内障患者の がこの正常眼圧緑内障です。眼圧が正常でも何故緑内障になるの約 70%
か？→ ためだという説が最近は支持されているようです。視神経が圧力（眼圧）に弱い

心配な方は や視力、視野の検査を眼科で受けて下さい。眼底の検査
内科でも で視神経乳頭付近だけなら簡単に見る事は出来ます。検眼鏡
最近の先生は余り使用しないかもしれませんが、頭部 も無かった時代にはCT

脳腫瘍で脳圧が亢進すると が出現するので診断に有用でした。視神経乳頭の浮腫

【ブドウ膜炎】
、 、 の つの部分を一緒にして と呼びます。ブドウ膜① ② ③ ブドウ膜虹彩 毛様体 脈絡膜 3

の名前の由来は、眼球の一番外側の白い膜（強膜）を剥がした後の脈絡膜がブドウの皮
のように見えたからだと言われています。

）【 】 （ぶどう膜炎の原因 ベーチェット病 難病指定；平成 年現在約 万７千人：難病情報センター20 1

、 。サルコイドージス等の特殊な疾患の他に やウイルス感染などでも起こります細菌感染
細菌感染の場合には抗生物質で治療します。不潔なレーシック治療で逮捕された眼科の
治療を受けた人には、細菌感染による角膜炎やこのブドウ膜炎を起こした人もいます。

【加齢黄斑変性症】
か れ いおうはんへんせいしよう

光

uveitis

iris

cilia

chorioid

uvea

Behcet's disease

macula lutea

optic disk

ぶどう膜炎の写真

虹彩炎を起こしているので水晶体と虹彩が癒着して瞳孔の形が不整になっている。

角膜炎も起こしているため角膜が白濁している。

黄斑は網膜の中で最も物体を見る事の出来る場所。

黄斑中心部（中心窩）には血管が無い。

加齢黄斑変性症の眼底写真

黄斑部の浮腫、剥離が確認出来る

物が歪んで見える、視力障害、

視野欠損などが起こる

視神経乳頭

黄斑

２０㎝程度の大きさの検眼鏡

先端を取り替えれば検耳鏡にもなる

①虹彩

②毛様体

③脈絡膜

この３つを合わせてブドウ膜と呼ぶ
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②鼻の病気（蓄膿＝慢性副鼻腔炎やアレルギー性鼻炎などについて）
【鼻の解剖】
また、グロテスクなイラストですが、今度は鼻の解説で使いました。

【 】この中鼻甲介や下鼻甲介が鼻閉の原因になるのなら全部取ってしまえば良いのでは？

鼻

舌

nasal septum

middle concha

inferior nasal concha

鼻の軟骨を取り除くとぽっかりと穴が開いている！

この付近は触って確認出来る。鼻の柔らかくて動く所

が鼻軟骨。軟骨の下はこのように空洞になっている

この部分を空気が通っていく

上図の骨（甲介）に粘膜を付けると下図のようになる

この黒い部分を空気が通る。

アレルギー性鼻炎などで粘膜が腫脹すると右図のように空気の

通り道（鼻道）が閉塞する。これが鼻詰まり（鼻閉）

しかしこうしてしまうと①冷たい空気が直接肺（気管支など）に入ってくる

②小さな異物が直接肺に入ってくる③粘膜で加湿される事が無いので乾いた

空気が肺に入ってくるので具合が悪い。

鼻中隔

中鼻甲介

下鼻甲介

中鼻甲介

下鼻甲介

中鼻甲介

下鼻甲介

鼻中隔

粘膜が腫脹して空気が通らない！

これなら空気が良く通って鼻もスースーする！
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②鼻の病気（蓄膿＝慢性副鼻腔炎やアレルギー性鼻炎などについて）
【鼻の解剖】

【鼻の粘膜の電子顕微鏡写真】

中鼻甲介や下鼻甲介上の粘膜で余計に空気と触れあう事が出来る

鼻粘膜で暖められて加湿される。

アレルギー性鼻炎の症状の強い人には下鼻甲介の一部をレーザー等で

切除して鼻閉を軽くする事もある。
nasal obstruction

goblet cell

鼻から気管支までの粘膜には腺毛と呼ばれる組織がある。

波打つような運動で異物を排除する。

この細胞は杯細胞と呼ばれる。粘液を出して異物を排除する

鼻水などの生産部位でもある。

左電顕写真は腺毛が少なく杯細胞が多い。このように鼻から

気管支まで繊毛が多い場所や杯細胞が多い場所などある。
痰

杯細胞 喫煙は腺毛、杯細胞の障害を起こす。勿論

肺癌などの原因ともなる。

腺毛細胞
痰が絡みながらも喫煙する人の気持ちが理解出来ない

気管から下の部分は異物を外に押し出す運動を腺毛が行う。この線毛運動

のよって押し出される異物が痰という事になる。

これは異物

allergic rhinitischronic sinusitis
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②鼻の病気（蓄膿＝慢性副鼻腔炎やアレルギー性鼻炎などについて）
chronic sinusitis【蓄膿＝慢性副鼻腔炎】

副鼻腔というのは頭蓋骨の です。 あります。いずれの副鼻腔も空洞 副鼻腔は全部で つ4
頭蓋骨を軽鼻と通じていて空気が出入りしています。副鼻腔が空洞になっている事で①

していて、また②空気が入っていることで しています。く 環境の温度変化に対応
）（二重窓のような感じになっているというわけです

【蓄膿は何故、直りにくいのか？】
下図のように副鼻腔炎の最も多い上顎洞は鼻と交通していますが、上顎洞の上の部分で
しか連絡していないので、炎症で膿が貯まった場合、排出が困難な事も一因です。

上顎洞の出口が※細菌感染により、粘膜が腫脹して
され膿が排出されない事も慢性化の原因になる。閉塞

【蓄膿の原因と治療】
原因は感冒から起こる や など。急性副鼻腔炎の慢性化 アレルギー性鼻炎

、 ）治療としては抗生物質 内服 ネブライザー噴霧 吸入 抗生物質や抗炎症剤を含有（ ） 、 （
などがあるが直りにくい事が多い。
難治の場合には手術を行う。最近は内視鏡による手術（ ）が行われる。ESS

副鼻腔炎のレーザー手術は両側で約 ～ 万円20 30

自己負担 割で約 万円前後。3 8

副
鼻
腔
炎
の
原
因
は
感
冒
な
ど
の

ウ
イ
ル
ス
感
染
で
あ
る
。
抗
生
物
質

の
使
用
は
議
論
の
あ
る
所
だ
が
細
菌

感
染
が
生
じ
れ
ば
使
用
す
る

前頭洞

frontal sinus
球結膜

虹彩

鼻中隔

篩骨洞

middle concha

中鼻甲介

ethmoid sinus

瞳孔

膿が貯留しても上顎洞出口は上部１カ所だけなので

膿が排出しにくく直りにくい→慢性化しやすい

上顎洞

inferior nasal concha
下鼻甲介 maxillary sinus

前頭洞 ＥＳＳ（Ｅndoscopic Ｓinus Ｓurgery）内視鏡下副鼻腔手術

内視鏡によるレーザーを使用した手術などで

上顎洞の切除、病的粘膜切除などを行う

穴が開けられた事で空気が

良く通るようになる

内視鏡手術（ＥＳＳ）

穴が大きく開けられた事で鼻からの空気も良く入る。

ネブライザー噴霧も良く入るようになる。また、酸素を

必要としない細菌（嫌気性菌）は繁殖しにくくなる。
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③耳の病気（中耳炎、めまいを起こすメニエ ル病などについて）ー
【耳の解剖】

【外耳、中耳、内耳の区別】

の名前の由来は から、 は布などを打って柔らかくする台から①ツチ骨 木槌 ②キヌタ骨
き づ ち

は馬に乗る時に鞍の下の足をかける からそれぞれ由来しています。③アブミ骨 鐙
くら あぶみ

②キヌタ骨

三半規管

鼓膜の写真。耳小骨が見える。

耳鼻科で無くても検眼鏡と耳鏡を

兼ね備えた器具があるので見る事が出来る ①ツチ骨

聴神経

鼓膜 外耳道 cochlear duct
ear canal

口
腔
内

耳管
Eustachian tubemalleus

①ツチ骨
incus

②キヌタ骨
stapes

③アブミ骨

ツチ骨、キヌタ骨、アブミ骨の3つ
を耳小骨（auditory ossicles）と呼ぶ。

耳管には腺毛があって耳から口腔内へ

異物を移動させるような運動をしている

鼓膜からの振動がこれらの３つの

骨を振動させて内耳へ音が伝わる

鼓膜
tympanic membrane(TM)

tympanic cavity
耳小骨のある部分。鼓室とも呼ばれる

空気が入っている。
中耳

三半規管と蝸牛管が入っている。内耳
三半規管

三半規管は回転運動を感知する。

蝸牛管は聴覚に関与する。三半器官

の異常はめまいの原因になる。
蝸牛管

内耳からの音や、回転、平衡感覚の情報

を脳に送ります。

耳管

acoustic nerve

聴神経

外耳

the three semicircular canals

卵円窓
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③耳の病気（中耳炎、めまいを起こすメニエ ル病などについて）ー
私の子供も 人とも中耳炎にかかりました。【中耳炎】 3

中耳炎は子供が良くかかる病気です。感冒などの咽頭炎などからウイルスや細菌が耳管
を通して中耳に入り込んで細菌感染を起こすために起こります。何故、小児が罹患しや
すいか？→それは、小児では口と耳を連絡する なので、咽頭炎な耳管が大きくて直線的
どの細菌が大人に比べて中耳に到達しやすい事によります。

【中耳炎（急性）の治療】
抗生物質の内服 鼓膜切開 鼓膜チューブ挿入、 、慢性化してくると（滲出性中耳炎など）
などが行われます。

【慢性中耳炎；慢性中耳炎の中の真珠腫性中耳炎について】
中耳炎が慢性化（多くは ）して鼓膜上皮が肉芽腫形成したりして真珠のよ滲出性中耳炎

。うに見えるところから真珠腫性中耳炎と呼ばれます。難聴 伝音性難聴（ ）の原因になる事もある

痛い
！

ツチ骨

normal tympanic membrane

tympanotomy otitis media with effusion

conductive deafness

ossicular prosthesis

小児の耳管は直線的で太い！

鼻咽腔内のウイルスや細菌が大人に比べて中耳に到達しやすい

中耳内の化膿した様子が鼓膜を

見れば分かる→診断可能

手術で人工耳小骨を入れる事もある

鼓膜が陥凹して中耳内へ→肉芽腫形成

→骨破壊を起こす事もある→難聴となる

鼓膜を切開して膿を出す
チューブ挿入して排膿する

我が家の長男も一時これをして

もらった事がある

正常鼓膜 中耳炎の鼓膜

otitis media

（軽度の発赤や鼓膜膨隆程度の事もある）

中耳炎ガイドラインでは鼓膜所見、発熱、耳瘻

などから軽症～重症に分類している

鼻咽腔内の細菌、ウイルスが耳管経由で感染するのが最も多い。

肺炎球菌、インフルエンザ桿菌が半数以上

軽症例では抗菌薬非投与３日間観察後

サワシリン、クラバモックスなどを投与

（中等～重症例）

抗生物質の併用

真珠腫性中耳炎

（鼓室形成が原則）
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③耳の病気（中耳炎、めまいを起こすメニエ ル病などについて）ー
【メニエ ル病】めまい（回転性めまい 、耳鳴りなどが起こる病気ー ）

皆さんも良く名前を聞く事があると思います。メニエール病のメニエールはフランス人
医師の名前で ー とも呼ばれます。厚労省の ですが、医療費補メニエル 氏病 特定難病疾患
助疾患ではありません。 に多く見られます。30 40～ 才の女性

【めまいを起こす原因となる三半規管など内耳の働きについて少し説明します】

【体が水平方向に回転したらどうなる？】

蝸牛管は音を伝える。カタツムリ

に似ているのでこの名前である。

カタツムリを漢字で書くと蝸牛。

聴神経

the three semicircular canals

acoustic nerve
拡大

ampulla hair cell

この毛の部分がリンパ液の移動

と共にゆらゆら揺れる。

リンパ液の流れ

毛も同じ方向へ揺れる

ユラユラした毛の機械的な動き

は、この部分で電気信号へ変換

→聴神経→脳へ伝達される

三半器官の付け根（膨大部）には下図のような毛の生えた有毛細胞と呼ばれるものが存在する！

半円状の規管が３つあるので三半規管

と呼ばれる。規管はチューブ（管）

という意味

カタツムリに似ている

蝸牛管（カタツムリ管）
三半規管と蝸牛管にはリンパ液が

入っていて、リンパ液で連絡している

水平半規管

水平方向の回転運動

体が回転すると、リンパ液も回転！

体は水平方向の回転を感じる。

体が止まってもリンパ液は急には

止まれない！回転しているように

感じてしまう、というわけ！

３つの規管がある事によって、色々な方向の回転を感知できる
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③耳の病気（中耳炎、めまいを起こすメニエ ル病などについて）続きー
【人間は音の高低や強さをどういう仕組みで感じるのか？】
蝸牛管（カタツムリ管）で音を感じます。その内部は丁度立体駐車場のように仕切られ
ています。下図のようにアブミ骨が振動すると蝸牛管の中のリンパ液が動きます。

若者がたむろできないようになる！
私には当然この周波数は聞こえないです。
最近は携帯電話、 でもこの周波数をsmartphone

試せます。

蝸牛管断面図

拡大

音

音で鼓膜が振動→アブミ骨の振動

→リンパ液の振動が順次伝わる

アブミ骨

蝸牛管の中には基底膜があってリンパ液

の動きを感知している
蝸牛管上部の基底膜は幅が広くて

柔らかい→低い周波数に同調して

振動→低い音を聞き取る

蝸牛管下部では基底膜の幅が狭く硬い

ので、高い周波数に同調して振動→高い

音を聞き取る。

基底膜

人間は低い音で周波数２０Ｈｚ（ヘルツ）、高い音で２万Ｈｚ

の音を聞き取れる。加齢と共に基底膜の高周波振動部分が

振動しにくくなり、聞き取れなくなる。

この基底膜の振動はギターの弦と同じ理屈である。

細くて硬い弦が高い音、太くて柔らかい弦が低い音を出す

拡大

これを利用したのがモスキート音。モスキート音の

周波数は１万７０００Ｈｚ。当然私は聞き取れない。

蝸牛管の中のリンパ液は壁で仕切られていて内リンパと

外リンパに分かれる。メニエール病の原因とも関連する

ので次頁で解説する。蝸牛神経

情報は脳へ送られる
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③耳の病気（中耳炎、めまいを起こすメニエ ル病などについて）続きー
【メニエ ル病の原因、症状、治療】ー

Meniere disease
メニエール病は蝸牛管の中の で起こります。蝸牛管は音を聞く器官ですリンパ液の異常
が、 のでめまいも起こります。三半規管ともリンパで連絡し合っている
メニエル病の典型例では① ② ③ が見られます。難聴 めまい（回転性） 耳鳴り
回転性めまいというのは天井がグルグル回るめまいです。回転性めまいがあれば多くの
場合は、耳（三半規管）の障害です。

大脳、フラフラするめまい（ と呼びます）は耳から来ることもありますが動揺性めまい
などで起こります。小脳等の血管障害、自律神経異常、ストレス

【メニエ ル病の治療】ー
などの内服を行います。回復しても数ヶ月後に再発する事の多い病気です。抗めまい剤

難治の場合には手術（ ）が行われる事もあります。内リンパ嚢解放術
のうかいほうじゆつ

vertigo

endolymphatic hydrops

メニエール病では内リンパ液が増加して（内リンパ水腫）

外リンパ液との境界壁を圧迫して、時には壁を破壊する。

このリンパ液の流れの異常が難聴や回転性めまいを起こす。
内リンパ

外リンパ

内リンパ液の増加で壁を圧迫、破壊する

外リンパ拡大
メニエルの原因は特定されていないがストレスなども大きな

原因となっている。

良性発作性頭位めまい症

めまいを起こす他の疾患について

endolymphatic sac

めまいは数十秒程度で収まり、その後は１日中何ともなかった

私も数年前に罹患した！

私も経験したので良くわかりますが、これは例えばベッドから起き上がった時にだけめまい（回転性めまい；天井

がグルグル回る感じ）が起こるがしばらくしたらめまいが止まる疾患。これは耳石器から外れた耳石が半規管に浮

遊する事で起こる。１ヶ月程度で直ると医学書に記載してあるが、その通り私も１ヶ月で自然に治った。

この治療方法として頭をある一定の方向に向けてベッドで寝ておくエプリー法というのがあるので、もしこの疾患

にかかったらネットで動画も見る事が出来るので検索して試してみたら良いかもしれない。私は試さなかったが。
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平成 年 月【わかりやすい口腔から直腸まで消化管の話】 23 11

今回は口腔（唾液腺）から直腸までの を消化、吸収に関係する器官の働きや病気の解説
します。

①口腔（唾液腺）の解説 ②食道の病気
③胃の働きと病気について ④小腸の働きと病気について
⑤大腸の働きと病気について

①口腔（唾液腺）の解説

消化管は食道から始まると思うかもしれませんが、口から消化は始まります。
、 。 、食べ物を する事から始まりますが も消化を助けます 唾液腺の解剖咀嚼 唾液腺の分泌

働きから解説します。

唾液腺には、① ② ③ があります。１日１リットル以上の唾液が分泌耳下腺 顎下腺 舌下腺
されます。 このうち消化に関係する唾液を出すのは耳下腺だけで、 というプチアリン

を出します。消化剤で使用するジアスターゼと同じ成分です。デンプンを分解する酵素

（ ）submandibular gland submaxillary gland

【御飯を良く嚼んでいたら甘く感じるのは何故か？】

これは御飯のデンプンが唾液によって、 などの に分解されるからです。麦芽糖 2糖類
ブドウ糖や果糖は単糖です。ちなみに、 は と が合体した です。砂糖 ブドウ糖 果糖 2 糖類

御飯は良く嚼んで甘みを感じましょう！麦芽糖 ブドウ糖は 同士が 個合体した です2 2糖類 。

salivary glands

parotid gland

耳下腺は耳の前にあるが正常では触れない。唾液は口の中の

頬の粘膜から分泌される。上顎の奥歯の付近の頬の粘膜に唾液腺

開口部（出口）がある

①耳下腺

耳下腺管

②顎下腺

sublingual gland

顎下腺の消化作用は少ない。唾液は舌の下部に分泌される。

③舌下腺

舌下腺の唾液も消化作用は少ない。粘稠な唾液で食物を湿潤化

させる働きと、粘膜保護作用がある。唾液腺には粘液細胞と漿液細胞

がある。
ムチン分泌 消化酵素と電解質を分泌

耳下腺には粘液細胞は無い。漿液細胞のみ

舌下腺は粘液細胞の割合が多い
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①口腔（唾液腺）の解説 続き

漿液性 唾液腺は交感神経刺激で耳下腺の唾液は といってサラサラした分泌液です。この
します。ストレスでは唾液分泌も低下して御飯もまずく感じます。胃などの分泌が低下

消化管の働き全体も低下します。ストレスが多いと口腔内が粘稠になり虫歯になりやす
いという報告もあります。

【流行性耳下腺炎】
耳下腺の病気で皆さんにも馴染みなのは です。流行性耳下腺炎（おたふくかぜ）

この 程度です。以前は予防接種でこの流行性耳下腺炎とウイルスの潜伏期は ～ 日10 14
麻疹、風疹の予防接種（ ワクチン)が行われていましたが、無菌性髄膜炎の報告がMMR
あり、現在は流行性耳下腺炎の予防接種は単独の任意接種となっています。
現在も流行性耳下腺炎を除く麻疹、風疹の２種類の ワクチン任意接種は行われています。MR

食道は口から胃まで続く です。胃まで食物を②食道の解説 ～ ㎝の管25 30
運ぶ働きをします。消化液などの分泌はありません。

【何故、食べ物を食べる時に気管に入っていかないのか？】
それは、気管の一番上に という蓋があって，食べる時には閉じて食物が気管に喉頭蓋
入らないような仕組みになっているからです。

mumps

左図は胃や肝臓の位置が少し上に描かれているが、実際は

もう少し下に位置する。食道と胃の間には横隔膜が有り、

胃液が食道に逆流しないようになっている。

25~30cm食道

肝臓

胃

胆嚢

epiglottis

舌

喉頭蓋という蓋は通常は開いていて空気が気管へ入る 食物が食道を通過する時には

喉頭蓋が閉じる

aspiration pneumonia

高齢になると、食物が気管に入って

嚥下性肺炎の原因となる鼻腔

口
腔
か
ら
喉
頭
蓋
ま
で

が
上
気
道

上
気
道

喉頭蓋
食
道

気管気管
食道

salivary glands

耳下腺には粘液細胞が無く、漿液細胞のみである。顎下腺は漿液細胞を主体とする混合腺

であり、舌下腺は粘液細胞を主体とする混合腺である。唾液腺は延髄上唾液核などの

交感神経と胸髄（Th1~4)の副交感神経で支配されている。
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②食道の解説 続き
reflux esophagitis【逆流性食道炎】

胃液（ ）が逆流して食道の粘膜が炎症を起こして胸やけなどの症状が起こります。胃酸

これは がある事と食道下部に という筋肉があるため横隔膜 食道下部括約筋
です

とも呼ばれます滑脱型食道裂孔ヘルニア
かつだつかた

【逆流性食道炎の治療】
以前は （胃酸を中和させる）等が主に使用されていました。胃酸の は と制酸剤 PH 1~2
強酸性です。俗に重曹と呼ばれる など幾つかの制酸剤があり、太田炭酸水素ナトリウム
胃酸などには 種類の制酸剤が使用されています。4

最近では や という薬が主に使用プロトンポンプ阻害薬 （ヒスタミン２）ブロッカーH2
テレビ で という名前を聞いた事があると思いますが、あの薬です。されています。 CM ガスター 10

これらの薬は胃壁から分泌される するため、 や胃酸そのものの産生を抑制 逆流性食道炎
、 などに効果を発揮します。胃炎 胃潰瘍

食道

esophageal sphincter

逆流

腹大静脈 食道

esophageal hiatus

胃酸

逆流

腹大動脈
abdominal aorta

esophageal hiatus hernia

sliding esophageal hiatus hernia

胃腺

胃腺から胃酸が分泌される

胃酸分泌を刺激するのがヒスタミン（Ｈ）２

Ｈ2ブロッカー（テレビCMで名前を

聞くガスターなど）が胃酸分泌抑制

食道括約筋の働きが悪い、或いは食べ過ぎて胃酸が逆流すると

胸やけが起こる。妊娠など腹圧が上昇しても起こる事がある。

高齢者では食道括約筋の働きが低下しやすい。

ＰＰＩ（Ｐroton Ｐump Ｉnhibitor）
胃壁細胞のプロトンポンプに作用して胃酸分泌抑制

（パリエット、タケプロンなど）

正常では胃酸は逆流しない

胃酸

胃酸

横隔膜を下から見上げた所

胃
の
上
部
が
横
隔
膜

左図は横隔膜を下から見上げた所です。食道や血管が

通る穴を裂孔と呼ぶ。食道が通る穴は食道裂孔と呼ぶ。

食道が通る穴が食道裂孔

食道裂孔周辺の筋肉が弱くなって胃の一部が

横隔膜を超えるのが食道裂孔ヘルニア

筋層

胃粘膜 拡大
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②食道の解説 続き
esophageal cancer【食道癌】

で、これは です。食道癌の発生頻度は年間約 万人1 胃癌発生頻度の約 1/10
6 90% 50男性は女性の約 倍 以上はの発生頻度です。 才以降からの発生頻度が高く、50

です。才以降の発生

【食道癌のリスク】
最も大きなリスク要因は で、特に なります。酒 お酒を飲んで顔が赤くなる人は高く
また、喫煙をして飲酒で顔が赤くなる人の食道癌のリスクは極めて高くなります。統計
上はこれらの人は飲酒や喫煙をしない人達の になります。数十倍

① 検査なのです。胃透視はバリウムが病変部位に付着できなければ発見出来ない

胃カメラの診断能力は更に高く最近は や で色素散布 デジタル画像処理
なっています。

胃透視では早期食道癌を見逃しやすいだけでなく、進行癌でも見逃す事があります。②
、 。この場合 綺麗な 線写真が撮影できていなければ医師が病変部位を発見出来ませんX

通常の健診では食道、胃透視は 枚程度のフイルムしか撮影出来ません。8
普通は食道撮影は左図のように縦 分割の 枚しか許可されていません。2 1

私が勤務している会社の健康診断で食道癌の見落としがあったのでかなりしつこく胃カメラを

推奨しています。健診を受けて数ヶ月後に食道違和感で病院受診して末期食道癌と診断。

全国展開している健診機関には要注意だと思います。この部分は第2版で追加記載しています。

胃カメラはきつくて嫌だから胃透視を受けている人、食道癌も早期に透視で見つかると思ってませんか？

胃透視も胃カメラも同じ検査だと思っていませんか？

上皮内癌や早期粘膜癌

を発見するのは困難。発見率に差が出ます

バリウムが入りにくい
バリウムを青表示

このような深い潰瘍は描出可能

粘膜癌などの極く早期の癌を発見するのは困難
わかりやすく表現

するために組織写真

を使用

食道透視をまず行う。その後胃透視に移る。写真撮影後もバリウム服用時に食道全体

の病変の有無を確認する。

食道癌
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②食道の解説 続き
【技師の撮影した写真だけに頼ると進行癌でも見逃す理由について】

方向から撮影下図の食道撮影の写真をもう一度見て下さい。通常は体の向きを変えて 2
します。下の写真は、食道下部～胃の入り口にバリウムが残っているためこの場所に
病変があれば、見る事は不可能です。

咽頭、喉頭も観察できるので 。胃カメラでは 喉頭癌や咽頭癌も発見出来る

【何故、お酒を飲んで赤くなる人の食道癌発生リスクは高いのか？】
下にお酒の代謝の図を示します。

私自身健診センターで、3年半健診業務に従事して、胃透視も
自分自身でしていたので良く事情がわかっているので、胃カメラ

を薦めるのです｡

食道
この部分にバリウムが残っていて、病変が見えない！

この写真だけ見たら癌が見えない！

胃カメラの検査がどうしても無理だという方は胃透視を受ける場合

医師が行う（出来れば消化器専門医）の受ける検査を受けて下さい。

特に、５０才以上で酒を飲んで赤くなる人、毎日飲んでいて喫煙する

人は特にそうして下さい！
胃

私は最近は大分の「西の関」と

いう日本酒を飲む。ビールも

飲むので食道癌には要注意だ。

但し、酒には強い（筈）。

酒を飲まない人より4～5倍
食道癌リスクが高いはず。

酒

肝臓のアルコール脱水素酵素でアセトアルデヒドへ

この過程までは誰でも同じ→ここから先が異なる

アセトアルデヒド
アセトアルデヒドは二日酔の原因と

なるが、毒性も強く発癌性もある。お酒に強い人

ウイ
ーッ お酒に弱い人アセトアルデヒド脱水素酵素活性型

（ＡＬＤＨ２活性型）を持つ人 （下戸）

アセトアルで人を分解して酢酸へ
アセトアルデヒド脱水素酵素不活性型

この酢酸がエネルギー源になるので元気も

出る！脳も抑制がとれて陽気になる！
アセトアルデヒドが分解されにくい→発癌リスク↑

この活性型を持つ人は東北、九州に多い
アセトアルデヒドが全く分解できないタイプは

日本人では約１０％、欧米人は約１％と言われる

アセトアルデヒド脱水素酵素は全部で14種類

あり、ミトコンドリアの外側と内側にある。

酒に弱い人のALDH2は遺伝子の１個の塩基が

違う。強い人の遺伝子アミノ酸がグルタミン酸

なのに対して､弱い人のアミノ酸は１個の塩基

の違いによってリシンに変化している。

ALDHは活性酸素に対しても有効に働くという

文献も有り､お酒に強い人は一般的な発癌や

生存率にも有利？

WHOも2010年に発癌物質として認定
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食道癌の悪性度は胃癌や大腸癌に比べて高い

胃癌と食道癌の進達度に対するリンパ節転移の割合

胃癌 食道癌

020406080100

（％）

0 20 40 60 80 100

（％）

Ｔ１ｂ

（ｓｍ）

Ｔ２

（ｍｐ）

Ｔ３

リンパ節転移の割合 リンパ節転移の割合

19.4%

51.5%

74.9%

59.1%

73.5%

82.0%

粘
膜
層

粘膜上皮

粘膜固有層

粘膜筋板

Ｔ１ａーＥＰ

（Ｍ１）

Ｔ１ａーＬＰＭ

（Ｍ２）

リンパ節転移０％ リンパ節転移１０％

Ｔ１ａーＭＭ

（Ｍ３）

早期食道癌（粘膜癌）の深達度亜分類とリンパ節転移の割合

内視鏡的切除のみの治療で

可能｡

食道癌では上記の様により早い段階での発見（内視鏡）が重要となる

食道透視（造影）ではこのＭ１及びＭ２段階での発見は不可能
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③胃の働きと病気について

（ のでこの名前が付きました ）ピロリ菌が初めて幽門部から発見された 。

【ピロリ菌と胃炎、胃、十二指腸潰瘍、胃癌との関係】
ピロリ菌は 年にオーストラリアの 人の研究者によって発見され1983 2
ています。我が国でのピロリ菌感染者数は極めて多く、感染している人
が総て、胃炎や胃潰瘍或いは、胃癌になるわけではありません。

は以前から指摘されてきましたが、 してお胃炎や胃潰瘍との関係 胃癌発症にも深く関係
り、胃炎（慢性胃炎、萎縮性胃炎など 、胃、十二指腸潰瘍を指摘されていてピロリ菌）

ピロリ菌陽性の場合には除菌検査をまだ受けていない人は，是非検査を受けて下さい。
をして下さい。

【我が国の年代別ピロリ菌感染率】

cardiaesophagus

小
弯

大
弯

lesser curvature greater curvature

duodenum

80

60

40

20

0～10才 20～29 40～49
60才

以上
年齢

左図のように３０才以下の年代の感染率は低く

なっていて、４０才以上の感染率は高い。

これはピロリ菌が水や食物によって感染するため

戦前～戦後の不衛生な時代に育った年代（私も

その１人だが）の感染率が高いと考えられている

ピロリ菌が胃癌と関係が深いという事ならば

今後の胃癌発生率減少する事が予想される。

ピロリ菌感染率（％）

「ヘリコ」というのは「らせん状の」という意味。ちなみに、ヘリコプターは

「らせん状の翼を持った」という意味。バクターは細菌を意味する。

ピロリ菌の名前は

細菌の尻尾（鞭毛）がらせん状に回転しながら運動する

食道

十二指腸

胃の入り口を噴門部と呼ぶ

胃の出口は幽門部と呼ぶ

幽門部をＰｙｌｏｒｕｓ（ピロルス）と呼ぶ。ピロリ菌の語源ともなっている。

①胃からはペプシノーゲンという蛋白質を

分解する酵素が有り、ペプトンへ変化させる

②食物は胃では殆ど吸収されない

（酒は吸収される）

Ｈｅｌｉｃｏｂａｃｔｅｒ Ｐｙｌｏｒｉ

ヘリコバクター ピロリ
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③胃の働きと病気について 続き
胃潰瘍がある人だけが保険適応になります【ピロリ菌感染の診断】

①尿素呼気試験法（現在最も一般的に行われている検査です）
二酸化ピロリ菌感染→ピロリ菌が放出するウレアーゼが胃の中の尿素をアンモニアと

ます。この事を利用して， して、ピロリ菌に炭素に分解し 呼気中の二酸化炭素量を測定
感染しているかどうかを調べます。胃カメラを必要とせず，ほぼ に近い診断率が100%
得られると言われています。

その他のピロリ菌検査には 検査や， による採血によりピロリ菌の抗体の有無を調べる 便
検査（ピロリ菌の抗原を調べる）などがあります。

②胃カメラによるピロリ菌検査

摂取した粘膜にピロリ菌が胃カメラで胃粘膜の一部を取って調べる検査もありますが，
欠点もあります。摂取した組織を以下の方法で調べます。いなければ診断出来ない

粘膜を ピロリ菌の産生する を調べる1 2) )顕微鏡で観察 ウレアーゼの酵素活性
粘膜をすりつぶして する方法などがあります。3) ピロリ菌を培養

残念ながら 人だけで，胃炎には適用無しです。【ピロリ菌の駆除方法】 駆除の保険適用は潰瘍がある

と という胃酸分泌抑制剤の 剤による2 PPI種類の抗生物質 プロトンポンプ阻害剤（ ） 3
治療（ ）が通常は行われます。 だと言われます。3 70%剤併用療法 駆除成功率は約 程度

（施設によっては ～ の駆除率と報告している所もある）80 90%

→ が見られます。駆除に成功した後の再発率は？ 約 程度にピロリ菌再発3%
ピロリ菌が駆除出来たとしても胃癌が発生しないという事ではありませんので胃カメラ
などの胃の検査は毎年受けて下さい。

回目の駆除に失敗した時はどうするのか？1
抗生物質を変更してもう一度トライします。

①袋へ息を吐いて呼気を集める

呼気中の二酸化炭素を器械で測定

②診断薬（
13
Ｃ尿素）を服用する

診断薬はいわゆる放射性同位元素と呼ばれる

物質だが、放射性活性は全く無いので心配

いらない。

１５～２０分後

③再度息を袋へ吐いて呼気を集める

ピロリ菌駆除

駆除失敗したら

再トライ！

成功率約７０％

約３％が再発
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③胃の働きと病気について 続き
stomach cancer【胃癌】

現在 程度です。 人の数は年間胃癌の死亡数は男女合わせて毎年約 万人 胃癌に罹患する5
程度となっています。約 万人10

女 第 位男 死亡原因の第 位では肺癌に次いで 、 は 位の大腸癌、 位の肺癌に次いで2 1 2 3
となっています。男性の胃癌死亡数は横ばいですが、女性の胃癌死亡数はやや減少傾向
になっています（ 統計による 。2010 ）

食道がんで解説したように，胃カメラの検査を受けて下さい。特に、 才以上からの50
胃癌発生頻度は高くなります。

下に実際の胃透視の写真を示します。
出来るだけ台を

倒す方が良い

胃癌は早期に発見すれば、癌の中でも極めて生存率の高い癌の一つ。スキルス（硬性癌；胃癌の約７％）

以外の胃癌で死んではいけない！胃カメラ等の胃検診を受ける事！

胃検診の胃透視の欠点について

スキルスというのは胃の粘膜内を癌が浸潤していくため、検査で

発見出来にくい。胃カメラでも初期発見が困難な事もある。

①食道透視と同様に、小さな粘膜病変は描出が不得意。また、胃液分泌の多い場合にはバリウムが

付着しにくく、同様に病変を描出しにくい。

②胃前壁病変の発見が不得意。

胃透視をした方は、台の上で体を数回グルグル横向きに回転したと思うが、あれはバリウムを胃粘膜に

良く付着させるために行なっている。

前壁病変描出が不得意

こちらは後壁

胃透視を受けた人は、腹ばいになった時に、検査台の頭の部分がかなり下がって

辛かった人もいると思うが、前壁病変を綺麗に描出しようとしているため。

食道

十二指腸球部

バリウムを服用後の胃正面像

（立位充満像）

正常な胃の辺縁は風船に水が入った

ように、滑らかで辺縁の不整も無い

ギザギザは胃の粘膜のヒダ

十二指腸球部

腹臥位（腹ばい）で前壁病変描出する

バリウムで胃上部が見えにくい
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③胃の働きと病気について 続き
【胃癌や食道癌の治療について】
以前は胃癌や食道癌は発見出来ても結局、手術で切除しなくてはなりませんでした。
しかし、最近の胃カメラを使った 等の進歩により、開腹内視鏡的粘膜切除術（ ）EMR

サザンの桑田佳祐さんも食道癌の内視鏡手術を受けました 。せずに治療可能な時代になっています（ ）

早期に食道癌や胃癌を発見出来れば、この文書内で何度も強調しているようにこの治療
を受けられる可能性が大きくなります。

内視鏡的粘膜下層剥離術（ ）胃カメラによる と内視鏡的粘膜切除術（ ）EMR ESD
ndoscopic ucosal esection ndoscopic ubmucosal issectionE M R E S D

、 。基本的にこれらの治療の対象となるのは ものです粘膜内に留まり リンパ節転移の無い

も癌の大きさ（広がり）
適応の一つになります。

粘膜切除術がワイアーの狭い範囲しか切除できないため現在はこの粘膜下層剥離術が多くなっています。

この部分だけが粘膜上皮

粘膜

粘膜下層

筋層

漿膜

拡大

粘膜

粘膜下層

筋層

顕微鏡写真

癌が粘膜内に留まる

内視鏡で切除後の状態

癌をワイヤで電気焼却するのが粘膜切除（ＥＭＲ）で大腸ポリープ切除と同じ方法と考えても良い。

胃カメラ

癌 癌

ワイヤで掴んで電気焼却

ＥＳＤは粘膜下層に薬液を注入して膨張させてＩＴナイフと呼ばれる器具で切除する
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③胃の働きと病気について 続き
このページには少々グロテスクな寄生虫の写真が出ます。【アニサキス】注意！

アニサキスは鯖の刺身を食べたりした時に胃の中に迷入して強い腹痛の出る病気です。
胃カメラの先の鉗子でつまみ出します。

アニサキスはサバに必ずいます。ただ ので普通は内蔵（腸）の中にいる
気付かないのです。鮮魚店で購入したサバの中にいたアニサキスが下の
写真です。見ても気持ちが悪くならない！という自信のある方は、その
観察方法を記載しましたので試してみて下さい。

今回のサバには内臓に 匹程度いました。20
身の方にはいませんでした。
サバ以外の魚にもいますが，頻度は少ないです。

尚 今回の鯖の切り身半分は焼いて食べました！、
【何故、アニサキスはサバにいるのか？】

です。内臓にいる事が多いので、サバを調理した後は一度まな板焼いて食べれば大丈夫
サバを刺身で食べる方は良く嚼みましょう！を洗うと良いと思います。

か

Anisakis

内臓（腸）

Ascaris lumbricoides intermediate host

胃の中に迷入するアニサキス。強い腹痛の原因になる！

鮮魚店で家内に買ってきてもらった約３０センチのサバ

クジラの便（アニサキスの卵が入っている）

をオキアミなどのエビ類が食べる

オキアミの体内で少し成長する

サバの体内では成虫にならない。

サバは中間宿主

刺身でアニサキス

が胃の中へ迷入

痛
タ
タ
ツ

アニサキスは、本来は鯨やイルカの腸管

に寄生する回虫の一種。

サバなどの魚がオキアミなどを食べる。サバの

腸内で、成長する。

１匹 ４００円

サバ

腹を割いて内臓を皿などに移す
出来ればピンセットの先など

で内蔵（腸）を裂いておく

約２０分で動き出す数センチのアニサキス

が観察出来るはず。

もし、いなければ、身の方もピンセットなどで

身をほぐすようにして、探すと良い。

冷凍、凍っている場合など初めは寒くてアニサキスも

じっとしている。

長さ２～３センチあって活発に動く

（上記写真は、買ってきたサバの腸にいた実際のものです）

アニサキス
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③胃の働きと病気について 続き
【アニサキス】続き
厚労省に報告されているアニサキス患者数は ほどです。アニサキスは人間年間 人3000
の体内に入っても卵を産んで成長を続ける事はありません。また、手で触っても心配あ
りません。

【その他の寄生虫疾患について】
ついでに，その他の寄生虫疾患についても解説します。普通の魚の刺身以外のいわゆる
ゲテモノ類は余り生で食べない方が良いです。

イノシシや鹿には という寄生虫がいて、刺身で食べると人間の肺肺吸虫
に侵入して肺炎や肺癌と間違われる事があります。
研修医１年目の私の初めての医学論文が「 」でした。イノシシ肉の生食による肺吸虫の１例

豚、牛などにはまれに （条虫）のいる事があります。豚、牛のサナダムシ
生食は気をつけて下さい。サーモンは条虫の中間宿主になりますが、日本
で販売されている しています。サーモンは殆ど海外からの冷凍なので死滅

鯉や鮎には という寄生虫がいますが、余り症状が出ない事が 多横川吸虫
いので気付かない人も多くいます。

鯉、鮎を良く刺身で食べる人で がある人は便検査原因不明の下痢や腹痛
をして下さい。

鯉の洗い
あら

日本ではドジョウやナマズを生で食べる人はいないと思いますが、
韓国や中国ではドジョウの踊り食いがあるそうです。これらには

という寄生虫がいますので絶対に海外ツアーなどに行った時顎口虫
がくこうちゆう

に生で食べないようにして下さい。

皆さんも小学校の頃にセロテープを肛門に貼り付けて検査をした事がある【蟯虫】
と思います。盲腸内で発育して，夜間に肛門周囲に産卵（ ）す約 万個もの卵を産む！1
るので肛門周囲が痒くなります。 という薬で駆除します。コンバントリン

Paragonimus

宮崎県医師会雑誌！1953年

県立宮崎病院

taenea（tapeworm）

肺吸虫は以前肺ジストマとも呼ばれていた。猪がモクズ蟹（セルカリア）を食べて感染する

我が国のサーモン（刺身）で条虫感染した１例が新潟で報告されている

私も鯉の刺身は時々食べるが余り悪さをしないので横川吸虫は余り気にしない。

ドジョウ

現在、我が国における寄生虫感染は多くないが、１位がアニサキスで年間３０００人程度、２位が

横川吸虫、３位がサナダムシ（条虫）である。

Gnathostoma

ナマズ

threadworm（Enterobius）
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④小腸の働きと病気について
小腸は胃を出た後の の部分です。十二指腸から大腸の盲腸に到達するまで
小腸は 十二指腸 空腸 回腸に区分されます。回腸と盲腸の間には という弁が① ② ③ 回盲弁
あって，大腸から小腸への逆流を防いでいます。小腸全体の長さは で、約 メートル6

体の中では平滑筋の働きで収縮して小腸は約 ｍ程度です。消化、吸収に重要な役割を果たします。 3

【小腸には癌が少ない】
小腸癌というのは皆さんも余り聞いた事が無いと思います。胃や大腸など消化管全体に
発生する癌の中の しかありません。これは、小腸の免疫の働きが強い事や1~3%の頻度
（ ） 。粘膜 が数日で脱落する事が影響しているのではないかと言われています上皮細胞など

intussusception【小児に良く見られる腸重積】
回腸付近で起こる事が最も多い。

才以下（ ）の小児に起こりやすく、突然嘔吐や粘血便が2 特に ヶ月頃6
。 、 ，出たらこの病気を疑います しますが 発見が遅れると高圧浣腸で整復

開腹手術が必要になります。

ileus【腸閉塞（イレウス 】）
、 。成人においては 腫瘍などによって腸が圧迫されたりして腸閉塞が起こる事もあります

開腹手術後に腸管が癒着して腸閉塞を起こす事もあります。その他、急性膵炎などでは
炎症によって腸管の動きが悪くなって腸閉塞を起こす事もあります。

【小腸検査に威力を発揮するカプセル内視鏡】
、下血などで胃や大腸に病変が無ければ小腸検査をする事になりますが

小腸検査は内視鏡でも 時間かかる大変な検査です。カプセル内視鏡1
× ㎜くらいの大きさ 便に排泄 約 が体内に停滞は です。 ～数日で されます。11 26 1%1

しごく希には手術で取り出す必要もあります。

肝臓ヒダ

小腸

直腸

小腸

直腸

現在は日本では小腸のみだが、欧米では食道、大腸専用カプセルも臨床応用されている。最近自走式カプセルも公表

された。生検が出来ないので病変確認だけとなる。

capsule endoscopes

小腸の腸管が口側へ入り込む。回腸付近の発生が最も多い

ヒダには絨毛と呼ばれる沢山の突起

があり、吸収を良くしている。

小腸は十二指腸から始まる
小腸粘膜には多くのヒダがあり栄養

を吸収する面積は２００㎡もあり、

バレーボールコート１面よりも広い

上行結腸

盲腸

胃

ileocecal valve
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⑤大腸の働きと病気
小腸の最後の部分の回腸は大腸へと続きますが、大腸【大腸の解剖と機能について】

の最初の部分が 盲腸という事になります。盲腸の下にぶら下がっているのが皆さんよ①
。 。 、く御存知の虫垂です 盲腸から 上行結腸 横行結腸 下行結腸へと続きます その後② ③ ④

状結腸 直腸 肛門へと続きます。⑤ ⑥ ⑦S

。大腸の長さは全部で です約 ㍍2

【大腸の働き】
大腸は皆さん、水分を吸収するだけの臓器と思われているかもしれませんが，その他

にも重要な働きをしています。
（ 、 。 。）①水分吸収 小腸で約 の食物 分泌液などの水分を吸収 残りを大腸が吸収する80%

②繊維素（セルロース）の吸収
人間にはセルロースと呼ばれる繊維素を分解する酵素がありません。大腸の腸内細菌で
セルロースは という物質に変えられて大腸から吸収されます。低鎖脂肪酸
低鎖脂肪酸というと難しいかもしれませんが， などが低鎖炭素の数が数個の物質で酢酸
脂肪酸です。草食動物では腸が長くなっていてこの と低鎖脂肪酸が重要なエネルギー源
なります。

これらの を占めています。腸内細菌の死骸と、腸内細菌が糞便量の約 1/3

③ビタミン の産生K
しています。腸内細菌の代謝産物と腸内細菌の死骸をビタミン は血液の凝固に関与K

栄養源としてビタミン やビタミン が産生されます。ビタミン は と の 種K B K K1 K2 2
類あって、 されます。 に含まれます。体内では が合成 は食物（大豆など）K2 K1

transverse colon

ascending colon
descending colon

ileum

caecum

appendix
rectum

anus

牛や馬などの草食動物だけでなく、人間にとっても大腸内の

腸内細菌は繊維素の吸収に大きな役割を果たしている。

横行結腸

下行結腸

Ｓ状結腸

上行結腸

回腸

盲腸

虫垂
直腸

肛門
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⑤大腸の働きと病気 続き
【大腸憩室】

。 、腸の粘膜の一部が外に突出して起こります 最近我が国でも増加傾向にあるようですが
原因としては 、便秘などによる 、 などが言われています。繊維素摂取不足 腹圧増加 加齢
欧米では下行結腸に多いと言われますが、日本では ようです。上行結腸に多く見られる

【大腸憩室炎】
憩室があるだけでは特に症状はありませんが，時に炎症を起こして腹痛などの原因にな

抗生物質などの治療で症状は軽快する 憩室が破る事もあります。 事が多いですが、時に
事もあり、この場合には緊急手術が必要です。れて穿孔性腹膜炎を起こす

せんこうせいふくまくえん

【大腸ポリープ】
ポリープは「腸管内腔に突出した」 と定義されます。限局性隆起性病変
ポリープは などにより起こるのでもう一度顕微鏡写真で粘膜上皮の増殖、過形成
粘膜の説明をします。

腸の一部が外へ袋状に突出する

diverticulum腸

このように沢山の憩室が出来る事もある（注腸造影所見）

大腸カメラで大腸内側から見るとポッカリと穴が開いて

いるように見える

昔は虫垂炎と誤診して手術をした例も多い
colon diverticulitis

憩室が穿孔すると腸液などが腹腔内に流出して腹膜炎を引き起こす事になる

粘液を分泌する腸線のこの部分も粘膜上皮

mucous membranes

diverticulum of large intestine

憩室

憩室

憩室

憩室穿孔

大腸の中

粘膜上皮

粘膜固有層

粘膜筋板

粘膜

粘膜下層
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⑤大腸の働きと病気 続き
【大腸ポリープの種類、癌化するリスクは？】
大腸ポリープには大きく分けると，腫瘍性ポリープと非腫瘍性ポリープに分類される。
非腫瘍性ポリープには 過形成ポリープ 過誤腫性ポリープ 炎症性ポリープがある。① ② ③

かけいせい か ご し ゆ

腺腫からの癌化率は色々な条件で異なります。
になると、 なります。5㎜以上 癌化率が高く

大腸ポリープの のが腫瘍性ポリープの中の です。約 を占める 腺腫（良性）80%
この腺腫は組織学的に更に つに分類されますが、 です。3 70%を占めるのが管状腺腫

かんじようせんしゆ

大きいポリープポリープの癌化に関しては大きさや，組織型などによって異なり一般に
新臨床内科学他資料にほど癌化しやすく、女性の方が男性より癌化しやすいと言われます（

。よる）

【ポリペクトミー（大腸カメラによる切除術】
外来の日帰り切除が一般的ですが、ポリープが大きい場合や複数個あって切除後の出血
などの合併症が懸念される場合など 日入院する場合もあります。1

【大腸カメラによるポリープ切除の費用】 割負担として計算3
大腸内視鏡検査だけで約 円。ポリープ切除が 約 万円8000 3
病理組織検査（切除したポリープに癌病変が無いか調べる） 検体につき 円1 2600
その他、診察料等々かかります。

【大腸癌】
女で第 位 男では第 位 男女とも最近増加傾向大腸癌による死亡は 、 となっています。1 3

にあります。大腸癌予防因子として野菜、運動、食物線維が上げられており、逆に
危険因子としては肉食、アルコールがあります（ ）世界癌研究基金、米国癌研究財団などによる

癌化する事がある

大腸腫瘍（腺腫や早期癌）は肉眼的分類では①腫瘤型②平坦型③陥凹型に分類される。陥凹型は癌の場合

小さいうちから深部浸潤しやすいと言われている。

大腸カメラの先端からスネアと呼ばれるワイヤを

出してポリープにかける

スネアを閉じてポリープを掴む→

電気を流して切除する

スネア

colon cancer

大腸癌の発生部位別では直腸約４０％、Ｓ状結腸約３０％であり、この２つの部位で大腸癌の約７０％を占める。

直腸腫瘤は肛門から指を入れて調べられる。当然、腫瘤触知出来るのは指の届く範囲だが簡便な方法でもある。

非腫瘍性ポリープ 過形成ポリープ

（癌化の頻度は低い）

過誤腫性ポリープ

炎症性ポリープ

腫瘍性ポリープ

ポリープ

腺腫

腺癌

ポリープ

ポリープ

大腸カメラ

大腸カメラ
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⑤大腸の働きと病気 続き
【大腸癌の診断】
胃の検査と違って大腸の検査は下剤を使用する事など前処置が面倒な事もあり，通常は

で検査を受けるか判断します。便潜血検査

の事も当然あります。逆に に出る早期大腸癌では便潜血陰性 痔などのある人は潜血陽性
人の血液にしか反応しま事もあり、診断を遅らせる事もあります。尚、現在の便潜血は

。せん

野菜や運動は大嫌い家族に大腸癌の人がいる 肉食、アルコール、煙草大好きとか、 で
という人は大腸癌に注意して下さい。日本でも が使用され大腸専用のカプセル型内視鏡
るようになると思います。

【潰瘍性大腸炎とクローン病】
炎症性腸疾患潰瘍性大腸炎とクローン病はいずれも若い人達に好発年齢の多い疾患で、

と呼ばれています。
ulcerative colitis【潰瘍性大腸炎】

潰瘍性大腸炎は 才以下に多く発生していて男女差はありません。難病疾患に指定さ30
現在約 万人 自己免疫疾患 腸内細菌れていて公費対象疾患です。 。原因は不明で， 、11

等が言われています。大腸に潰瘍形成したり，びらんが見られます。 などの異常 粘血便
の症状が出ます。

Crohn disease【クローン病】
潰瘍性大腸炎と同様な炎症性変化を起こす疾患で，難病指定（公費対象
疾患）となっています。潰瘍性大腸炎よりやや登録人数は少なく約 万3
人です。 才前後の発症が多くなっています。20

潰瘍性大腸炎の大腸カメラ写真

浅いびらんや潰瘍が認められる

クローン病では右写真のような変化が多い

ので手術になる事が多い。発症後１０年迄

に手術を受けた人の割合は約７０％になる

横行結腸

注腸造影

下行結腸の部分に強い狭窄を認める

クローン病の大腸カメラ

浅い潰瘍性病変

クローン病に特徴的な縦走潰瘍が

見られる事もある。

便潜血陰性なら大腸癌の心配は無い？

便潜血陰性でも早期大腸癌は否定出来ない

便を郵送して便潜血検査をするだけなのに｢大腸癌検診｣と呼んでいる広告を見かける。正確な表現が必要。
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⑤大腸の働きと病気 続き
【痔について】
最後に，直腸から肛門へと続く病気の中の痔について解説します。

肛門は初期胎児では穴が開いていません。その前に肛門付近の解剖の説明をします。
胎児の成長につれて、腸が下がり、肛門付近の皮膚が次第にへこんで一緒になる→肛門

境界線が 外痔開通となるわけです。この と呼ばれて、これより外側に出来る痔を歯状線
、内側を というわけです。核 内痔核

【痔の種類】痔は大きく分けて 種類あります。3
肛門周囲の静脈のうっ滞によるのが です。いわゆるイボ痔です。①痔核

裂肛 痔肛門上皮の部分などが切れるのが 切れ痔（ 、皮膚と開通するのが 痔ろう（② ③）
）という事になります。瘻

anal atresiainternal hemorrhoid
胎児の発育異常で肛門の開通が上手くいかないのが鎖肛。

５０００人に１人の割合で発症する。

歯状線

胎児の肛門が開通した時の境界線

①痔核

venous plexus

肛門周囲には多くの静脈が集まる
内痔核

このような静脈鬱滞による静脈の

怒張や腫脹が痔の原因となる

歯状線より内側に発生する

内痔核

外痔核
筋肉

歯状線より外側に発生する

外痔核付近には知覚神経があるので

痛みを伴う

②切れ痔

肛門の皮膚が切れる

内痔核付近には知覚神経が無いので

痛みの無い出血となる

外痔核

fistula of anus
③痔瘻

痔の治療薬の成分は何か？ 例えばボラギノールには

ステロイド、局所麻酔剤や皮膚の修復を改善する成分

が含有されている。当然根本的治療で無いので手術が

必要な事もある。皮膚へ開口して膿が出る

hemorrhoids

脂肪

直腸粘膜

歯状線

直腸粘膜

肛門

肛門上皮
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平成 年 月【わかりやすい細菌やウイルスと感染症の話】 23 11

これからは寒い季節を迎え、感冒やインフルエンザなどの感染症に注意が必要です。
また、子供さんやお孫さんのいる家庭では嘔吐下痢症などにも気を使う季節です。

そこで、今回はこのような感染症について解説します。感染症には免疫力が大事な事は
当然で、 等々あり① ② ③疲労をためない 食生活に注意する ストレスを上手く発散させる
ますが、実際はなかなか難しい事もあります。

私自身も民間病院に勤務していた 才の 月に肺炎になり大変苦しい思いをました。35 12
夜中に急患や入院患者さんの処置でたたき起こされ、朝 時半から夕方 時までの外来8 5
勤務で風邪をこじらせたのが原因でした。

今回は、皆さんがテレビや雑誌或いはインターネットなどで感染症の話を見聞きした時
の参考になるように基本的な解説をします。

①ウイルスと細菌の違い ②風邪ウイルスと病気の解説
③インフルエンザウイルスと病気の解説 ④ノロウイルスや による感染性腸炎O-157
⑤膀胱炎や腎盂腎炎などの尿路感染症
⑥マイコプラズマ、レジオネラ感染症、ツツガムシ病
⑦単純ヘルペスや帯状疱疹 ⑧免疫や、白血球などの解説
⑨抗生物質の種類と副作用

①ウイルスと細菌の違い
インフルエンザなどの原因となるウイルスと大腸菌などの細菌の違いは何でしょう？

大きさが違います。例えば大腸菌の大きさは、約 です。1) 1~3μ（マイクロ）ｍ
という事です。ウイルスの大きさはその の大きさマイクロは で 万分の一10 100 1/10-6

。 。です 仮にウイルスが とすると は になります人間まで大きくなった 人間 地球の大きさ位
細菌の大きさはウイルスの約１０倍

（細菌やウイルスの種類で異なる）
地球の赤道の長さ

ウイルス

Virus 細菌は光学顕微鏡で観察可能だが

ウイルスは観察出来ない。人間

yellow fever

野口英世の時代に電子顕微鏡があれば

黄熱病ウイルスを発見出来たでしょう

ウイルスは電子顕微鏡で観察可能

ウイルスが人間の大きさなら

他の病原体を黄熱病と発表してワクチンも

作成しましたが、間違っていました。

人間は地球の大きさ位になる

約１万２千Km
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①ウイルスと細菌の違い 続き
が、 する。2)ウイルスは人間の細胞内でしか増殖しない 細菌は細胞の無い場所でも増殖

（ ）例外として細菌の一種のリケッチアやクラミジアは細胞内でしか増殖しません
左図のように寒天培地の中で，細菌は繁殖しますが、ウイルスは
繁殖しません。食中毒の細菌も食物の中で増殖します。
インフルエンザ・ウイルスはドアノブなどに付着しても数時間す
れば死滅します。

が，ウイルスは特殊な形で増殖する。3)細菌は 分裂して増殖する2

（但しマイコプラズマやクラミジアは細胞壁を持たない）4)細菌は細胞壁を持つ。
とそれを保護する だけを持つ単純構造。ウイルスは遺伝子情報を伝える核酸 蛋白質の殻

その他、 という働きがあります。5) 細菌の特徴としては代謝を行う
細菌にはリボソームという組織 蛋白合成などを行うが沢山あり、
事が可能です。ウイルスにはこの組織はありません。

２分裂するので２→４→８→１６倍と時間経過で爆発的に増加する

人間の細胞

ウイルスが細胞内に侵入すると細胞内リボソームでウイルスの蛋白

や遺伝子を複製する→多数の子孫ウイルスを産生してしまう
核

自分の力では生きていけないのに、人の中で増殖するという嫌な

奴だ！人間社会でも｢寄らば大樹の蔭｣的人生を送る輩もいるが、私

の最も嫌いなタイプの人間だ。

細菌は細胞壁を持つ

細菌

細胞壁が無いと死んでしまう！
ペニシリンなどの抗生物質は

細胞壁合成を阻害する

死亡ペニシリンなどの抗生物質は

細胞壁合成を阻害して細菌増殖

を防ぐ

ウイルスは核酸と蛋白の殻
から

だけを

持つ単純構造である。

死亡

細菌の中には鞭
べん

毛
もう

や腺毛で移動するものもある

多数の小さなつぶつぶがリボソーム。蛋白合成を行う。

腺毛

鞭毛

細菌 ２分裂

たったこれだけの細菌が

２時間でこんな状態に！

２時間後

ウイルス リボソーム

細胞壁が

出来ない

細胞壁が

出来ない

ウイルス

蛋白の殻

核酸
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②風邪のウイルスと病気の解説
風邪の約 はウイルス感染が原因です。 、次いで約 程90% 15%約 をライノウイルス40%
度を や などが占めます（ 。コロナウイルス ウイルスRS 新臨床内科学による）

風邪のウイルスで最も多い 事などによってライノウイルスは細胞膜蛋白の種類が異なる
更に されます（ 。100種類以上に細分化 血清型別分類）
このため、１年に何度も風邪を引く事にもなるわけです。

、正 面体構造をしています。ライノウイルスはピコナウイルス科に属し 20
ピコナウイルス科には、 、 、 等があり家畜の口蹄疫 ポリオ 型肝炎ウイルスA
ます（ 。戸田新細菌学）

【どのようにしてウイルスは人間の体内で増殖していくのか？】
下図を見て下さい。大きな黄色で塗りつぶした長方形が人間の１個の細胞です。

戸田新細菌学を参考に私が模式図作成
一部説明簡略化して、変更しています。

【風邪の薬について】
風邪薬は皆さん御存知のように、ウイルスそのものを殺せないので，対症療法という事
になります。幾つか注意する薬もありますので解説します。

で 薬（市販薬の など）①咳止め リン酸コデインを含む アネトン
麻薬の成分を含む 脳の中枢に作用する薬リン酸コデインは本来 類ですが、これは

なので で下さい。安易な連用も避けて下さい。痰が出るような咳の人は使用しない

葛根湯②
麻黄 エフェドリンに交感神経刺激ホルモン作用葛根湯には が入っていて
ま お う

がありますので、高血圧、心疾患の人などは使用しないで下さい。

corona virus

核
ウイルスの蛋白の殻が外れてウイルスの核酸

（ＲＮＡ）だけになる

人間の核酸（遺伝子情報）が

書き換えられる

人間の核酸の情報を読み取り変更する

インフルエンザウイルスと人間の核酸から子孫ウイルスを複製→人間の細胞を破壊してウイルスを放出する

ウイルス放出

葛根湯は私のような虚弱体質？の人（虚証）には向かない薬。実証といって筋肉質の

がっちりした人の初期（寒気など）には有効です。

rhinovirus

正２０面体構造

ウイルスが細胞に付着、侵入

人間の細胞内
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②風邪のウイルスと病気の解説 続き

【病院で風邪なのに抗生物質をもらったが，服用する必要はあるのか？】

風邪は が ウイルス感染によるので、 。90% 初期段階では 抗生物質は必要ありません
咽頭、気管支付近の細胞が障害を受ける 免疫力が低下しかし、 ウイルス感染で 事や1 2) )

する事によって 事があります。細菌による感染を引き起こす

次のような場合には抗生物質を使用して下さい。

している場合。喉が痛い時に鏡で見て下さい。1) 扁桃腺が肥大して，化膿
扁桃が肥大していなくても， があれば抗生物質を服用し黄色い膿栓
て下さい。

痰の色が黄色 錆色 緑色 咽頭、喉頭、気管支などの細菌2) 、 、或いは になるなどの場合は
ので抗生物質を服用して下さい。感染が疑われます

また、 、時に などがある時には も悪寒を伴うような高熱 胸痛 肺炎を合併している可能性
あるので，病院を受診して胸部レントゲン写真を撮影してもらって下さい。

小児では 事もあり、抗生物質が必要となります。3) 風邪から中耳炎なども引き起こす

③インフルエンザ・ウイルスと病気の解説

A,B.C 3 A Bインフルエンザには の つのタイプのウイルスがありますが、実際には と
の 種類が臨床的には重要です。昨年の新型インフルエンザは 型からの変異という2 A
事になります。

インフルエンザが風邪と異なるのは や を引き起こしてウイルスそのものによる肺炎 脳炎
死亡原因になる事です。特に、 才以下の小児に発生する は急激な6 インフルエンザ脳炎
経過をたどる事があり、発症後 時間以内に死亡する事もあります。24

tonsil

扁桃肥大して化膿したり黄色い膿栓があれば抗生物質の適応がある。

肺炎は通常は入院して抗生物質の点滴治療を行う。内服薬では体内血中濃度が不足する

私も肺炎の時には１週間ほど抗生物質の点滴を行った。病院から自宅に点滴セットを持ってきて

もらって自分自身で腕の静脈を刺して点滴をした！

（中耳炎を起こせば通常は）

但し最近の中耳炎ガイドラインでは状況によっては経過観察する場合もある。
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③インフルエンザ・ウイルスと病気の解説 続き
【インフルエンザ・ウイルスの分類と抗ウイルス薬について】

インフルエンザ・ウイルスは 。同型蛋白質の抗原の違いから 、 、 型に分かれますA B C
インフルエンザにも から多くの亜形が生まれます。ウイルス表面の蛋白の違い
ワクチンが 有効で無いのは、このような理由に寄ります。100%

また、翌年には したり して新しいウイルス1 2) )表面蛋白が変化 ウイルス遺伝子が変化
。 、 。が発生する可能性があります 少々 異なった形であればある程度ワクチンは有効です

人間の細胞↓

→④ノロウイルスや による感染性腸炎についてO-157 ノロウイルス

ノロウイルスは「カリシ･ウイルス科」に属する つの属の一つです。4
2005 300 9000 35%年の病因別食中毒では発生件数約 件、患者数約 人で食中毒全体の
を占め、食中毒原因の第 位です。ノロウイルスの最も多い原因は貝の生カキです。2

その他、 の主要な原因となるウイルスに があります。乳幼児の嘔吐下痢症 ロタウイルス
乳幼児の嘔吐下痢症は、ひどくなると 事もあります。脱水症状で重篤になる
私の長女、次女も嘔吐下痢症に罹患して，長女は私が県立宮崎病院に勤務している頃に
同院小児科に入院して、点滴を受けました。

核酸

（RNA)

細胞外に脱出出来ず死滅する
ウイルス

タミフルなどは右記のようにウイルスの細胞外離脱を

妨げる作用が主であり、発症４８時間以内の服用が効果的

インフルエンザ・ウイルス表面には２種類の突起状蛋白が

あり、ＨＡ蛋白、ＮＡ蛋白と呼ばれる。

ＨＡ蛋白には１６種類、ＮＡ蛋白は９種類ある

ＨＡ蛋白はウイルスが人間の細胞内に侵入する時に必要

ＨはＨemagglutinin（ヘマグルチニン）の略。
赤血球凝集素の意味。

ＮＡ蛋白はウイルスが人間の細胞から離脱する時に必要

ＮはＮeuraminidase（ノイラミニダーゼ）の略

タミフル

タミフルなどの抗ウイルス薬はこのＮＡ蛋白の作用を阻害する

①牛乳などの乳製品は控える②水分補給（電解質など）が必要だが、ポカリスエットの類は喉が渇いてしまう事も

あるので、摂取しすぎないように注意する。③消化の良いお粥などにする。

Norovirus
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④ノロウイルスや による感染性腸炎について 続きO-157
rotavirus vaccines【ロタウイルスワクチン】

商品名 ロタリックス2011 7年 月よりワクチン接種が受けらるようになりました。
。 。経口接種で 回投与です 生後 週から投与可能で少なくとも 週までに投与します2 6 24

。ロタウイルスは生後 ヶ月ロタウイルスによる重症胃腸炎の約 を予防出来ます90% 3
以後に初感染すると重症化するので は早めのワクチン接種を推奨しています。WHO

→【大腸菌 による感染性腸炎】O-157 O-157
皆さんも良く後存知の病気です。 である事が多く、牛肉や牛の牛の常在細菌

牛の腸管内に常在しているが牛には糞で汚染された野菜の摂取などが原因です （。 常在菌というのは
年に 人の患者病気を発生させないという意味です。 です ）牛の他、ヤギ、犬、猫の腸内常在菌 。 1996 9000

が発生し、 人が死亡。その後も毎年数千人の患者発生報告があります。12
下痢も起こしますが、 で、細胞のタンパク合成阻害や が起こり、ベロ毒素 血管内皮障害

けつかんないひ

特に 事により 、 して死亡する事脳、腎臓などの血管が傷害される 急性脳症 腎不全を併発
があります。

⑤膀胱炎や腎盂腎炎などの尿路感染症について
女性の方が男性より尿道が短い関係で膀胱炎や腎盂腎炎を起こしやすくなります。

これらの です。（女性の尿道の長さは平均 ㎝、男性の平均は ㎝）4 16 原因菌の約 は大腸菌70%

【腎臓は脂肪組織に囲まれているだけで、しっかりと固定していません】
従って，痩せた人は立位で腎臓が ㎝以上も下垂して蛋白尿の原因になる事もある（ と呼ばれる）10 起立性蛋白尿

cystitis pyelonephritis urinary tract infection

renal pelvis

この部分が腎盂。細菌感染で良く女性に

見られるのが急性腎盂腎炎。

pyelonephritisacute尿管
urinary duct

尿道 urethra
urinary bladder

膀胱の尿は尿管へ逆流しないようになっている。乳幼児などで

膀胱から尿管へ尿が逆流する事があり膀胱尿管逆流症と呼ばれる。

手術が必要になる場合もある。
膀胱 尿管

腎臓はしっかり固定されていない。

呼吸で上下に数㎝移動する

立位で脊椎の椎体の2椎体の長さ
或いは5㎝以上腎臓が下垂して
蛋白、血尿が出る場合遊走腎と呼ぶ。

遊走腎（floting kidney）は腎下垂
（renal ptosis）とも呼ばれる。

腎臓が下垂する

長距離の歩行(行軍）、激しい運動(空手、柔道など）
によって赤血球中のヘモグロビンが破砕されて血尿

が出る事を行軍ヘモグロビン尿症

（march hemoglobinuria）と呼ぶ。これは赤血球が
機械的に破砕されて起こる赤血球破砕症候群の一種

である。

腎臓は第11胸椎から第3腰椎付近までの後腹膜腔に存在する。
右腎は肝臓があるために左腎よりやや低い位置にあり下垂しやすい。

腎と副腎はGerota筋膜によって一塊として包まれていて、後腹膜腔に
浮いたようにして位置している。

右腎はやや低い

位置にある
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⑥マイコプラズマ肺炎、レジオネラ感染症、ツツガムシ病について

mycoplasma pneumonia【マイコプラズマ肺炎】
ですが、細胞壁を持たず原生動物に近い性質を持ちます。 才マイコプラズマは細菌 30

以下に発症しやすく特に 才以下に好発します。細胞壁を持たないのでペニシリン系10
の抗生物質は効果が無く， です。マクロライド系のエリスロマイシンなどが効果的

【レジオネラ感染症（レジオネラ肺炎 】）
年に宮崎県日向市の循環式温泉で発生したレジオネラは感染者2002

約 人（ に達しました。レジオネラ発見は比較的新しく、300 死亡 名）6

年に米国のホテルで肺炎患者が多発した時に、屋上の冷却塔水からレジオネラが1976
発見されました。

レジオネラは、 沼、湖などに生息する細菌 水道水の本来は で水中では長時間生き残り、
できます。以前は 時間風呂などが宣伝されていましたが、こういう中では 年生存1 24

環境は危険です。 です。36℃が至適発育温度

細菌ですので、抗生物質が有効ですがマイコプラズマ肺炎と同様に良く使用
。されるペニシリン系の薬は効果が無く ですマクロライド系の抗生物質が有効

レジオネラは通常は肺炎の形で発症しますが、発熱、筋肉痛などの症状しか出現せずに
インフルエンザなどと間違われる事もあり注意が必要です。肺炎の形を取らない感染を

と呼びます。ポンティアック熱

【ツツガムシ病】
を考えます。山林などに行った後に発熱や発疹があれば、ツツガムシ病

リケッチアツツガムシの幼虫（体長 ㎜程度；殆ど肉眼では見えない）が0.2
していて，この幼虫に刺される事によって発症します。に感染

このツツガムシには私自身苦い経験があり、研修医１年目の時に原因
不明の発熱患者がいたのですが、皮膚科にコンサルトしたらあっさり
右写真のような刺し口を指摘されて、恥ずかしい思いをしました。

この病気に気付かないと死亡する事もあり、注意が必要です。
リケッチアなので抗生物質（ が有効です。テトラサイクリン系）
宮崎などの南九州、南関東、中部、北陸での患者報告が多くなっています。

Legionella

写真が特徴的な刺し口。直径１㎝程度の中央に黒い痂皮が見られる。私の患者さんの場合には

足先に１カ所あった。一度見たら絶対に忘れない所見である。まあ、このような経験を積んで

良い医者になっていくわけではあるが。

crust

リケッチアは小型の細菌で、ツツガムシ病のように感染の伝搬に節足動物が必要などの特徴を持つ。
arthropod

レジオネラの電顕写真

刺し口
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⑦単純ヘルペスや帯状疱疹

、 。皆さんも時々唇にこのような発疹 化膿疹が出来た事は無いですか？単純ヘルペスです
このように口唇に出来るのを と呼びます。口唇ヘルペス
眼の角膜に出来る事も有り、 と呼ばれます。角膜ヘルペス
このヘルペスは正 面体構造を持ったウイルスです。20

型正式には単純ヘルペス 1

、三叉神経は三叉神経痛などで皆さんも名前は聞くと思いますが
解剖や三叉神経の働きについて少し解説します。

します。三叉神経は顔面の皮膚感覚や顎の運動などに関係
目を閉じたりさせる眼輪筋やその他の顔の運動は顔面神経が支配します。

偏頭痛や群発頭痛の患者さんの中にはこの三叉神経刺激によって涙腺が刺激されて涙が
出たりする人もいます。

【 口角炎の原因はビタミン 不足の事もあります】下の写真のような唇の端が切れる B
私が学生の頃によく口角炎が出来ていましたが、酒＋栄養不足でした。

herpes labialis

corneal herpes

典型的な口唇ヘルペス。単純ヘルペスは潜伏感染といって治癒した後も近くの知覚神経節

（口唇ヘルペスなら三叉神経節）に潜伏する。忍者のようだ！そのため、ストレスや疲労

等の体力低下した時や感冒などに罹患した時など再発する。

三叉神経節

単純ヘルペス・ウイルスはこの三叉神経節に潜伏して体力低下すると悪さをする。

じっと身を潜めて好機を伺う忍者のようなしたたか者だ。眼神経（Ｖ１）

上
顎
神
経
（
Ｖ
２
）

gasserian ganglion

下顎神経（Ｖ３）

①三叉神経の一番上が眼神経（Ｖ１）。額や眼の付近の知覚を

感じたり、涙腺に作用すると涙が出る。

ophthalmic nerve

Ⅴ1

眼神経
ophthalmic nerve

②三叉神経の真ん中は上顎神経（Ｖ２）。上顎の歯の知覚にも

関与しているので上顎齲歯の痛みもこの神経が感知する。

maxillary nerve

涙腺

V2
上顎神経

lacrimal gland

これが三叉神経節。三叉神経はここから３本の枝に分かれる。

三叉神経の名前の由来でもある。顔の知覚などの神経情報は脳へ

伝達されていく。また逆に脳からの神経伝達もここが中継する。

gasserian ganglion

maxillary nerve

mandibular nerve

③三叉神経の一番下部は下顎神経（Ｖ３）。耳の前から下顎付近

の知覚や唾液腺分泌、咀嚼運動などに関与する。

mandibular nerve

V3
下顎神経

perleche

口角炎の原因はビタミンＢ２不足などが原因。Ｂ２、Ｂ６、Ｂ１２合剤のチョコラＢＢなどが

効果的。カンジダなどの真菌が原因になる事もあるので症状持続すれば皮膚科受診する事。

perleche

お酒を飲んだ時などアルコール分解時にはビタミンＢ１やビタミンＣが消耗される。これらの

ビタミンは水溶性なので少々服用しすぎても尿に排泄されるだけなので心配要らない。ビタミン剤

を飲んで尿が黄色になるのはビタミンＢ２（リボフラビン）のため。

herpes simplex herpes zoster

口角炎
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⑦単純ヘルペスや帯状疱疹 続き

水痘と同じウイルスなので水痘･帯状疱疹ウイルスと呼ばれます【帯状疱疹】

帯状疱疹ウイルスは （水疱瘡）と同じウイルスです。 小児期に罹患して治癒した水痘
水痘ウイルスが前頁の単純ヘルペスと同じように しています。知覚神経節に潜伏
特に基礎疾患が無い人でも体力が落ちたりすると発症します。私の次女も小さい頃、腕
に帯状疱疹が出ました。

、 。発疹出現する前に疼痛で始まる事も多く 発疹が出てから診断出来る事も多い病気です

【帯状疱疹の治療】

（ ）単純ヘルペス・ウイルスやこの帯状疱疹についてはアシクロビル 商品名ゾビラックス
という良い薬があります。最初の発赤の時期くらいから投与すると効果的です。
内服投与する薬ですが、単純ヘルペスによる口唇ヘルペスには軟膏もあります。

ゾビラックスが開発されるまでは の痛みに悩まされる人もいました帯状疱疹後神経痛
が、この薬の登場で少なくなりました。

【帯状疱疹と基礎疾患について】

特に基礎疾患の無い人でも体力の落ちた時などに帯状疱疹が出ますので、神経質になる
必要はありません。ただ、 して、この病気に癌、血液疾患が基礎にあって免疫力が低下
なる事もありますので血液検査などを通常は行います。

抗ウイルス薬が無い時代に帯状疱疹の患者さんの主治医になった事がありますが、髄膜
炎を併発して亡くなられました（ 。そういった意味でもこのような帯状疱疹脳髄膜炎）

顔面（三叉神経など）に発症する帯薬が開発された事は良かったと思います。ただし、
には現在でも脳髄膜炎併発などに注意が必要です。状疱疹

herpes zoster

blister①発赤（正式には紅色丘疹） ②水疱 ③痂皮 crust

最後は上図のように痂皮形成

して中心部が黒くなる

発赤から水疱形成をしてくる。その後

化膿疹（膿疱）へと移行する。

発症早期の発赤。このように神経の走行

に沿って見られることが多い。胸だと

肋間神経に沿って発赤が出現する。

発赤出現前にしばしば疼痛だけが先行する。

acyclovir

neuralgia after herpes zoster

抗ウイルス薬は皮疹出現72時間以内の投与開始が有効
とのエビデンスがある。７日間は確実に服用する事。

腹部の疼痛が先行すると胃、腸などの消化器性病変と当初思われる事も多いが、発疹出現

で診断出来る。発疹が帯状疱疹だと気付かないと抗ウイルス剤投与開始が遅れてしまう。
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最近は､海外旅行先で細菌、ウイルス感染して帰国後に発症する例も多い｡その中でネッタイシマカ

等によって媒介されるデング熱やチクングニ（ン）ヤ熱について解説する｡

これらのウイルスは我が国に生息するヒトスジシマカ（下中央図）によっても媒介されると言われるが､

今のところは海外旅行者の発症である｡但し､フランスにおいては１人の旅行者から300人の流行が
始まったと言われており、注意が必要である｡

下に蚊の写真を提示する｡

一筋の縞が

あるのでこの名前

アカイエカ

よく見かける

ネッタイシマカ

（我が国にはいない）

温暖化が進めば宮崎にも

住み着くかも？

コガタアカイエカは日本脳炎を

媒介するが､最近日本脳炎発症

は少ない｡

ヒトスジシマカ

我が国には100種類程度の蚊が存在すると言われる｡2012年1～4月の統計では我が国で年間23例報告
されていて､インドネシア､タイ､等へ渡航した人が多い｡宮崎県内でも平成20年に1例報告がある｡

100種類の蚊の内、刺すのは30種類程度と言われ雌のみが血を吸う。

海外旅行などでの感染症について

デング熱（dengue） 南～東南アジア、中南米、アフリカ、中東などで特に見られて全世界での

感染者数は年間2000万人以上と言われる。我が国では輸入感染例のみ。

デングウイルスによる感染（潜伏期は3～14日間）原因

症状 発熱、頭痛、関節痛などで発症。体幹を中心とする紅色

丘疹を伴う。軽症例は自然軽快する。重症例は循環不全

中枢神経、肝障害を伴う。デング熱は血管透過性亢進と

出血傾向を合併する病態である。

紅色丘疹

我が国での感染例は少ないが海外渡航者で発熱、丘疹出現例

には頭の片隅に置いておくべき疾患であろう。但し、

治療は対症療法となる。

その他熱帯地方などへの渡航者ではマラリアなども当然念頭に置いて

置かなければならない。こちらは治療薬はある。

マラリアの原因になるのはハマダラカ
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⑧免疫や、白血球などの解説

免疫の話など良く聞かれると思いますが、少し基礎的な話をします。
血液には赤血球と白血球などがあり、 になります。白血球が免疫担当細胞

㎕（マイクロリットル）は 万分の１リットル㎕白血球数は ～ が正常4000 9000/ です。 100

【それでは白血球はどのようにして細菌などの異物を処理しているのでしょうか？】
まず、 白血球の中の について説明します。好中球の役割

左図のように異物が体内に侵入すると、血管内の好中球は血管
壁をすり抜けて血管外に出ていきます。
異物から放出される化学物質などに引き寄せられる形で異物に
近づいて貪食します。

【 。】上記のように細菌などに対して好中球などが主体になる免疫を と呼びます自然免疫
確かに，細菌などに直ちに対応する事が出来ますが沢山のウイルスや細菌に対して毎回
好中球が出動していたら過労でダウンします（笑 。）
そこで、ウイルスなどが一度攻撃してきたらそのウイルスに対する を作って好中球抗体
とは別の部隊に攻撃させようとするシステムが人体に備わっています。その担当部隊が

という事になります。リンパ球

このシステムがある事で例えば麻疹（はしか）などは一度ウイルスに感染したら再度
ウイルスが体内に侵入しても発症しません。この免疫の事を と呼びます。獲得免疫

血液を薄く伸ばして顕微鏡で見たのが左図（イメージ）。血液塗抹標本と呼ぶ。

血小板
殆どが赤血球だがその中に白血球が見られる。白血球には細菌を貪食する好中球や

リンパ球などがある。これらの働きについては後に詳しく解説する。
リンパ球

これは白血球の中で最も多い好中球。白血球の４０～７０％を占める。細菌感染など

で増加する。ウイルス感染では変化無く逆に減少する事もある。

血液をスライドグラスで

伸ばしていく好中球

①血液を１滴垂らす血液塗抹標本作成手順 ②スライドグラスで伸ばす

竹が刺さった！ 竹

肥満細胞

好中球は細菌に近づいて細菌を貪食する

血管内から好中球は外へ出て行く

肥満細胞（mast cell）などは好中球を引き寄せる物質を分泌する

細菌

血管内
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⑧免疫や、白血球などの解説 続き
【リンパ球の働き （リンパ球の数は白血球数の ～ ）】 25 40%
実際のリンパ球の免疫システムは非常に複雑ですがわかりやすく簡単にイラスト化して
下図に示します。理解の手助けにしていただきたいと思います。
リンパ球がウイルスや癌細胞を攻撃するシステムです。

リンパ

癌やウイルスなどの異物が侵入！

リンパ球にはＴ細胞とＢ細胞

があって役割分担している
①リンパ球が癌やウイルスを食べる

これを貪食と呼ぶ。

②癌やウイルスはリンパ球内で分解

③癌やウイルスを分解して抗原へ変換

これはウイルスや癌細胞の死骸

エイズウイルスはこのヘルパー

Ｔ細胞を障害して免疫不全を起こす

Ｔ細胞

（ナイーブＴ細胞）

Ｔ細胞の指示を受けてＢ細胞が活性化

Ｂ細胞 ヘルパーＴ細胞

ヘルパーＴ細胞はＢ細胞をも活性化する

抗体 実際にはＢ細胞は形質細胞へと変化して

抗体を産生する。Ｂ細胞自体もウイルス

などを捕食することが可能である。

Ｂ細胞は多数の抗体産生を行う ヘルパーＴ細胞はマクロファージなどを活性化

多数の抗体が癌細胞やウイルスを攻撃する

この免疫システムを液性免疫と呼ぶ。 イメージ

マクロファージはウイルスや

癌を貪食して攻撃する！ウイルスや癌

この免疫システムを

細胞性免疫と呼ぶ。

cell-mediated immunity

抗原

マクロファージ キラーＴ細胞

活性化

ウイルスや癌

攻撃！

抗
体
が
攻
撃
す
る

④Ｔ細胞が抗原を認識して

次の細胞へ指令を出す
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⑨抗生物質の種類と副作用

抗生物質には色々種類があります。例えばペニシリンは する①細菌の細胞壁合成を阻害
細菌が蛋白質合成するのを阻害 細菌事によって細菌を殺します。その他、 したり、② ③

。の中心である核の中の核酸 遺伝子情報が含まれる の合成を阻害（ ） するものがあります

【抗生物質耐性菌について】

抗生物質が効かなくなる耐性菌という言葉は良く聞くと思います。耐性が起きる原因は
メチシリン耐性ブドウ球菌（ ） 細菌の核酸が変化幾つかあります。例えば は、MRSA ①

して抗生物質の効果が出ません。その他 したり、②ペニシリンなどの抗生物質を分解
細菌もあります。③抗生物質が細胞壁を通過しにくいように変化する

【抗生物質の副作用について】

風邪などをこじらせた場合の抗生物質使用日数は数日から長くても１週間程度ですので
特に副作用を心配する必要はありません。 ただし、ペニシリンに対するアレルギー

薬疹 下痢（ ）のある人は注意が必要です。また、 やアナフィラキシーショックを起こす事がある
が見られる事もあります。などの胃腸症状

長期にわたる抗生物質の使用では、 事より重篤な合併症を起こす正常な腸内細菌を殺す
。 、 、事があり注意が必要です 私自身 肺炎に罹患した翌年の冬に風邪をこじらせましたが

肺炎を心配して抗生物質点滴を続けて「 」を起こしました。腸管出血性大腸炎
頻回の鮮血便、下痢と大変でした。 を起こす事もあります。偽膜性腸炎

その他、長期投与では する事もあります。カンジダなどの真菌類が舌などに発生
また、抗生物質によっては ものもありますので薬の注意アルコール分解酵素を阻害する
書きをよく読んで服用して下さい。

核

リボソーム

pseudomembranous enterocolitis

①細胞壁合成阻害。ペニシリン系、セファロスポリン系抗生物質など。

②核酸合成阻害。核酸の遺伝子情報が阻害されて増殖出来なくなる。

ニューキノロン系抗生物質などがあるが抗菌範囲が広く多用すると耐性菌

発現リスクが高まるが我が国ではやや安易に使用されている面もある。

薬品名タリビッドなど。１錠100mgで８６円。後発品最安値は２５円。

③このリボソームの中で細菌の蛋白質が合成される。蛋白合成阻害剤と

してはマクロライド系、テトラサイクリン系の抗生物質がある。
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【赤血球や白血球は同じ骨髄細胞から発生して分化した兄弟です 】。
元々の親は骨髄に存在する です。多能性幹細胞

骨髄系幹細胞 リンパ系幹それがまず、赤血球や白血球を作る とリンパ球などを作る① ②
の つに分かれます。細胞 2

以下の図を参照して下さい
骨髄系幹細胞やリンパ系幹細胞は骨髄の中で更に分化
します。

リンパ系幹細胞

前赤芽球

↓

好塩基性赤芽球

↓

多染性赤芽球→正染性赤芽球

proerythroblast

basophilic erythroblast

erythrocytes

骨
髄
芽
球

前
骨
髄
球

骨
髄
球

後
骨
髄
球 neutrophilic leukocyte

eosinophils

basophils

単芽球

monoblast

monocyte

前巨核球 巨核球

megakaryocyte platelet

骨髄の中で骨髄芽球やリンパ系幹細胞が勝手に増殖するのが血液の癌

である白血病。骨髄性白血病、リンパ性白血病などと呼ばれる。

骨髄系幹細胞

多機能性幹細胞

pluripotent stem cell

白血病やリンパ腫は放射線、薬剤、ウイルス

その他により、遺伝子変異が生じて自律的に

増殖する白血球が産生される。

白血病には、急性、慢性がある。

赤血球

好中球

好酸球

好塩基球

単球

血小板

lymphocytes
リンパ球

骨
髄
の
造
血
幹
細
胞
は
細
胞
分
裂
に
よ
る
①
自
己
複
製
能

と
複
数
の
種
類
の
血
液
細
胞
に
分
化
す
る
②
多
分
化
能
を
持
つ

骨髄系幹細胞

CFU-GEMM
(Colony Forming Unit
Granulocyte Erythrocyte
Monocyte Megakaryocyte)

CFU（コロニー形成単位）

こ
れ
ら
の
形
成
を
刺
激
す
る
の
が

コ
ロ
ニ
ー
刺
激
因
子
（
Ｃ
Ｓ
Ｆ
）

赤
芽
球
産
生
を
促
す
エ
リ
ス
ロ

ポ
エ
チ
ン
等
が
あ
る

白血球などが産生する

インターロイキン（IL）
もCSFと同様の活性有り

ＣＳＦやインターロイキン

を総称して造血因子と呼ぶ

pre-T/NK pre-T Ｔ細胞

pre-B

pre-NK ＮＫ細胞

Ｂ細胞

IL-3

IL-2,4,7

Il-15

SCF
SCF（Stem Cell Factor）

SCFは骨髄間質細胞で産生され

造血幹細胞などの増殖を促進する
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最終回 平成 年 月【わかりやすいアレルギー疾患や脂質異常の話】 23 11

平成 年 月に上皮内癌の話を作成しましたが，皆さんからわかりやすいと好評だっ23 4
たので、色々な病気を解説してきましたが、今回が一応最終回という事になります。

、 。ほぼ一通りの解説をしてきましたが 今回はアレルギー性疾患や脂質異常を解説します
また、解説が漏れた疾患の中で肝嚢胞や私自身が 才に罹患した自然気胸についても25
話します。

、 、 、 、今後は解説した病気を本にしたいと思いますが 本の後半部分は人体の骨 筋肉 神経
内分泌ホルモンの解説などを追加して「まるで一冊の医学書」のようにしたいと思って
います。

自宅にいる間は殆ど 「わかりやすい病気の話」作成に没頭してきましたが、私自身の、
知識の再整理に大変役立ったと思っています。 医学書も沢山購入して久々に学生気分
になったような気がして楽しめました。また、一般の人に専門知識を教えるのが如何に
大変な事か、という事も再認識しました。

一度自分の頭の中に入れた知識や研究内容を一旦バラバラにして、もう一度再構成して
わかりやすいイラストやグラフ化する事は苦しみでもありますが、完成した時の満足感
はこの上ない物です。

今回は以下の順番で解説します

①アトピー性皮膚炎 ②気管支喘息
③脂質異常 ④肝嚢胞
⑤自然気胸 ⑥最後に

atopic dermatitis①アトピー性皮膚炎

アトピー性皮膚炎や気管支喘息の患者さんにはアレルギー（免疫異常）と関連がある人
もいます。また、スギ花粉症やアレルギー性鼻炎などで辛い思いをする人もいます。
そこで、まずこのアレルギーの基礎的な話から解説します。

私も 才代からスギ花粉症です。また、釣りを始めた 数年前にエビの親戚のような30 10
オキアミを頻繁に触ったためか、エビアレルギーになりました。現在は甲殻類の蟹にも
アレルギーが出て美味しい物が残念ながら食べられません！
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①アトピー性皮膚炎 続き
アトピー性皮膚炎の人が沢山の治療体験記を書いたり、民間療法も多い疾患です。正確
な知識を持って 事も必要になります。ある治療方法ステロイド外用薬を適切に使用する
が有効でも他の人には全く効果が無い事もありますので、注意が必要です。
アトピーの背景の一つに免疫異常がありますので下にその説明をします。

抗原には色々ある。スギ花粉症ならスギ花粉が抗原。

侵入してきた抗原に対してリンパ球は抗体を作る。

本来ならこれは癌やウイルスを攻撃する戦闘部隊。

しかし、アレルギーでは抗体が自分の体を攻撃する

リンパ球が抗原に対する抗体を作る

喘息、アレルギー性鼻炎、食物アレルギー

などではＩｇＥ抗体が関与する。

ＩｇはＩmmuno ｇlobulinで免疫グロブリン
イミュノ グロブリン

antibodies

抗体が肥満細胞や白血球の中の好塩基球と結合！
抗体が好塩基球と結合する

basophils

antigens histamine

スギ花粉などの抗原が抗体

と結合して過剰反応する！

スギ花粉などの抗原と好塩基球上

の抗体が結合する→ヒスタミン分泌

ヒスタミンなどの化学物質

leukotrienes

histamine antagonists

喘息の場合にはロイコトリエンなどの物質

が気管支を収縮させる

スギ花粉症は鼻水、眼の痒み 皮膚なら蕁麻疹やアトピーなど

epidermisurticaria

atopic dermatitis dermis

私も３０年間スギ花粉症！

抗原

リンパ球

抗体

抗体

抗原

このヒスタミンをブロックするのが

抗ヒスタミン薬

ヒスタミン

喘息には抗ロイコトリエン薬などもある
蕁麻疹

アトピー

表皮

真皮

蕁麻疹

好塩基球
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①アトピー性皮膚炎 続き
アトピー性皮膚炎はアトピー素因と呼ばれるアレルギー体質を基盤として様々な刺激因
子によって発症します。また表皮のバリアが破壊される事により痒みが増大します。
そこで、その基礎となる皮膚の解剖について少し説明します。

← 左図は上の表皮の部分を更に拡大した図です。 に分かれます表皮は更に 層4

Meissner corpuscle arrector muscle of hair

鳥肌が立つのはこの筋肉の収縮による

皮膚の触覚などを

感じる知覚神経
goose skin

表皮は更に角層などの４層

に分かれる｡表皮 epidermis

dermis

hypoderm

keratin layer

口唇などを除く全身の皮膚に分布する。１平方センチ

に１３０～６００個分布して総数が３００万個になる

本来無臭だが、皮膚表面で細菌が糖蛋白などを分解

すると臭う。

これが詰まるとニキビになる

マイスネル小体 立毛筋

アポクリン汗腺

①表皮

②真皮

③皮下組織

④筋層

脂肪

①角層（角質層）

②顆粒層③有棘層（有棘細胞層）④基底層（基底細胞層）の３層に

分かれる。一番下は基底層。

granulosa

エクリン汗腺

アポクリン汗腺
哺乳類の芳香腺の退化したもの。腋窩、外耳道など

に存在する。交感神経刺激で発汗する。緊張すると

脇の下に汗をかくのは交感神経刺激作用による。

毛脂腺
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②気管支喘息

気管支喘息は最近、 しています。喘息発症の増加は密閉性の20 才以下の発症率が増加
ある部屋の中でのダニ，ハウスダストによるアレルギー増加も一因です。ただ最近は，
アレルギー素因の有無にかかわらず、小児期の細菌やウイルス感染症が引き金になって
喘息が発症するという考え方も重要視されるようになっています。

独立行政法人環境再生保全機構資料による

【喘息患者数は増加しているが死亡数は減少している】

独立行政法人環境再生保全機構資料による

【喘息発作は気管支の筋肉（平滑筋）の収縮で起こります 】。

喘息は特に２０才以下で増加率が高い

喘息の分類として小児喘息に多く見られる

アトピー型喘息など何らかのアレルゲンに

対する特異的IgE抗体が認められるものや
成人型喘息などのように特別な抗体の認め

られない非アトピー型喘息などがある。

死亡数

喘息死亡数の推移死亡数

死亡率は1%以下である。

最近の喘息死亡数は年間３０００人以下。

喘息患者数４００万に比べると少ない。

これは新薬などの影響もあるが喘息に炎症の

関与が大きいとの考え方から治療方法が変更

されてきた事も原因の一つ。

空気の通り道が狭いので空気が出入りする時に笛を

吹くようなヒュー音などが聞こえる（喘鳴ぜんめい）

気道の慢性炎症が基礎にある

気管支が収縮して空気が通りにくくなる

stridor

炎症細胞浸潤

bronchial asthma

正常気管支

喘息

治療を実際に受けている人の数は

約１２０万人

小学校

中学校

幼稚園

高校
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喘息の病態、治療に関する最近の考え方とＪＧＬ２００９ガイドラインについて

ＪＧＬ＝Ｊapanese ＧuideＬine

最近は色々な疾患の診断や治療に対してガイドラインが作成されているので、治療する側にとって

は一定の治療方針が示されるので、やりやすいかと思われる。勿論、それぞれの病態に応じて変更

する事になる。

喘息とは 気道炎症と種々の程度の気道狭窄、気道過敏性亢進という事になる。

臨床的には咳、喘鳴、呼吸困難。

気道炎症→気道傷害、気道構造の変化（リモデリングと呼ぶ）を惹起する

→気道過敏性亢進

正常気道上皮細胞

（円柱細胞や杯細胞）
繊毛機能低下

②気道粘膜の浮腫

①気道上皮剥離

③基底膜肥厚

④平滑筋肥大、収縮

気道リモデリング

その他杯細胞からの過剰な粘液分泌など

気道リモデリングは

非可逆的な気流制限

→重症化、難治化 上皮傷害（上皮剥離など）
気道炎症とは （気道過敏性の亢進）

喘息の本態は慢性気道炎症である。好酸球などの炎症細胞浸潤→①気道上皮の剥離、②気道粘膜の浮腫

→炎症が繰り返されると→③基底膜肥厚や④平滑筋肥大、収縮などの構造上変化が起こる。

従って、気道炎症を抑える事が喘息治療の基本

喘息の考え方の変遷

１９６０年代→喘息は気道の広範な狭窄である

気道過敏性が喘息の大きな原因

１９９０年代→喘息は慢性の気道炎症である

従って、ＪＧＬ２００９ガイドラインの治療方針としては治療ステップ１～４の、どの段階でも

吸入ステロイドが第１選択薬となっている。

高価な治療薬抗ＩＧＥモノクローナル抗体

喘息の重症化にはマスト細胞の関与が大きい→マスト細胞からアンフィレギュリンが分泌→

粘液分泌を増加させる杯細胞を増加させる→喀痰増加やステロイド抵抗性の状態となる｡

（アンフィレギュリンというのは聞き慣れないかも知れないが、2005年に発見され、アレルギー
学会雑誌に報告されている）アンフィレギュリン分泌によってマスト細胞が増加する→

マスト細胞増加→ヒスタミン、ロイコトリエン分泌→好酸球を炎症局所へ遊走させる｡

抗ＩＧＥ抗体（商品名ゾレア皮下注：オマリズマブ；遺伝子組換え)は1本7万円と高価だ。

（難治性喘息；ステップ４のみ適応がある）
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抗ＩｇＥ抗体オマリズマブとⅠ型アレルギーの解説

抗ＩｇＥ抗体オマリズマブは肥満細胞（マスト細胞）のＦＣ受容体（ＦcεＲＩ）に結合すること
によって、既存ＩｇＥが肥満細胞のＦＣ受容体と結合出来ない事で作用を発揮する｡そこで、

ここではⅠ型アレルギーについて解説する｡

Ｂ細胞

（マクロファージや

樹状細胞） 抗原

Ｂ細胞

抗原

Ｂ細胞が抗原を貪食

Ｂ細胞

（マクロファージや

樹状細胞）

抗原断片

Ｂ細胞内で部分消化した

抗原断片をクラスⅡ

ＭＨＣ分子（蛋白質）

に結合→抗原提示する

（抗原提示細胞と呼ぶ）

抗
原
提
示
細
胞
と
な
る

ヘルパー

Ｔ細胞

ヘルパーＴ細胞受容体が認識

↓

Ｂ細胞を活性化させる

Ｂ細胞

（マクロファージや

樹状細胞） 活性化
Ｂ細胞は

形質細胞へ変化

抗体産生（ＩｇＥ抗体；寄生虫感染や即時型アレルギーで気道や消化管粘膜下リンパ節で産生される）

好塩基球や

肥満細胞

ＦＣ受容体（ＦcεＲＩ）

抗原

ＩｇＥ抗体

好塩基球や肥満細胞のＦＣ受容体とＩｇＥ抗体が結合して

抗原と架橋形成する→ヒスタミンプロテアーゼ、ロイコトリ

エン等のメディエーターが遊離（分泌）される｡

メディエーター分泌

オマリズマブの作用部位は？

好塩基球や

肥満細胞

Ｃε3

ＩｇＥ抗体

ＦＣ受容体（ＦcεＲＩ）

Ｃε3

ＩｇＥ抗体

ＩｇＥ抗体のＣε3が
形質細胞ＦＣ受容体と

結合する

オマリズマブ

オマリズマブはＩｇＥ抗体のＣε3
と結合する→ＩｇＥ抗体はＦＣ受容体

と結合できない！
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アレルギーの各型（Ⅰ～Ⅳ型）の解説

Ⅰ型アレルギーが出てきたのでこの頁ではまたまた脱線してアレルギーの各型（Ⅰ～Ⅳ型）について

解説する｡

Ⅰ型アレルギーはⅡ、Ⅲ、Ⅳ型と異なり、補体の関与が無い｡即時型アレルギーとも呼ばれて、

喘息、蕁麻疹などを引き起こす食物アレルギー（私も甲殻アレルギーがある）、アレルギー性鼻炎（私もスギ

花粉症がある）等がある。

Ⅰ型アレルギーは前述の通りＩｇＥ抗体が肥満細胞（マスト細胞）などのＦＣ受容体に結合して

抗原との架橋形成が起こることで始まる｡カルシウムイオンの細胞内流入が化学物質の分泌を引き起こす｡

Ｆｃ受容体

ＩｇＥ抗体

抗原
Ｃａ

2+

Caチャネル開口

Ｃａ
2+
流入

ヒスタミンの分泌

肥満細胞（マスト細胞）
細胞膜

（リン脂質）

脱顆粒

アラキドン酸
活性化

ホ
ス
ホ
リ
パ
ー
ゼ

活
性
化

プロスタグランディン
シクロオキシゲナーゼ活性化

リポキシゲナーゼ活性化

ロイコトリエン

アセチルトランスフェラーゼ活性化
血小板活性化因子の放出

血小板活性化因子（Ｐlatelet Ａctivating Ｆactor=ＰＡＦ）

アラキドン酸代謝の亢進

これらの化学物質の分泌は①血管透過性亢進や血管拡張、②平滑筋収縮や粘液分泌亢進③白血球

遊走化④心筋抑制等を引き起こす｡これらが急速に顕著に起こればアナフィラキシーショック

となるが、これは①血管拡張による循環血漿量の減少や④心筋抑制による血圧低下、②平滑筋収縮

や粘液分泌亢進による気道閉塞などが原因となる。

その他、キニン、トロンボキサン

等の分泌

アナフィラキシーショックへの対応（治療、処置）

上記を考えれば、アナフィラキシーショックへの対応は自ずと答えが出てくる｡しかし、私もこれに
近い経験を（抗生物質の点滴静注、ブスコパン投与など）数回したが、１人で対応する場合には治療するより先に「訴訟に

なったらどうするか？」といった事が頭をよぎって気持ちが動転してしまう事もある｡皆さんも、ヒヤリとした経験があるだろう｡

アナフィラキシーショック治療

ボスミン（注射１ｍｇ；１ｍｌ）を１回０．３ｍｇ皮下或いは筋注。効果無ければ５～１５分毎繰り返す

速効性が期待できる第１選択薬となる｡これは、上記アナフィラキシーの原因（成因）を考えれば

分かるが、血管拡張、心筋抑制による末梢での循環血液量滞留による血圧低下を改善させる｡

また、気管支収縮など平滑筋収縮を改善させる｡血管確保が出来るなら、ボスミンの静注（ボスミン

１ｍｌを生食１０ｍｌに溶かして、その１ｍｌをまず静注。効果無ければ上記と同様に５～１５分毎

に繰り返す）。

ボスミンが第１選択

その他、ステロイド投与（例；サクシゾン注300mg点滴静注）、補液、抗ヒスタミン投与（例；ポララ
ミン5ｍｇ静注）など重篤な場合には行う｡気道確保が必要な場合もあろう｡

速効性は期待出来ない！
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Ⅱ型アレルギー

Ⅱ型アレルギーはＩｇＧ（又はＭ）抗体が関与していて補体が関与する。溶血性貧血や血小板減少性

紫斑病、Goodpasture症候群（出血性肺炎＋増殖性糸球体腎炎）等がある｡

細胞

抗原

自己抗体（ＩｇＧ又はＩｇＭ）

自己抗体と細胞内の抗原（自己抗原）

の結合

ＩｇＧのＦｃを認識する

Ｆｃγ受容体をもつ

マクロファージやＮＫ細胞

補体

補体Ｃ１

細胞

抗原

結合

膜侵襲結合体が出来る

自己抗体（ＩｇＧ又はＩｇＭ）

ＮＫ細胞の攻撃や

マクロファージによる貪食

抗原

細胞

補体Ｃ１がＩｇＧ抗体の

Ｆｃγ受容体と結合

↓

膜侵襲結合体が完成

↓

細胞を破壊する

上記の様に抗体依存性に細胞を傷害することを

抗体依存性細胞障害と呼ぶ｡

Ⅲ型アレルギー

Ⅲ型アレルギーの主役は複数の抗原と抗体が結合して集合した免疫複合体（抗原抗体複合体）

である。糸球体腎炎､関節リウマチへの関与がある。膠原病のＳＬＥ（全身性エリテマトーデス）に

よる糸球体腎炎などがその代表例である。

複数の抗原

抗体合体！

補体（C3a,C5aなど）活性化 好塩基球

ヒスタミン、セロトニン分泌

血管透過性亢進

好中球

ライソゾーム活性酵素

活性酸素→組織障害

Ⅳ型アレルギー

結核等に代表される細胞性免疫が関与する（本誌141頁にも記載している）。抗体は関与せずに
抗原侵入後数日（ツ反など48時間後の判定）で、反応がピークになるので遅延型アレルギーとも
呼ばれる｡

抗原を貪食したマクロファージ
分泌

サイトカイン､インターロイキンなどによる炎症

線維芽細胞増殖、組織障害（活性酸素による）
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③脂質異常
以前は高脂血症と呼ばれていました。善玉コレステロール（ コレステロール）はHDL-
高値の方が良いので紛らわしい呼び方である事から最近は と呼ばれます。脂質異常症

脂質異常にはコレステロールと中性脂肪の異常があります。最近は総コレステロール値
は測定せずに コレステロールを測定する機関が多くなっています。HDL,LDL

【善玉コレステロールは血管のコレステロールを取り除いて肝臓へ運ぶトラック】
悪玉コレステロールは肝臓から血管へコレステロールを運びます。
コレステロール代謝は複雑ですが、簡単に言うと、下のイラストのようになります。

コレステロール

ＨＤＬコレステロールは肝臓へ

コレステロールを運ぶ

ＬＤＬコレステロールは血管内へコレステロールを運ぶ

つまり、血管内のコレステロールが上昇する

これがＬＤＬコレステロール

が悪玉と言われる理由

ＨＤＬコレステロール ＬＤＬコレステロール

つまり血管内のコレステロールを

ＨＤＬコレステロールは減少させる

これがＨＤＬが善玉コレステロール

と言われる理由。

ＨＤＬコレステロールの正常値 ４０～７０ｍｇ/ｄｌ

４０以下が動脈硬化のリスクが高くなる

dyslipidemia

ＬＤＬコレステロールの正常値 ６０～１３９ｍｇ/ｄｌ

１４０以上が動脈硬化のリスクが高くなる

中性脂肪の正常値 ５０～１５０ｍｇ/ｄｌ
コレステロールと同様に動脈硬化の原因となる

コレステロール
外膜

血管は３層

構造
中膜

内膜
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③脂質異常 続き

【脂質異常はどの程度心疾患のリスクを高めるのか？】
才の人の 年間の追跡調査です。下図に善玉コレステロールと心疾患発生率を示します。67 6

縦軸に心疾患発生率、横軸に コレステロール値を示します。HDL-

年日本脂質介入試験データより作成2005

【逆に悪玉コレステロールは高いほど心疾患発生率が高くなる】
今度は悪玉コレステロール（ ）と心疾患の発生率を下図に示します。LDLコレステロール
今回のデータは男女の区別を付けていません。
今度は横軸はＬＤＬコレステロールの値を示しています。

9

%
男性 女性

5

1

心

疾

患

発

生

率

8.5%

30

1.0%

HDL-コレステロール値
40 50 60 70 ㎎/dl

悪玉コレステロールが高い

場合、食事療法が必要。

①総エネルギー摂取の適正化

（標準体重×25~30Kcal）
②コレステロール摂取制限

などの段階を経ても高値なら

薬による治療が必要。

5

1

15

% LDLコレステロール値が高いほど心疾患

発生率が高くなる！

10

心

疾

患

発

生

率
薬としては現在はスタチン系

薬剤が用いられる事が多い。

商品名リバロ、メバロチン

クレストール、等がある。

1日1回の服用になっている。

240以上

基礎疾患の無い人の場合

悪玉コレステロールは

160以下が目標値となる
～120 121～

160

161～

200

201～

240

ＬＤＬコレステロール値

ＨＤＬコレステロール値が高い人の方が心疾患発生率が低い
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③脂質異常 続き

【 コレステロールと コレステロールとの比も重要である】LDL HDL
コレステロールを コレステロールで割った数値も一つの指標となります。LDL HDL

LDL 160 /dl HDL- 80 /dlコレステロールが例えば ㎎ と高い人の場合 コレステロールが ㎎、
なら ÷ ＝ です。この します。160 80 2 値が低いほうが動脈硬化のリスクが減少

動脈硬化初期の血管内の粥状物質もこの数値が低いと縮小する可能性があります。

最近は コレステロー ㎎ を越える人は酵素欠損のある事が判明しています。HDL- 100 /dl
（ 。HDL-コレステロールを高くする ①適度な酒のは 飲み過ぎは食道癌などの原因になる

飲む人の方がまったく飲まない人より、どの統計を見ても一番長生きして酒を１合程度
います； ） などです。酒は百薬の長というところか？ ②運動

は させ させます。喫煙 コレステロールを逆に低下 コレステロールを上昇HDL LDL

このLDL/HDL比がいくら2以下だと言ってもLDL
コレステロールの数値が正常値より高い人は食事、

運動に注意して下さい。また、薬が必要になる場合

もあります。医師の指示に従ってください。

注意！

プラーク

ちなみに私の今年８月の健診結果はＨＤＬコレステロール９８mg/dl、ＬＤＬコレステロール１１９mg/dl。
ＬＤＬコレステロール/ＨＤＬコレステロールは１１９÷９８で、１.２で優秀！中性脂肪も４７mg/dl、喫煙（－）
血圧正常で動脈硬化のリスクファクターは無い。年齢はリスクファクター！

ＬＤＬコレステロール/ＨＤＬコレステロールが２以下ならプラークが縮小するかもしれない？

動脈硬化の進展が予防出来るかもしれない

逆にＬＤＬコレステロール/ＨＤＬコレステロールが２以上ならプラークが大きくなるかもしれない

プラークが増加して血管が狭窄してくる

例えばＬＤＬコレステロール１６０mg/dlで、ＨＤＬコレステロール
が４０mg/dlだと１６０÷４０＝４で具合が悪い！
ＨＤＬコレステロールが８０だと１６０÷８０＝２

この比が小さい方が良いというわけである

ＨＤＬコレステロールが高い人は以前は｢長寿症候群｣等と呼ばれていたが最近は酵素欠損による事が判明していて

余り高すぎても具合が悪い。また、ＨＤＬコレステロールの中にも働きの悪い種類があるなどと言われている。

ＬＤＬコレステロールを低下させる野菜にキャベツやブロッコリーなどあって、最近サンスターが健康食品を販売

している。
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20～30％

コレステロールの70～80％は体内で合成される

70～80％

ＬＩＶＥＲ

脂質異常の食事療法
20～30％は食事から吸収される！

体全体で約100ｇのコレステロールがある。
脳と筋肉に25ｇ、副腎、肝臓、肺、動脈壁に合わせて40ｇ
血液中に10ｇ含まれている。

1日に必要なコレステロール量は1～1.5ｇ

コレステロールや中性脂肪はアポ蛋白という親水性蛋白に包まれて血中を流れる。

アポＢ

アポＣ

アポＥ

エステル型

コレステロール

コレステロール

中心部分は水に溶けないエステル型

コレステロールと中性脂肪から出来ている。

リン脂質

外表面のアポ蛋白にも幾つか種類がある

中性脂肪やコレステロールはリポ蛋白に包まれて運ばれる。リポ蛋白には主に中性脂肪を運ぶ

カイロミクロン、ＶＬＤＬと、コレステロールを運ぶＬＤＬ、ＨＤＬがある。

70～80％は
体内で合成

中性脂肪

これらのリポ蛋白は大きさ、比重が異なり最も大きなカイロミクロンは比重が低く

また、ＨＤＬの10～100倍の大きさがある。カイロミクロンは80～1000nm,ＨＤＬは8～12nm
nm:ナノメートル；n(ナノ)は10-9

血管内皮細胞

血管内での動脈硬化の始まり

血管内膜

中膜

外膜

血液

血管内皮細胞

血管内膜

中膜

過剰なＬＤＬ、変性ＬＤＬが内膜へ

侵入してくる

ＬＤＬ

や変性ＬＤＬ

①
②

③マクロファージは変性LDL
を分解できない！泡沫細胞

へと変化→血管壁傷害
マクロファージ

単球から変身した貪食細胞

（マクロファージ）が貪食
ＬＤＬ

変性ＬＤＬ
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脂質異常症の方のためのコレステロール摂取量の基準（ＣＩＪ）

ＣＩＪとは何ぞや？という方も多いかもしれない。Cholesterol Index for Japaneseという事だが、
これは単にコレステロール含有量だけで無く、飽和脂肪酸や不飽和脂肪酸などの量を加味して作成

されている。卵黄や牛肉などは飽和脂肪酸が多いがアジやイワシなどの魚介類にはEPA（エイコサ
ペンタエン酸）が多く含まれコレステロールをあまり増加させない。

ＣＩＪ指数が合計で１００以下になるように食事摂取すると良い

５０

以上

卵黄（鶏卵）１８グラム/約73点

全卵（鶏卵）５０グラム/約65点

牛肉（霜降り）６０g/約53点

３０

以上

霜降り

鶏モツ３０g/約44点 カステラ５０g/約33点

豚（ロース）６０g/約32点
バター１０g
約31点

２０

以上

チーズ２５g/約25点

牛乳２００g/約24点

うなぎ３０g/約23点

アイスクリーム６０g/約22点

実際のコレステロール含有

は卵黄100㌘に1400mg
全卵100㌘に420mg。

実際のコレステロール含有

はバター100㌘に210mg
牛、豚100㌘に約70mg

１０

以上

キス５０g/15点

カツオ７０g/13点

アジ７０g/11点

マヨネーズ15g/10点

ソーセージ30g/14点

ハム30g/11点

０

以上

カレイ７０g/7点

食パン９０g/2点

御飯１４０g/0.1点

鶏肉（ササミ）

６０g/約9点

０

以下

落花生15g/－3点
豆腐 ５０g/ー3点

白味噌、米油、等もマイナス

積極的な野菜の摂取に心がける事：ブロッコリーやキャベツなどに含まれる

アミノ酸（SMCS:S-メチルシステインスルホキシド）がコレステロールを
低下させる。サンスターから特保食品として販売されているが野菜を食べる

事の方が食物線維も摂取できる。

野菜摂取目標/日は
350ｇだが、実際は
295ｇ/日しか摂取
出来ていない。

平成21年国民健康栄養調査
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中性脂肪と脂肪酸（飽和、不飽和脂肪酸の解説）

脂肪酸とは脂肪族カルボン酸の事（カルボン酸とはＣＯＯＨ基を持つ物質）

中性脂肪は３価アルコールのグリセロールと脂肪酸のエステル

従って、本来はトリアシルグリセロールと呼ぶべきだが慣習

でトリグリセリドと呼ばれている（ハーバー生化学ではこれを批判している）

ケトアシドーシスの解説

中性脂肪（ＴＧ＝Ｔriglycerides）

脂肪酸

グリセロール

飽和脂肪酸と不飽和脂肪酸

二重結合＝を持つのが不飽和脂肪酸。

ここで一寸脱線してグルコースからエネルギー

が得られる過程について復習します。

中性脂肪からのエネルギー生産を知るのに

必要なので。

グルコースは解糖によってピルビン酸に分解するまでにエネルギー（ＡＴＰ）を生産する！

グルコース

グルコース１リン酸

グルコース６リン酸

グリコーゲン

ピルビン酸

幾つかの過程を経る

ミトコンドリア

細胞内

この過程は嫌気性で行なわれる

乳酸

嫌気性のままだと乳酸生成過程

に突入する！

ピルビン酸

クエン酸回路

この過程で1分子ブドウ糖
から最大38分子のATPが
得られる｡

脂肪酸

アセチルＣｏＡ

飢餓状態や糖尿病などで糖利用率が低下

→脂肪酸がエネルギー源として利用される

しかし､脂肪酸β酸化で生じた大量のアセチルＣｏＡが処理しきれなくなると→肝臓内でこの

処理しきれなくなったアセチルＣｏＡ→ケトン体へと変換される。

脂肪酸 アセチルＣｏＡ

クエン酸回路へ入ってエネルギー（ATP）生産

アセト酢酸

アセトン

３ヒドロキシ酪酸

ケトン体

肝臓外の組織は酵素の活躍でケトン体は再度アセチルＣｏＡに戻り

クエン酸回路に入る｡しかし！肝細胞はこの酵素を持たない｡代謝が

十分でないと、血液中のケトン体濃度↑血液が酸性になる

→ これが ケトアシドーシスである｡

更にその後ミトコンドリア

で大量のATPが産生される
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④肝嚢胞（肝のう胞）

肝臓について解説した時に，数人の職員の方から「肝嚢胞とは何ですか？」と聞かれた
ので少し解説します。 で、癌化する事はありません。肝嚢胞は良性疾患

腹部エコー検査をすると大体 ～肝嚢胞は健康診断でも比較的良く見られます。健診で 5
の人に見られます。女性の方が ～ 倍程度発見率が高くなっています。15% 2 5

初めて腹部エコーで嚢胞を指摘された場合に、特徴的所見があれば特に精査をする必要
はありません。ただ、腫瘤が小さくて肝臓癌などとの鑑別が困難な場合には や造影CT

１年に１回の健診での経過観察CT,MRI などの検査を必要とする事もあります。また、
です。で十分

その他、 も肝臓内に発見される腫瘍としてあります。これも良性腫瘍です。血管腫
～ 程度の頻度ですが、こちらは腹部エコーで白く映し出される事が多く肝臓癌な1 2%

どとの鑑別が困難な事も多く嚢胞に比べて などの精査が必要になる事が多い疾患でCT
す。

hemangioma

肝臓
時には左の腹部ＣＴのように肝臓全体をのう胞が占めることもある。

脊椎

嚢胞

腹部CT

腎臓
cyst

のう胞の殆どは先天性。数㎜の大きさから巨大になって１０㎝以上になる事

もある。治療は不要。但し、８㎝以上に大きくなると嚢胞内に出血したり、

感染を起こすことがあり希に手術が必要になることもある。
肝臓

腹部エコーでは左のように丸く、黒い影として描出される。
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spontaneous pneumothorax⑤自然（特発性）気胸

気胸という言葉は時々聞かれる事もあると思います。私も研修医 年目に右肺の気胸で1
入院しました。これは、肺の特に上の方（肺尖部）に とういう袋に穴がブレブ（嚢腫）
開いて空気が抜けて肺がしぼんでしまう事で発生します。

⑥最後に

色々な病気の解説をしてきましたが一応これで終わります。本の出版は来年 月くらい3
までには何とかしたいと思っています。乞う御期待！今後もまた解説してもらいたい病
気があれば臨時で発行しますので私まで御連絡下さい。

bleb

空気の抜けが大きい場合はトロカル針という針で刺して脱気する

ここから空気が抜ける

嚢腫

肺

時には気胸を起こした時に血管を損傷して血胸を併発する事もある。民間病院勤務

時代に１例経験あり。

合併症としての緊張性気胸（tension pneumothorax）;
胸腔内圧の上昇で時に縦隔偏位やhemodynamic compromiseが起こる事もある。

長い間お読みいただき有り難うございました。

来年は私も60才で還暦を迎えます。病気を色々体験

しましたが何とか元気にここまで来れた事に感謝しています。

右肺は空気が抜けてしぼんでいる。

このレントゲン写真では殆ど肺がしぼんでいるが少ししか空気が抜けない場合も

ある。症状は胸痛。呼吸困難や咳の見られることもある。

私の場合には２回とも鎖骨下付近迄肺がしぼんだが胸痛のみでした。

軽度の場合には空気の抜けた場所が自然に閉じる（癒着して治癒）ので安静だけで

十分。しかし、その場合には再発率３０～６０％あるので私のように気胸が再発

する事もある。再発を繰り返せば胸腔鏡によるブレブ切除の適応となる。

自然気胸は若い痩せた男性（長身）に多いと言われる。何故若い痩せた男性に嚢腫

が出来やすいかは分かっていない。私も痩せていた！今も痩せている！

胸腔鏡で嚢腫が確認される

気胸の原因は肺の上部にあるブレブ（嚢腫）が破れて肺の空気が抜けるのが原因。

胸腔鏡手術ではこのブレブを切除する。切除すれば再発しない。
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【前頁までが以前配布した資料内容です】

配布した資料内容に一部追加記載したり、病気に関連した他疾患の解説なども加えてい
るため、全く同じ資料内容ではありません。

ここから先は新しく記載した部分であり、病気の解説や解剖、人体の働き、検査（血液
検査やエコーなどの画像診断）等々あります。ここから先の部分はやや詳しくなって専
門的な言葉も出てきたりしますので難しい箇所もあるかと思いますが、理解できる所だ
けでも読んでいただき、体や病気の基礎知識を得ていただければ幸いです。

また、ここから先は文章がですます調から変化している箇所が多くなりますが、御容赦
のほどを。

一寸余談ですが、今回の医療の解説にあたっては多くの新しい医学書や医学雑誌を購入して正確さを期したつもり

です。足りない部分の理解等に関してはインターネットも参考にしました。民間病院を退職した際に「臨床医はもう

辞めた！」と思い、自宅書棚にあった1000冊以上の本を処分したり、焼却しました。そのため、殆ど医学書が手元に
無い状態でした。今回の事がきっかけで改めて人体の面白さを知ることが出来たのも良かったと思っています。

特に、解剖学や生理学、薬理学、生化学などの基礎医学に関しては学生時代よりよく勉強したと思っています。

日頃は他の物を購入する時には少々口煩い家内ですが（失礼ながら）医学書の購入に関しては全く口を挟まない

ので、その点だけは（？笑）、感謝しています。

私とは大違いの大変立派な方です。宮崎、岡山県以外の

人は余り知らないかもしれないので紹介しておく。

医学書を処分したと言えば石井十次も医学書を焼却処分

して、児童福祉のために貢献した。

孤児院の写真

1865年に現在の宮崎県高鍋町に生まれている。
1889年（明治22年）岡山高等学校医学部（現岡山大学）
を中退。この時医学書を総て焼却処分。

その後、岡山、宮崎などに孤児院を日本で初めて創設し

受け入れた孤児の数は3000人近くになる。
このため、孤児の父と言われる。

興味のある方はインターネットで紹介されたり、本も出版

されているので、御覧いただきたい。

石井十次
1906年の東北大凶作の際には800人以上の
孤児を受け入れた。

孤児の父

日豊本線高鍋駅の石井十次を記念した建物

孤児の父と書かれてある。

仕事の関係で大分、延岡に行く事が多いがその時に列車

から見る事が出来る。

第１版を出版後の平成24年7月末に石井十次記念館
を訪問した。是非、皆さんも見学してもらいたい。

クリスチャンでもあったからこそこれだけの事が

出来たのかもしれない(因みに私も中学、高校は
バプテスト教会という所へ行っていて、受洗迄して

純粋な心の持ちぬ主？であったが、今はすっかり

俗世間に汚れてしまった！）

子供達ですよ！
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【生殖器系の話】
【女性生殖器系①子宮】
子宮では子宮癌が問題になるが、子宮癌罹患率は であり年間約 万 人程度1 8000

( 年）子宮頸癌が約 人、体癌が約 人となっている8500 8200 2005

でありウイルス感染 )によるもの39 才以下の癌は殆どが頸癌 (HPV:ヒトパピローマウイルス感染
が殆どで既に我が国でもワクチン接種が開始されている。

頸癌約 人、体癌の多くは 才以降に発生40 する。子宮癌による死亡数は年間約 人(5700 2500

）となっている。体癌約 人、どちらか不明約 人； 年1700 1500 2008

【子宮の解剖】

乳癌の罹患率は4～5万人/年と推定されている。

子宮 子宮

卵管

卵管

卵管漏斗

卵管采
さい

卵巣

外
がい

腸
ちよう

骨
こつ

動静脈

直腸

膀胱

膀胱
尿道

尿道

膣
膣

直腸

脂肪

子宮体部

子宮頚部

恥骨結合

尾骨

子宮、卵管、卵巣のイメージ図

卵管

卵巣

子宮体部

膣円蓋

外子宮口

解剖学的内
ない

子
し

宮
きゆう

口
こう

組織学的内子宮口

解剖学的内子宮口とは子宮内膜

から頚管内膜への移行部を指す

子
宮
頚
部

組織学的内子宮口とは子宮体部と

頚部の境で子宮頚管の最も狭い所

子
宮
頚
管

子宮体部の内膜の一番上の上皮

は単層円柱上皮である。

子宮頚管から膣部へ移行する境界部位は

上皮細胞が子宮の単層円柱上皮から膣粘膜の

重層扁平上皮へと移行する部位で癌の好発

部位である。

重

層

扁

平

上

皮

単層円柱上皮

上皮細胞が変化し

ている

子
宮
体
部
が
後
ろ
に
倒

れ
る
と
子
宮
後
屈

腹膜

膀胱子宮窩

子宮底

fallopian tubes
ovary

fimbria
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【女性生殖器系①子宮】続き 【子宮頸癌】
【子宮頸癌ワクチン(サーバリックス、ガーダシル）について】

(推奨接種年齢は ～ 才)現在 才以上の女性に対してワクチン接種が可能である。10 10 14
であるが、 ～ 才も次に優先的に薦められるとしている。いずれも推奨レベル 。15 26 A

（日本産科婦人科学会 日本産婦人科医会編：産婦人科診療ガイドライン による）27 45 B～ 才は推奨レベル 。 , 2011

尚、 年 月 日から 年度末（ 年 月末）まで公費助成対象になって2010 11 26 2011 2012 3
いる(残念だが中学 年から高校 年生まで 。1 1 ）

【子宮頚部擦過細胞診について】
子宮頚部擦過細胞診は自分で行う( ）方法もあるが、精度が極めて女性が自分自身で採取する
低く( 、癌検診ガイドラインでも子宮頚部を上手く擦過出来ないために頸癌があっても見逃す事になる）
推奨していない。健診方法としてふさわしくないと断定している。

それに比べて、 器具を使用して専門医がきちんとコルポスコピーで子宮頚部を視認して
擦過する場合には有用性が高く頸癌健診の有用な方法である。

クラス 正常。I

クラス 異型細胞を認めるが、良性。II

クラス 悪性を疑うが、断定できない。III

クラス きわめて強く悪性を疑う。上皮内がんを想定する。IV

このワクチン,サーバリックスはヒトパピローマウイルス（HPV=Human Papilloma Virus）の
うちHPV16、HPV18に有効なワクチンである。約1万8千人の臨床試験データからは有効率
98～100％と高い数値が得られている。接種は10～14才が強く薦められていて0、1，6ヶ月後の
3回接種を行う。現在までに海外を含めて約67万例に使用されている。

ワクチン接種後約8年の経過観察では高い抗体価が得られている(つまり、有効であるという事）
副作用として、疼痛がかなりの頻度であるようで90％以上で疼痛が副作用としてあがっている。

子宮頸癌イメージ図

擦過細胞診のクラス分類について

いったいどのようにして細胞が正常か悪性かを判断しているのか？

擦過された細胞は専門の試験を受けた細胞検査士が通常は判断する。正常か悪性かの2段階では判断できにくいことも多いので
5段階(クラスI～クラスⅤまで）に分類される。更にクラスⅢはⅢa とⅢbに分類される。

正常な細胞と悪性の細胞をどう鑑別するのか？と言うと、顕微鏡で見ると細胞内の核内のDNAに異常が起こるので核の中の
染色される形、色の異常や細胞質の形や大きさが変化する。従って、このような核や細胞質の形の異常を異型性という言葉で

表現する。

細胞診クラス分類

クラスⅠ 正常

クラスⅡ 異型細胞を認めるが良性

ここまでは全くノープロブレム！

クラスⅢa 軽度～中等度の異型性を認める。約5％が癌に進展するリスクあり。

クラスⅢb 高度異型性を認める。約50％が癌に進展するリスクあり。

クラスⅣ 上皮内癌を推定する

浸潤癌(微小浸潤癌も含む）を推定するクラスⅤ

癌がある

怪しい

もっと怪しい

正常細胞

クラスⅢbの細胞

上の正常細胞と比べて明らかに

核内の染色が異なり形もいびつ

細胞質も小さく、変形している

擦過細胞診の検査結果の受け止め方

クラスⅣの結果が出た方は当然、産婦人科医を受診する。

クラスⅢの人は精査を受けて特に異常が無くても定期的に産婦

人科でフォローを受ける事。

現在このクラス分類をしているのは

我が国だけであり、米国などでは

TBS（The Bethesda System）を行って
いる。我が国でもこのシステムに現在

移行中である｡

ワクチン接種による疼痛などから失神する例も有り、約0.01%の頻度で見られる。
サーバリックスは現在までに約500万人に接種。416人に失神。失神者の35人が外傷
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【女性生殖器系①子宮】 続き
myoma of uterus【子宮筋腫】

子宮筋腫は 才以上では ～ にあると言われている。筋腫の約 が 才30 20 30% 80% 35~50
である。筋腫の発育にはエストロゲンの関与が考えられる。

endometriosis【子宮内膜症】
内膜が子宮以外の器官（例えば卵管や卵巣など）子宮内膜症というのは本来子宮にある

してしまう病気である。つまり、子宮だけで起こる筈の月経の出血が卵巣や卵管に存在
などで同じように起こってしまうという事である。従って例えば卵巣内の出血がひどい
と血液が貯留して強い腹痛の原因となる（ 。チョコレートのう胞）

【子宮内膜症の診断】
問診、内診、腹部エコ－などで診断するが、腹腔鏡検査が必要になる事もある。

【子宮内膜症の治療】

漿膜下筋腫

筋層内筋腫

粘膜下筋腫

有茎性粘膜下筋腫

有茎性漿膜下筋腫

粘膜下筋腫は漿膜下筋腫などに比べると症状が強く出やすい。茎の

ある粘膜下筋腫(有茎性粘膜下筋腫）が子宮口から出ると筋腫分娩。

茎がねじれると筋腫茎捻転となるが頻度は少ない。

筋腫の中では最も頻度が高い。

子宮内膜症の発生する部位

卵巣

卵管

ダグラス窩

ダグラス窩とは直腸と子宮の間のくぼみの事。

直腸子宮窩とも呼ばれる。子宮筋層内

子宮筋層内の子宮内膜症を

子宮腺筋症とも呼ぶ。

膀胱子宮窩

膀胱子宮窩とは膀胱と子宮の

間の隙間の事。

内膜症の発生する頻度の高い部位を以下に示す。下図のように子宮周囲の

臓器の粘膜や臓器内に発生する事が多いが、数％はこれ以外の場所に出来る。

子宮漿膜

薬物治療が選択されるが卵巣出血（チョコレートのう胞など）や症状の強い場合には手術も考慮される。薬物療法は

基本的には生理が起こらないようにすれば出血が起こらないので、例えばピルのような黄体ホルモンなどを使用する。

しかし、長期にわたるとエストロゲン分泌の低下などに陥る事もあるので医師と相談の上治療法を選択すべきである。

子宮内膜症の原因として月経時に剥がれた子宮内膜

が膣だけでなく逆行性に卵管を通って運ばれると

いう説明がある。ただ、これでは肺などの組織にも

子宮内膜症が希だが発生する説明にはならない。

現在確定した原因は示されていない。

Douglas cavity
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【女性生殖器系②卵巣】
である。未経産婦ではピンク色を帯卵巣は長さ約 幅 厚み の小さな器官3cm 1.5cm 1cm

びた白色をしている。卵巣内には （卵細胞の元と出生児に ～ 万個の一次卵母細胞60 80
なる細胞の事）があるがその殆どは完全な成熟に至らず卵胞閉鎖により消失する。
閉経までの間に多くの細胞のうち月に 個の卵細胞だけが放出されるので約 個の卵1 400
細胞が放出される事になる。
卵胞の生育と消退（卵巣内イメージ図）

卵巣動静脈

初期一次卵胞
成熟卵胞

卵母細胞

放出される卵母細胞

（排卵）

二次洞卵胞

成長していく

白体

黄体

月に1回放出されるという事になる

月経周期14～16日目

月経周期7～12日目

同時期に成長を始めた複数の卵胞のうち通常1個
の卵胞が完全に成熟して排卵に至る。他の卵胞は

成長をやめて退化する。これを卵胞閉鎖という。

この黄体形成によって黄体ホルモン

（プロゲステロン）が分泌される

黄体

横体の退化

卵巣癌(ｏｖａｒｉａｎ ｃａｎｃｅｒ）

卵巣癌は発見が遅れる事等より5年生存率が低い癌である。罹患率は近年漸増傾向にあり(下図参照）
最近は約10人/10万人程度になっている。死亡率は1990年頃からは横ばいで約6人/10万人となっている。

卵巣癌 近年、漸増傾向

女性の癌罹患率

乳癌が増加

女性の癌死亡率
胃癌、子宮癌は早期発見

等により著減している

卵巣癌は横ばい傾向

卵巣癌は北欧、北米に多い傾向にある。米国では黒人より白人に多い。

卵巣癌のリスクファクターとして未婚、未妊、未産、高脂肪食などは比較的高いと言われる。

40才から卵巣癌は増加して60才がピークとなる。卵巣癌の約80％は50才以上である。
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【女性生殖器系②卵巣】 続き
【月経のホルモン分泌と子宮組織の変化】

排卵卵胞期 黄体期

基礎体温

高温相

エストロゲン

黄体化ホルモン

エストロゲン

黄体ホルモンはプロゲステロン分泌、

卵胞刺激ホルモンはエストロゲン分泌を

促進する。

下垂体からの刺激

ホルモン
基礎体温の低温相

プロゲステロン

下垂体からのLH（黄体化ホルモン）でプロゲステロンが分泌される
LH

刺激
黄体化ホルモンは黄体刺激

ホルモンとも呼ばれる

卵胞刺激ホルモン

下垂体から分泌される

ホルモン

エストロゲン

プロゲステロン

卵胞周期 黄体の退化

一次卵胞 二次卵胞 成熟卵胞 排卵 黄体 白体

エストロゲンが子宮内膜に作用して内膜の細胞が増殖する

月経期

増殖期初期の子宮内膜

の厚さは約0.5mmだが
分泌期には約7mmまで
増加する。 増殖期 分泌期

月経に伴う子宮内膜の変化

機能層

基底層

子
宮
内
膜

機能層

基底層

子
宮
内
膜

基底層

ここから下は

子宮筋層
月経期 増殖期 分泌期

子宮内膜の機能層部分は

厚さが変動する！
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【女性生殖器系②卵巣】 続き
【卵巣の病気；卵巣腫瘍】
卵巣腫瘍全体では を占めると言われる。悪性腫瘍の中では上皮細胞由良性が ～85 90%
来の癌が最も多い。 であり、 とな卵巣癌の罹患率は約 人年 死亡数は約 人年8000 / 5000 /
っている 。子宮癌と違って、不正出血などの症状に気付きに（卵巣癌治療ガイドライン 2007）
くい事や擦過細胞診などの検査が出来ないため気付いた時には進行癌である事も多く、

なっている。 などの卵巣腫瘍マーカー検査も他腫瘍子宮癌と比べて予後が悪く CA125
マーカーと同様に早期発見出来るわけではない。現時点では卵巣癌を早期に発見するの
は困難である。卵巣癌の罹患率、死亡率は近年漸増傾向にある。卵巣癌の組織では
漿液性腺癌が約 、粘液性腺癌約 など腺癌の占める割合が 以上を占める。40% 20% 90%
このうち最も多い漿液性腺癌は発見時には進行癌である事が多い。

【乳房の病気】
【乳癌】
財団法人 がん研究振興財団の資料によると、 年の乳癌罹患数は 人で女性の2005 50695
癌の を占めていて癌罹患数第１位となっている。18%

卵巣癌の発生年齢としては30歳代から増加し初め40～60歳代が最も多い。若年者の悪性卵巣腫瘍は非上皮性である事が多い。
卵巣癌の約80％は50才以上である。

乳頭小葉

大胸筋

小葉がたくさん集まって

主乳管に注ぐまでの集まり

が腺葉

乳房構造イメージ図

脂肪

乳頭

主乳管

小葉が集まって腺葉となる

腺葉は15～20個ある。

クーパー靱帯

癌は大別すると①非浸潤癌②浸潤癌③ページェット病

（パジェット病）に分類される。

発生部位別分類では小葉癌、乳管癌などに分類される
小葉

乳頭

主 乳 小葉

小葉内に癌が留まっている場合には

非浸潤性小葉癌と呼ぶ。

同様に乳管内に癌が留まって

いる場合には

非浸潤性乳管癌と呼ぶ。
乳管

小葉の幾つかの集まりを

終末乳管小葉単位と呼ぶ。

小葉の拡

小葉の構造

癌が小葉内に存在

する場合は非浸潤

性

小葉癌と呼ぶ｡

癌

図3ー6,7はマンモグラフィーガイドライン第3版2011より引用

死亡率は最近は横ばい傾向

(乳腺エコー検査､マンモグラフィー､乳癌等に関しては本誌406～407頁でも解説している）
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【女性生殖器系】 続き
breast cancer【乳癌】

【乳癌のステージ（病期）分類と 年生存率について】5
ステージ（病期）分類には つの分類方法がある。2

（ 、 ）②乳がん５年生存率の年代別比較 年代と 年代との比較1970 1980 1990
0 a b全例 期 Ⅰ期 Ⅱ期 Ⅲ期 Ⅲ期

1970 80.4 100.0 94.0 82.2 60.8 55.7年代
1980 87.5 98.0 96.3 86.2 68.2 52.7年代
1990 90.0 97.0 95.9 89.0 74.3 65.3年代
温存手術の割合は各施設で約 ％と言う報告が多い。60

発見された乳癌の浸潤癌と非浸潤癌の割合はどれくらいか？

癌研有明病院965例の乳癌のうち非浸潤癌は173名（17.9％）となっている（乳房超音波診断ガイドライン；南江堂2010による）

TNM分類 T=Tumor（腫瘍）N=Nodes（所属リンパ節）M=Metasutasis(転移；この場合は遠隔転移の有無）で表す方法。
例えば腫瘍もリンパ節転移も遠隔転移も無ければT0 N0 M0と表現する。腫瘤やリンパ節転移に関しては
術後に癌組織や周囲のリンパ節を顕微鏡で検査して確認するのでより正確に判断が可能となる。

臨床病期分類 TNM分類から癌の進行度を4段階に分類している。例えばTNM分類では腫瘤2cm以下がT1であるが、このT1で
リンパ節転移や遠隔転移の無いものを臨床病期分類はステージⅠと表現する。以下に臨床病期分類と5年生存率
を示す。

ステージ0 癌が乳管、小葉内に留まっているもの（非浸潤癌）

臨床病期 臨床病期 5年生存率（おおよその平均）

95～98％

ステージⅠ 腫瘤の大きさが2cm以下で腋窩リンパ節転移の無いもの 94～96％

各施設で異なる

ステージⅡ
Ⅱa

Ⅱb

腫瘤2cm以下で腋窩リンパ節転移有り、または腫瘤2～5cm、腋窩転移無し 89～91％

腫瘤の大きさが2～5cmで腋窩リンパ節転移があるもの 80～85％

ステージⅢ

Ⅲa

腫瘤の大きさが2cm以下で腋窩リンパ節転移があり、リンパ節が癒着して周囲
組織に固定している、または腋窩リンパ節転移が無く胸骨内側リンパ節（内胸

リンパ節）転移がある場合。または腫瘤の大きさが5cm以上で腋窩、内胸リンパ
節転移がある場合

67～74％

Ⅲb リンパ節転移の有無にかかわらず腫瘤が胸壁或いは皮膚に浸潤するもの 64～70％

Ⅲc
腫瘤の大きさに変わらず、腋窩、内胸側リンパ節の両方に転移があるもの

或いは鎖骨下或いは鎖骨上リンパ節に転移があるもの
50～55％

ステージⅣ

腫瘤の大きさやリンパ節転移（腋窩、内胸リンパ節などの所属リンパ節転移）の有無

に関わらず、遠隔転移のあるもの。乳癌で遠隔転移の出やすい部位は骨、脳、肺、

肝臓などがある。

26～32％

順天堂大学医学部附属病院順天堂医院 乳腺科HP資料による

ステージⅣ

生存年数

生
存
率

ステージ0
ステージⅠ

ステージⅡ

5年生存率とは再発の有無は考慮されていない。従っ
て5年生存していても再発している人も含まれる。
癌の場合には10年生存率で表現する場合もある。

ステージ０やステージⅠの5年生存率は極めて高く早期
発見が如何に重要かを物語っている。これは胃癌や子宮

癌などと同様である。癌の中には早期に発見出来にくい

ものもある。助かる癌は是非とも検診を受けて早期発見

してもらいたい。

ぺジェット病（パジェット病）について：

乳房ぺジェット、乳房外ぺジェットがある。乳管癌の

乳頭表皮への進展による乳頭皮膚の発赤、びらんが特徴

だが、乳癌全体の1％程度と頻度は少ない。
乳房外ぺジェットは外陰部に出来やすく、男性にも

出来る。痒みなどがあると湿疹と勘違いしやすいので

注意が必要。

ちなみに、ぺジェット(Paget)は英国外科医の名前。

臨床病期（ステージ）の定義と五年生存率

50％
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【生殖器系の話：男性生殖器系】
男性生殖器系には がある。精巣（睾丸 、陰茎、前立腺）
女性の生殖器系の乳癌、子宮癌、卵巣癌の発生頻度が高いのに比べて男性の場合には

0~10 20 40生殖器系の癌発生頻度は低い で 才 ～。 、精巣腫瘍発生頻度は ～ 人 万人1 2 /10
俳優の梅宮辰夫さんも 才頃に精巣腫瘍（悪性）で、肺転移才、 才以上で発生が多くなっている。60 35

まで起こして化学療法で生還されている。

前立腺癌の発生頻度も全年齢で見ると 人 万人の発生頻度で男性の癌罹患率 位10 /10 10
だが、年齢が上昇するにつれて発生頻度が増加する。 才以下は希だが、 才以降は45 50
上昇して する。70 100 /10 80 200 /10才以降で 人 万人、 才以降で 人 万人と著増

【解剖】

【精巣の解剖と働き】
精子の産生 テストステロンを産生する。精巣は と 男性ホルモンの① ②

男
性
の
尿
道
は
長
い
の
で

膀
胱
炎
を
起
こ
し
に
く
い

この図では精管は膀胱内を通過するように見えるが

実際は膀胱の外側を通過する。

精管

膀胱 精嚢（精嚢と前立腺から分泌液が出る：精液）

前立腺は尿道を取り囲む重さ約15gのクルミ大の外分泌腺である。前立腺には
豊富な平滑筋が有り、射精時には前立腺液を排出するとともに射精管内の精液

の排出に働く。射精時の精液に占める精子の割合は1%程度で1～4億個の精子が
含まれる。

尿道
前
立
腺 直腸

精管は前立腺の中を通って尿道へ通じる。

この部分の精管を射精管と呼ぶ。

射精時には膀胱の内尿道括約筋が収縮するので尿は出ない。
精巣上体

精巣（睾丸）

尿道球腺

陰茎

海綿体

尿道海綿体

男性の尿道は排尿という機能と、精子を放出するという2つの機能を持つ陰嚢

精巣腫瘍

精巣腫瘍は精上皮（右図参照）由来のセミノーマ

とそれ以外の非セミノーマに分類される。

精細管構造精子が出来上がりつつある

精細管は重層する上皮から

構成されこれを精上皮と呼ぶ

精細管の間の間質はライディッヒ細胞

が占める

セルトリ細胞

精上皮は支持細胞であるセルトリ細胞

と造精細胞系の２種類の細胞からなる

セミノーマが40～50％を占め
20～35才、1～10才が好発年齢
セミノーマは進行していても

抗癌剤、放射線治療に反応し

治療可能な事も多い。

非セミノーマには胎児性癌

等がある。
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【精子の構造】

【生殖器系の話：男性生殖器系】 続き
テストステロン（男性ホルモン）について

テストステロンの される。前駆物質は副腎でコレステロールを原料として産生
副腎皮質で産生される男性ホルモンや精巣で産生されるテストステロンを総称して本来
は と呼ぶが、副腎で産生される つの副腎アンドロゲンアンドロゲン（男性ホルモン） 2
の男性ホルモンとしての作用は弱い。

【テストステロンの作用】

頭部

頚部
精子は精管内では数週間生存出来るが女性の生殖器の中では数日しか生存出来ない

扁
平
な
核

尾部
核内には父親のDNAが入っている

頭部頚部
尾部にはミトコンドリアの集合した

ミトコンドリア鞘
しよう

があって、ここで

産生されるATPによってエネルギー
を得て運動可能となる。

頭部拡大図

不妊症について；不妊原因の1/3は男性側にあり、①造精機能障害
②精子輸送経路の通過障害③精子機能障害に分類されるが①が最多で

約90%を占める。精子が2000万/ml以下では不妊の原因になる。 尾部

精子の電子顕微鏡写真WHO基準（1999）の正常精液基準にはその他に精液量2ml以上、精子前進性
運動率50%以上、正常な形態の精子30％以上、精子生存率75%以上などがある 最新カラー組織学P420（西村書店2007）より引用

腎臓

副腎で合成されたアンドロステンジオン

は副腎内や精巣内でテストステロンへと

変換されるが、精巣でのテストステロン

産生が最も多い。

アンドロゲンの語源はギリシャ語でアンドロ

（Andro）が男性。ゲン（gen）は生じるで男性
らしくさせる、という意味。

テストステロン（Teststerone）は精巣がtestis
（テスティス）、ステロンのステロはコレステロ

ールのステロから由来している。最後のトン

はケトン（体）のトン。

副腎で5種類の男性ホルモンが合成されるが
男性ホルモンの作用は弱い

副腎ではコレステロールを原料として

①デヒドロエピアンドロステロン（DHEA）
から

②アンドロステンジオンが合成される

副腎

副腎性器症候群：男性ホルモンとしての作用が

弱い副腎の男性ホルモンだが先天性副腎過形成

では、女児では男性化（偽半陰陽）が起こる。

精巣

①体毛の成長に作用する。胸腹部、顔面、背部などの体毛の成長を促進する。女性も男性の1/20のテストステロンが分泌されるが
陰毛の成長に作用する。頭部の脱毛（円形脱毛症は除く）にはテストステロンの代謝産物であるジヒドロテストステロンの作用

が大きいとも言われる。脱毛には遺伝的な要因やその他も関係する。

②声変わり：甲状軟骨の成長、肥大や喉頭付近の筋肉の肥大、成長に関与して男性の変声期を作り出す。

③皮膚（皮膚の厚さ）の成長と汗腺などの分泌腺の増加、分泌液の増加

④タンパク合成と筋肉の成長に働く

⑤骨基質の増加、また、骨盤の出口を狭くして骨盤縦経を長くする（女性の骨盤は横に広い）

⑥基礎代謝率を上昇させる｡代謝率が上昇する事でタンパク、筋肉合成がより起こりやすくなる。

⑦赤血球数を増加させる

テストステロン分泌は40才以降、次第に減少していく

NEC001
タイプライターテキスト
- 263 -
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【テストステロンと脱毛（男性型脱毛症 ＝ ）について】:AGA ndro entic lopeciaA g A
男性ホルモンの代謝産物である する。ジヒドロテストステロン（ )）と脱毛が関連DTH

。 （ ）。全てが説明可能ではない 強い相関があれば男性全てが禿げてしまう！ しかも若いうちに

以下、現在までに解明されている事について解説する。

女性では副腎で産生された

2つのホルモンが卵巣で女性
ホルモンへと変換される

アロマターゼ

卵巣

アンドロステンジオン
副
腎
で
合
成
さ
れ
る

エストロン（E1）

テストステロン

エストリオール（E3）

エストロンとエストリオールは

どちらからも合成可能である。

エストラジオール（E2）
アロマターゼ

エストロン（E1）、エストラジオール（E2）
エストリオール（E3）の3つを総称して女性ホルモン
（エストロゲン）と呼ぶ。エストラジオールの作用

が最も強い。

アロマターゼは芳香化酵素という和名が付けられている。

アロマは芳香、良い香りを持った、という意味。

エストロゲンのエストロはギリシャ語のestrus（発情）に
由来する。

汗
かん

孔
こう

立毛筋

脂腺

真皮

エクリン汗腺

毛球

角質

毛を取り囲む組織を

毛包（毛嚢）と呼ぶ

黄
色
の
囲
み
全
体
を
合
わ
せ
て

毛
包
（
毛
嚢
）
と
呼
ぶ

毛乳頭

毛根

表皮

成長初期の毛包顕微鏡写真

毛皮質

皮下組織 毛包の基底部の膨らんだ部分を

毛球と呼ぶ。
頭髪は約10万本存在すると言われる

女性では副腎で産生された男性ホルモンであるアンドロステンジオンやテストステロンが卵巣内のアロマターゼによって

女性ホルモンであるエストロゲンに変換される。
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生殖器系の話から少々脱線するがテストステロン→脱毛の話が出たので追加して説明する。【円形脱毛症】
円形脱毛症はストレス、自己免疫疾患などが原因と考えられている。難治性、再発性の

数ヶ月で自然治癒 単発性円形脱毛 多発ものもあるが多くは する。数 の境界鮮明な 、cm
性円形脱毛 頭髪脱毛症 汎発などが見られるが頭髪全てが脱毛する や全身の毛が脱毛する

がある。性脱毛症

正常者のサイクル

成長するのに数ヶ月から1年

成長しないので毛質が

細く柔らかい！

テストステロンは5αリダクターゼ
という酵素でジヒドロテストステロン

に変化するが、この物質が毛乳頭細胞

の受容体と結合する事で毛髪の成長を

止める。

2～6年
脱毛（AGA）の人は成長する事無く
次のサイクルに入る。

休止期

脱毛が起こる

成長が始まる 毛髪が太く硬くなる

3～4ヶ月

退行期

2週間

毛球が太く成長する
毛球の退縮が始まる毛球が退化する

リアップ（一般名：ミノキシジル）は毛包に直接作用して細胞増殖や蛋白質合成を促して発毛を促進する（販売元の大正製薬

HPより）。ミノキシジルは本来は高血圧治療薬として開発されたが血管拡張作用による毛髪増加が期待されて現在販売されて
いる。

プロペシア（一般名：フィナステリド）は、上記の5αリダクターゼを阻害する事によって効果を発揮する薬。
本来プロペシアは前立腺癌の治療薬として開発されたがその過程で脱毛に効果がある事が確認され1997年に認可されている。
我が国では2005年に認可、発売されている。毛髪受容体と結合するジヒドロテストステロン（DHT）が作用しにくいように体内
には毛髪受容体を覆うDNA配列が存在する。この配列に個人差があって（遺伝的要因も強い）DHTが受容体と結合しやすい人
（脱毛が起こりやすい人）やそうで無い人に分類される。このDNA配列は血液か毛髪で調べる事が出来る。心配な人は病院で
相談すると良い。MSDという製薬会社が現在販売している。増毛作用は無いので、勘違いしないように。

円形脱毛症(alopecia areata）

最近は自己免疫疾患との考えが多いが、ストレスによるものも2～3割程度あるとする見方もある。
人口の1～2％が罹患していると考えられ、15才以下が全体の1/4を占める。家族性の発症も20％程度ある

病理

円形脱毛症においては、成長期毛根部にヘルパーT細胞優位のリンパ球が
多数浸潤→毛器官は萎縮､退行する。これが毛器官を抗原とする自己免疫疾患

という説の根拠となっている。但し、毛器官幹細胞は侵されないため回復の

可能性があるという事であり､小範囲の脱毛の場合には数ヶ月で自然治癒する。

約7％が広範囲難治性となり､小児に多い。

典型的な円形脱毛症
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少し脱線したが再び生殖器系の話に戻る事にする。【生殖器系の話：男性生殖器系】 【前立腺】
前立腺は であり、膀胱下部に存在する重さ約 グラムのクルミ様の形をした外分泌腺15
尿道と精管（射精管）が通過していて する。前立腺液は精液の一部をな前立腺液を分泌
す。前立腺液は白色、漿液性であり脂質、蛋白分解酵素、酸性フォスファターゼなどを
含む。 にする。平滑筋が豊富に存在する。前立腺液は精子の運動能を活発

prostatitis【前立腺炎】
前立腺炎の原因としては のものが多く、 によるものが多い。細菌性 大腸菌や肺炎桿菌
症状は があるが悪寒、戦慄を伴って高熱を生じる事もある。頻尿、排尿時痛、排尿困難

【前立腺肥大】
良性疾患。尿道を前立腺が取り囲んでいるために肥大によって が起こる。排尿困難
排尿開始の遅れ、排尿時間の延長、尿の途切れなどの閉塞症状と、残尿感、尿意切迫な
どの蓄尿症状がある。

膀胱

前立腺（prostate gland）

左図のように前立腺は尿道を取り囲んでいるので前立腺肥大

が起こると、尿が出にくくなる（排尿困難）。
尿道

毎年健診でエコーて見てもらっているが今のところ私は肥大は無い。

大腸菌によるものが約60％を占める
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【生殖器系の話：男性生殖器系】 続き
【前立腺肥大】 （ ）prostatic hyperplasia hypertrophy
前立腺は年齢と共に増加するが 才以降からは組織学的な肥大が見られ始めると言わ30
れている。この肥大には男性型脱毛症（ ）でも解説したテストステロンの代謝産AGA
物であるデヒドロテストステロン（ ）が関与している。デヒドロステロンが前立DHT

従って脱毛治療剤で説明したプロベシア（一般名：ミノキシジル）が前立腺肥大治療腺細胞を肥大させる。
にも有用である。

【前立腺肥大の治療】
薬物治療①

交感神経（α１）刺激

膀胱

内尿道括約筋（平滑筋）

受容体

交感神経をブロックする事で尿道

括約筋の拡張などを起こす。

前立腺肥大そのものを縮小させる

わけでは無い事に注意。

膀胱頚部には内
ない

尿道括約筋があって

交感神経（α1）刺激で収縮する 。

前立腺

従って交感神経＝アドレナリン（α1）刺激
は筋肉が収縮して尿が出にくくなる。

②抗男性ホルモン薬の使用

尿道
③植物エキス剤（ハコヤナギ、スギナ）などの使用

①交感神経=アドレナリン（α1）遮断薬の使用

豆知識：膀胱容量は300~500mlで、150ml貯留すると
通常は尿意を感じ始める。

尿道
50g

30g 尿道

肥大した前立腺で尿道が圧迫される

10

40才 70才
結節状に肥大した前立腺

0
年齢

前立腺肥大（結節性肥大症）

前
立
腺
重
量
（g

）

正常前立腺

前立腺は年齢と共に重量が増加する 50細頃から急激に前立腺重量が増加する（前立腺肥大が起こる）。
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【生殖器系の話：男性生殖器系】 続き
【前立腺肥大の治療：外科的治療】

外科的治療が行われる事もある。 や、ホルミニウム経尿道的前立腺切除術（ ）TUR-P
レーザー前立腺核出術（ ）などが行われる。HoLEP

【前立腺癌】

男性患者の癌罹患率

1位 肺癌

2位 胃癌

3位 大腸癌

4位 肝臓癌

5位 膵臓癌

6位 前立腺癌

放射線治療の場合早期であれば、小さな

放射線源を前立腺に埋め込む

小線源療法（ブラキセラピー）が行われる

事もある。

下図は古いデータで恐縮だが現在の罹患率もおおむねこの傾向で推移している

前立腺癌の発生には人種差が大きく米国の罹患率は

日本人の10倍以上であり、その中でも黒人の発生は
白人の2倍程度ある。

前立腺癌の95％は腺癌である。剖検（病気などで死亡後
解剖する事）すると、50才以上では前立腺癌が25％に
発見される。従って小さい癌のまま留まったり、進行

しない癌もあると推測される
前立腺癌は50才以降から増加して
65才以降は加速度的に増加する

前立腺肥大や前立腺癌は直腸診といって、医師が指

を肛門から挿入して触診で診断出来る事もある。

もちろん、前立腺が大きくなくては触診不可であり、

良、悪性の鑑別は触診では困難である。
大
東
製
薬H

P

よ
り
引
用

良、悪性の鑑別には生検による組織診断が必要となる

前立腺癌の診断：上記の様に直腸診の他、腹部超音波

検査や腫瘍マーカー（PSA）などを参考とする。最終的
には生検による組織診断が必要となる事もある。

前立腺癌の治療：

①男性ホルモンによる治療

②外科的切除（経腹腔鏡手術、開腹など）

③放射線治療
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【血液の病気について】
（ 、 ）ここでは血液の病気として特に女性に良く見られる鉄欠乏性貧血や白血病 急性 慢性

悪性リンパ腫などについて解説する。
iron deficiency anemia【鉄欠乏性貧血】

体内の鉄の摂取、排泄、及び赤血球内のヘモグロビンとの関連など､まずは基本的な知
。 、 。識から解説を始める 体内の鉄量は男女差があり 平均して 男の体内鉄量が多い1.3g

【鉄欠乏性貧血の症状】
貧血があっても（ 、自覚症状の無い事も多い。貧血が強特に女性の場合）
いと、動悸、疲労感や倦怠感などが出現する。貧血が長期間続くと手
の爪の変化が起こることもあり、 と呼ばれる。さじ状爪（ ）spoon nail

体内の鉄の約65％は赤血球内のヘモグロビン（Hb）にあり、男で平均2.4ｇ､女はそれより少なく1.7ｇある。
その他、肝臓内などに貯蔵鉄として約30％（男1.0ｇ､女0.3ｇ）存在する。その他ミオグロビンなどに含まれる

鉄は赤血球の中の

ヘモグロビン（Hb）
に約65％存在する。
Hb=Hemoglobin；血色素

その他、肝臓内などに

貯蔵鉄として約30％存在する
その他ミオグロビンに約3.5％存在する。
ミオグロビンは赤色筋肉内にある蛋白質で酸素欠乏

に備えて酸素を蓄えている。

赤血球

肝臓

男と女では鉄摂取必要量が異なることに注意！女は月経時に平均血液を約60ml(鉄分20mgに相当する)喪失するので,
鉄分摂取は男より必要量が多い。体内から喪失する鉄分は1ｍｇ/日なので男は1mg/日の鉄摂取で良い。
女の場合はそれに加えて20mg/月（約0.7mg/日）の鉄が必要となるので、男の約2倍の鉄摂取が必要となる計算になる

鉄分摂取必要量

男1ｍｇ/日

ほうれん草＝鉄分というイメージだが

100ｇ当たり1mgの鉄しか含まれていない

女1ｍｇ＋0.7ｍｇ＝1.7ｍｇ

レバーの鉄含有量は豚、鶏 で

100ｇ当たり10mgと多いが、生で
食べない事。その他イワシ､味噌

に100当たり4ｍｇ含まれている
納豆や貝類に約3ｍｇ/100g また、レバー、肉などと比べて

小腸での吸収率は野菜類は悪い

男性の貯蔵鉄は1.0ｇ 女性の貯蔵鉄は0.3ｇ

上記に加えて月経による

出血で鉄喪失する

鉄分はアポフェリチンという蛋白質

と結びつき、フェリチンとなって

貯蔵される。

男性に比べて、女性の貯蔵鉄の割合が低いので、鉄

摂取量が少ないと鉄欠乏性貧血になりやすい。

成人男性の鉄欠乏性貧血の割合は２％だが、妊娠可能

な女性の実に約２０％が鉄欠乏性貧血である。
さじ状爪

さじの様に

中がへこんでいる

正常さじ状爪
男性でHb(血色素)13.5mg/dl,女性で11.3mg/dlまでが正常値。
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【鉄欠乏性貧血】 続き
鉄欠乏性貧血が強い場合に､ が出現する事もある。舌の変化
右写真のように発赤と舌乳頭の萎縮を伴う の見られることもある。舌炎

【鉄欠乏性貧血の診断】
赤血球数やヘモグロビンの低下が見られるが、その他以下の検査成績から貧血が鉄欠乏

貧血の原因には鉄欠乏の他にもビタミン ､葉酸欠乏の他白血病、悪性腫瘍に伴性かどうかを判断する。 B12

うものなどがある。

その他、血中で鉄運搬の働きをするトランスフェリンという蛋白質を調べて、どの程度
トランスフェリンが鉄と結合しているのか（鉄結合能）等を調べて鉄欠乏性貧血である
事を確認する。
【鉄欠乏性貧血と診断された時の注意点について】

消化管（胃潰瘍や胃癌、大腸癌など）からの出血多くの場合、鉄摂取不足が原因だが①
女性の場合は などが原因となることもある。従ってこれらの検診を受けてい② 子宮筋腫

ない場合にはチェックを受ける必要がある。

【鉄欠乏性貧血の治療】
経口鉄剤の内服 フェロ・グラ治療は原則的に が行われる。病院で処方される薬であれば

がある。しかしこの薬の と多いデュメット（ ）等 鉄含有量が 錠当たり1 10錠約 円 1 105mg
、 。ため､私も臨床医の時には良く経験したが吐き気 腹痛などの症状が見られる人も多い

急いで治療が必要で無ければ最近は市販の鉄剤も販売されているのでそちらを利用する
のも良いかもしれない。また、 もあり貧血の改善が急がれる患者で経口投与鉄剤の注射
が不可能な人に限って使用される。

【鉄欠乏性貧血の食餌療法】

舌乳頭が萎縮するので舌がつるつるした

感じに見える。

①平均赤血球容積（MCV）と平均赤血球血色素濃度（MCHC）が低値を示し、小球性低色素性貧血である事を確認する

鉄欠乏性貧血患者の血液塗抹を右写真に示す

正常に比べて赤血球の形が小さく､大小不同

で､変形した赤血球も見られる。

このように小さい赤血球の貧血を小球性貧血

と呼ぶ。
正常

②血清鉄値の低下とフェリチン（貯蔵鉄）の低下を確認する。

鉄分はレバー、肉、魚などに多く含まれるがレバーは豚、牛など腸管からの門脈血、肝臓に大腸菌が含まれる事が

確認されているので生では食べない事。また、鉄は3価イオン（F3+）では腸管から吸収されず２価鉄イオン（F2+）
でしか吸収されないが､この際ビタミンCがあると２価鉄イオンになりやすい。レバー、肉、魚などの鉄は多くが
２価鉄イオンで吸収されやすい。貝類、大豆、ひじきなどにも多く含まれている。

２価イオンの鉄をヘム鉄、３価イオンの鉄を非ヘム鉄と呼ぶ。レバー、肉などに含まれるヘム鉄の小腸からの吸収が

10～20％なのに対して､野菜や海草類に含まれる非ヘム鉄の吸収は1～6％と吸収が悪い。赤身の魚や肉に鉄分が多いのは
ヘム鉄を多く含むミオグロビンが豊富なためである。

舌炎､口角炎､嚥下障害の３つをプランマー・ビンソン

症候群と呼ぶ。粘膜細胞も鉄を必要とする。
粘膜細胞も鉄を必要とするのでこのような

病態に陥る事になる。
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【鉄とヘモグロビンとの関係や、血中での鉄運搬に関わるトランスフェリンについて】

肝臓内で鉄はフェリチンに変換されて貯蔵される

成人の骨髄で血液の元

が作られるのは胸骨と

腸骨が主である

胸
骨

血中の鉄が不足したら鉄が放出される

（Fe２+）

腸
骨

トランスフェリンの1/3が鉄と結合、残り2/3
が鉄と結合していない。この部分を不飽和鉄

結合能と呼び、鉄欠乏性貧血では上昇する

血液中では鉄はトランスフェリンと結合して骨髄へ運ばれる

（Fe２+）

（Fe２+）
赤血球産生

ヘム鉄（Fe２+）；レバー、肉、魚など小腸で吸収

非ヘム鉄（Fe３+）；野菜類など（Fe２+）

ヘモグロビン

Hb
ビタミンC

ヘモグロビンは鉄から合成されたヘムと４つのポリペプチド（アミノ酸の固まり）

で出来ている。

血
液
中
の
ヘ
モ
グ
ロ
ビ
ン
は
脾
臓
な
ど
で
分
解
さ
れ
て
ビ
リ
ル
ビ
ン
と
な
る

ポリペプチド

鉄窒素 白は水素

鉄

窒素 窒素

黒いのは炭素

ヘム
ヘム

窒素窒素

間
接
ビ
リ
ル
ビ
ン

ヘム中心部の立体モデル
ポリペプチド

このヘムが代謝分解されて、鉄が取り除かれた

ポルフィリンから胆汁の元になるビリルビンが出来る。

肝機能障害や総胆管結石、胆管癌で胆管が閉塞すると

ビリルビン排泄障害で黄疸が出現する。

脾
臓

ヘモグロビン

（Hb）
間接ビリルビンは

肝臓で直接ビリルビン

（抱合型ビリルビン）

となる。
ヘモグロビンは分解されて間接ビリルビンとなる

間接ビリルビンは水（血液）に溶けないので血漿

アルブミンと結合して肝臓へ運ばれる。

胆汁は再度吸収されてポルフィリンからヘモグロビン合成の素材となる

人間の体は上手くリサイクルしている事になる！

直接ビリルビンは胆汁として排泄される
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leukemia【白血病】
（ ） である。白血病は 造血細胞の悪性腫瘍骨髄中の

血液の 源 となる造血幹細胞レベルの細胞が、増殖と分化に関連する遺伝子の変異によ
みなもと

り腫瘍化して となる事が原因である。白血病幹細胞

【急性骨髄性白血病】 （ ）acute myelocytic leukemia AML
白血病幹細胞から成長した未熟な と呼ばれる集団が骨髄を占拠して正常な造血を芽球

が きゆう

妨げる。 また、これらの して各種臓器にまるで暴力集団のようである！ 芽球は末梢血にも出現
浸潤する。このために赤血球、果粒球、血小板の絶対的欠乏（ ）を生じて、出骨髄不全
血や感染症で重篤となる。
急性骨髄性白血病は を示すものの総称。芽球が骨髄系分化

【我が国における急性骨髄性白血病の発生率】
年間 万人当たり約 人 発生年齢中央欧米と同じくらいの発生頻度で である。最近は10 4

と高齢者が増加しつつある。値が 才60

75 = cute yeloid成人急性白血病の約 ％がこの急性骨髄性白血病（ AML A M
ミ エ ロ イ ド

）で､残り が急性リンパ性白血病である。L e u k e m i a 25%
リユーケミア（ロイケミア）

小児では逆に を急性リンパ性白血病が占める。80%

【症状】
症状としては や易疲労感、発熱、 （歯肉出血、鼻出血、全身倦怠感 皮下出血や粘膜出血

好中球減少に伴う細菌感染症消化管出血、性器出血など）が見られる。このうち発熱は
が多いが､白血病細胞の増殖による腫瘍熱も時に見られる。その他、白血病細胞の歯肉
浸潤に伴う 、歯周囲炎や口内炎の見られる事もある。歯肉腫張や歯肉出血

【検査所見】
末梢血で通常見られない が見られる。白血病芽球が約 の症例に出現して白血球増加2/3

沢山ある小さい丸いのは赤血球。

小さいのは

血小板

正常者の末梢血塗抹標本

（血液をプレパラート上に

薄く伸ばして乾燥させた後に

顕微鏡で観察する）

これは正常な白血球

（好中球）核が3つ

位に分かれている。

明らかに左の正常者と異なり

多数の白血球がある。

白血球の核は（紫色）

大きく未熟（芽球）

核

細胞質末梢血塗抹で右2枚の写真のような多数の骨髄芽球を認めれば
ほぼ診断が付くが､骨髄芽球が少ない例や全く見られない例で

好中球、血小板減少している場合には骨髄穿刺を行う。

急性骨髄性白血病の末梢血塗抹標本

又はmyelocytic

骨髄不全という言葉は、本来的には造血

幹細胞の異常､減少により総ての血球が

減少した状態を指す。
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bone marrow puncture【骨髄穿刺】
骨髄穿刺は以前は胸骨でも施行されていた事があるが､胸骨を貫く医療事故が非常に少
ない頻度ではあったが発生したために､現在は原則として腸骨の という場所後 腸骨稜

こうちようこつりよう

を穿刺して行う。この部位から骨髄輸血の骨髄採取も行われる。白血病などの診断でも
この部位から行われる。

【急性骨髄性白血病の治療】
多剤併用化学療法いわゆる抗癌剤の治療が行われる。白血病クローンの根絶のための

と､骨髄抑制の時期を安全に通過させる が 本柱となる。補助療法 2
この治療で、幹細胞が正常になり正常骨髄造血が戻ってくる事を と呼ぶ。完全寛解
また、寛解をもたらす初回の治療コースを と呼ぶ。しかし、完全寛解後①寛解導入療法

地固め療法も白血病細胞が残存して、同程度の化学療法を数回行う事がある。これを②
と呼ぶ。これらより薬量を減らした が更にやや長期間行われる。③維持療法
現在これらの治療による急性骨髄性白血病の完全寛解率は約 ％となっている。70
但し、完全寛解しても再発することも多い。

【 同種）造血幹細胞移植】（
もこれに含まれるが、最近は や、ドナーの末梢血に薬剤を点滴① ②骨髄移植 臍帯血移植

して幹細胞を取り出す などがある。この治療による急性骨髄性③同種末梢血幹細胞移植
白血病全体の 年生存率は ～ であるが、体の拒否反応として出現する 対5 50 60% 移植片

たい

( ＝ )や造血幹細胞移植後の再発など問題点もあ宿主病 GVHD G V H Draft ersus ost isease
る。

胸骨の厚さは約１cm、胸骨を貫き心外膜まで達して心タンポナーデ（心臓と心臓を包む膜の間に血液が貯まる）
による死亡例が発生した事がある。2009年に日本血液学会が骨髄穿刺をて腸骨から施行してもらいたいとの通達
があった。

実際の骨髄穿刺針
後腸骨稜

針

これはディスポーザル

タイプ
胸骨の厚さは約1cm

この部分はストッパー

が付いていてこれ以上

腸骨内に入らないようにしている
今は胸骨からは

原則として行わない

ストッパーの部分だけ

写っている

針は腸骨内に入っている

こ
れ
が
骨
髄
液

注射器で骨髄を穿刺している所

素早く勢いを付けて数回に分けて

吸引する

骨髄線維症の合併で吸引しにくかったり

骨髄内が白血病細胞で過密になり吸引

出来ない時がある。その場合には

後腸骨稜からの骨髄生検を行う。
後腸骨稜を穿刺している

局所麻酔で行う
骨髄輸血の場合は全身麻酔で行う。

ドナーとの白血球型が合致しなければ受けられない

移植片 対

宿主(移植を受けた患者自身を指す）

病気

急性骨髄性白血病の5年生存率は病気の種類によっては70％程度であるが､最近の高齢者の発症増加などにより全体としては20％程度
と厳しい現状にある

ドナー（donor）は与える､寄付するという
意味のdonateに由来している。
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急性骨髄性白血病を克服されて活躍されている方に俳優の渡辺謙さんがいる。 年 才で急性骨髄性白血病に罹1989 34

5 27患 寛解したが 年後に再発 再度加療の末現在元気で活躍されている 残念ながらこの病気では夏目雅子さんが、 、 。
歌舞伎役者の市川團十郎さんは急性骨髄性白血病の中の急性前才､本田美奈子さんが 才という若さで亡くなられている。38

骨髄性白血病で末梢血幹細胞移植を受けて､その後骨髄移植を再度受けている。現在御元気に活躍中である。

【急性リンパ性白血病】 （ ）acute lymphocytic leukemia ALL
を占める。 を認める。急性白血病の約 年間 ～ 例の発症20% 6000 7000

小児では ～ の治癒が期待出来るが､ の治60 80% 成人では通常の化学療法では 程度30%
癒率と差がある。同種造血幹細胞移植では約 の治癒率がある。50%
めざましテレビでも司会をされていた大塚範一さん（ ）が昨年 月から急性リンパ性白血病の治療を開始されている。63 11

早く元気になっていただきたいと思う。

【慢性骨髄性白血病】 ( )chronic myeloid leukemia CML
慢性骨髄性白血病は白血病の ～ ％を占める。発生頻度は 万人当たり約 人15 20 10 0.5
となっている。主に 歳前後にピークを認め小児では希である。65
染色体異常（ ）を認める事が特徴である。Philadelphia=フィラディルフィア染色体異常
番目の染色体と 番目の染色体のある遺伝子が簡単に言うと転換してしまう事によ9 22

って白血病が発生する。

【症状と診断】
慢性骨髄性白血病は無症状で健康診断などで白血球増加を指摘されて診断に結びつく場
合も多い。 だが時に数十万になる事もある。血小板数も白血球数は一般に ～ 万程度1 5
増加する事が多く 万μ を超える事もある。100 / l
慢性期から急性増悪する場合には発熱、四肢の疼痛、感染などが見られる。

急性骨髄性白血病の病型分類について

急性白血病は骨髄の芽球の占める割合がFAB（French American British）分類で30％以上、WHO分類で20％以上と
定義されるが最近はWHO分類を採用する施設が増えている。

急性骨髄性白血病は分化の程度によって更に未分化型や分化型などに分類される。また、細胞化学的な特殊染色

や免疫学的なマーカー解析によって細かく分類されている。

慢性骨髄性白血病の末梢血塗抹標本

比較的正常に近い

杆状様好中球

慢性期には致死的な経過を取る事は無いが、一度急性期に移行

すると極めて予後は不良で3～9ヶ月後に殆どが死亡する。

未熟な骨髄芽球

急性骨髄性白血病と異なり様々な形態(時期）
の異常白血球を認める。

従って慢性期の時期に治療開始する事が重要である！

①急性転化移行阻止の一つがイマチニブという経口薬剤。

治療開始後の8年後の生存率は約90％である。

②慢性期における同種造血幹細胞移植(骨髄移植など）の長期生存率は
血縁者ドナーからで70～85％､非血縁者ドナーからで55～65％。

従ってイマチニブが無効例に対して骨髄移植などが考慮される。
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【慢性リンパ性白血病】 ( )chronic lymphocytic leukemia CLL
欧米では全白血病の約 を占める最も頻度の高い白血病だが、我が国では希である。1/3

【成人 細胞（性）白血病】 ( )T = dult cell eukemiaATL A T L
成人 細胞白血病は熊本大学教授の高月氏らが 年に提唱した疾患。T 1977

（ ） 。HTLV H T L V-I uman -cell eukemia irus という であるウイルス感染から発症する白血病
我が国全体では がいると言われていて、 年の間にその中の100 200～ 万人のキャリア 1

すると言われる。1000 2000 ATL～ 人に一人が を発症

鹿児島では約 が南九州でのキャリアの多い事はよく知られていて、最も頻度の高い 2%
であると言われる （東京などはその の約 ％）キャリア 。 1/10 0.15

【症状】
全身倦怠感、発熱、リンパ節腫大（ ～ ％の頻度で出現 、紅皮症 ( ）70 80 ） 皮膚が赤くなる

こう ひ しよう

等で発症する。

【診断】
は の つに分類されるが急性、慢性型では白ATL 4急性、慢性、くすぶり、リンパ腫型

血球数の増加を認める。その他 血中カルシウムの増加なども見られる。LDH,

【治療と予後】
多剤併用化学療法( ）が行われるが、しかし、 であり最も抗癌剤治療と同じ 予後は極めて不良
予後の悪い 、リンパ腫型で約 年となっている。急性型の生存期間の中央値は約 ヶ月6 2

高月教授

（京都大学出身）

ATLキャリアになっている人の場合、一生の間にATLを
発症する確率は1～6％とされる（戸田新細菌学より引用）

青
く
見
え
る
核
に
く
び
れ
が

沢
山
あ
る
（
過
分
葉
し
て
い
る
）

腫瘍細胞は核が過分葉してまるで花のように

見える。これをFlower cellと呼ぶ。
ATLはレトロウイルス科に属するがこの
科に属するウイルスにはエイズ発症の原因

になる、HIVウイルスがある。
但し、ATLウイルスキャリアからエイズ様
疾患は発生しない

こちらも同じでモノクロだが核が

過剰に分葉しているのがわかる

HTLV1キャリアの中から対称性の痙性
脊髄性麻痺を生じる疾患のある事を鹿児島

大学の井形､納
おさめ

先生らが発見してハム（HAM
＝HTLV1 Associated Myelopathy）
と呼ばれる。

ATLの末梢血塗抹標本
このハムの発症はHTLV1キャリアのうちの
2000～3000人に一人の発症となっている。

私が鹿児島大学医学部在学中に井形先生は第3内科（神経内科）
教授、納先生は同内科助手でした。御2人とも､温厚な人柄
の先生で学生から人気があり同期生の10人近くがこの神経内科
に入局しました。余談でしたが、、。

最近の成人細胞白血病に関するニュース①分子標的薬として抗癌剤が新しく承認され２０１２年５月頃から使用
が開始される予定。薬品名「ポテリジオ」。約半数に効果があったということで期待されている。②また、ワクチン
の臨床治験も開始される予定である。B型肝炎ウイルスは既にワクチン化され効果を発揮しているがこのワクチン
が臨床の場に早く登場することが期待される。
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【悪性リンパ腫】 ( )malignant lymphoma ML
1832 Thomas Hodgkin悪性リンパ腫はリンパ組織より発生する腫瘍の総称 年。

ホ ジ キ ン

博士が「脾臓とリンパ節をおかす致死的病変」年と記載したのが最初。
このホジキン博士の名前から現在は と の 種類① ②ホジキン病 非ホジキン病 2
に分類される。

【悪性リンパ腫の発生頻度】
2悪性リンパ腫は若年者でも見られるが 才以上では年齢と共に増加する。30 男女比は

。我が国での発生率は であり、米国の 人に比： で男性に多い 万人当たり約 人1 10 5 12
べて低い。

【症状】
悪性リンパ腫発見のきっかけは であり、 の順無痛性リンパ節腫脹 頚部 腋窩 鼠径部① ② ③
に多い。従って例えば風邪などでも良く頚部、顎下リンパ節など腫脹する事があるが
大抵の場合 ので心配無い。痛いのはウイルスなリンパ節が痛い（有痛性リンパ節腫張）
どとリンパ球が戦って から。頚部や鼠径部はごく小さいリンパ節は炎症を起こしている
正常でも触れる事があるので神経質になる必要は無い。正常で触れるリンパ節はピーナ

私も頚部、鼠径部に数個触れる。ッツ様の形で数 程度になる事もある。mm

悪性リンパ節のリンパ節腫張は する事が多い。リンパ節同士が融合して一体化
頚部、腋窩、鼠径部以外のリンパ節腫張も当然見られる事があるが、皮膚表面のリンパ
節腫張に比べて体内深部（ ）のリンパ節腫張は発見が遅れ例えば縦隔、肺門リンパ節腫脹など
る事がある。 されて診断に至る事胸部レントゲン検査で縦隔、肺門リンパ節腫張を指摘
もある。

【その他の症状】
リンパ節腫張と同時に全身症状として発熱、全身倦怠感、食欲不振などの見られる事も
ある。

【確定診断】
血液検査では確定診断は得られない。頚部リンパ節腫脹など皮膚表面から検査出来る場
合には をして組織検査をして確定診断となる。胃の悪性リンパ腫などの場リンパ節生検
合には胃カメラによる生検などで確定診断に至る。

【治療と予後】
我が国の の治療は現局性の ， 期は放射悪性リンパ腫の 以下の頻度のホジキン病10% 1 2
線治療、 、 期は化学療法が主体となる。 と3 4 全体の完全寛解率 、 年生存率84% 5 85%
比較的治療成績は良い。これに対して非ホジキン病は予後が悪く 年生存率は悪性度の5
高いものの場合 ％である。低リスク群の 年生存率は 程度である。26 5 73%

ホジキン博士

悪性リンパ腫に罹患して御元気に活躍されているのが小堺一機さんで2004年に治療を受けられている。

Hodgkin's disease
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【抗癌剤について】
白血病や悪性リンパ腫には化学療法は必須の治療方法である。
白血病などの血液の癌以外を など）と呼ぶ事があるが固形癌（例えば胃癌や膵臓癌
固形癌に対する化学療法が手術不能例や手術してもリンパ節転移がある例に使用される
事が多いので良い印象を持っている人は少ない。

しかし、白血病や悪性リンパ腫などは、腫瘍を手術で切除不能な病気であり、化学療法
が必須である。そこで、以下に抗癌剤（化学療法）に使用される薬の作用機序や種類に
ついて解説する。

固形がんに対する化学療法は例えばカテーテルで選択的に癌の

部位に投与する事で副作用を軽減する事も出来るが白血病などの

血液腫瘍では出来ない。

抗癌剤は癌細胞が増殖出来ないようにする！事である。しかし、残念な事に正常な細胞にも当然影響が出る。

①癌細胞増殖を防ぐ一つの方法は癌細胞のDNA合成を防いで､増殖を妨げるという事である。

DNAは核の中にあって2重らせん
構造をしている。

らせんの間はデオキシリボース

という5炭糖にリン酸が結合した
物質で接続されている。

DNAは2重らせん

核
核の中にDNAがある

ヌクレオチドと

いう物質で結合
DNA合成させない

癌細胞

以下の図は癌細胞や正常細胞の分裂の様子である。分裂時にはDNAは融合して染色体となる

DNAは分裂時に
染色体になる

①前期 ②前中期

③中期 ④後期

⑤終期 ⑥細胞質分裂期

中心体
染色体はセントロメアという中心部分で対になって

２つに分かれている(姉妹染色分体）

セントロメアとはギリシャ語でkentron(中央）+meros(部分）という意味。

動原体
動原体微小管 中心体と染色体は動原体微小管と言う細い糸のようなもので

繋がって、分裂時には次第に中心体に引っ張られていく。

中心体

中心体

動原体微小管

染色体(まだ対になっている）

動原体微小管

染色体(娘染色体）

分裂後期になると､染色体は動原体微小管によって

引っ張られて２つに分かれる。

核膜が再構築される

収縮環の形成

収縮環が分裂溝

を作る

細胞が2つになって
分裂完成！

分裂がこのように微小管という細い

糸のようなもので行なわれるので

この分裂方法を有糸分裂とも呼ぶ。

核小体

(紡錘体）

mitosis

核膜が形成され始める

紡錘体極
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【抗癌剤の作用機序と種類】
1 1963抗癌剤の歴史は第 次大戦で使用された が毒ガス「ナイトロジェンマスタード」

年にリンパ肉腫の患者に使用されて効果が確認された事から始まる。

前頁で抗癌剤が に作用する事が重要だと述べた。DNA
（ ） 。この の合成 複製 阻害薬の代表が の であるDNA アルキル化薬 シクロフォスフォミド

アルキル基というのは、ある一定の結合方法で作られた炭素と水素の化合物だと考えて
下さい（ 。CnH2n+1 n=1 CH3で表現される化合物；例えば だと でメチル基）

抗癌剤にはその他代謝の途中過程を障害して最終的に 合成を阻害する薬剤などがDNA
あり、 と呼ばれる。葉酸代謝拮抗薬や核の成分となるピリミジンやプリン代謝拮抗薬
（ ）代謝拮抗薬などがある。プリンは過剰になると､あの痛風の原因になる！

（ ）その他前頁の細胞分裂のところで解説した 細胞分裂の時に出現する糸状の物質微小管
を破壊する抗癌剤もある。この薬にビンクリスチンなどがある。
多剤化学併用療法の の はこのビンクリスチンの商品名オンコビン（ ）CH P ncovinO O O
の頭文字である。

【抗癌剤の副作用】
抗癌剤は正常細胞にも作用する。特に ほど当然強く出てくる。分裂増殖の盛んな組織
この分裂増殖が正常で盛んな部位は などである① ② ③ ④骨髄 腸管 毛根 精巣

抗癌剤の副作用として は一般の人にもよく知られているがこれは上記の様な理由に脱毛
骨髄抑制による白血球の減少による感染症 腸管障害はよる。 が命取りになる事も多い。

下痢、下血、吐き気 精巣などの生殖器への副作用は若い人の不妊の原因の原因となる。
となり仮に白血病が克服されてもつらい副作用の一つとなってしまう。
その他 も引き起こす。またそれぞれの抗癌剤に特徴的な副作用も肝、腎障害や神経障害
あり、例えば 、 を引シクロフォスフォミドは出血性膀胱炎 ブレオマイシンは間質性肺炎
き起こしやすい。

アルキル化薬が結合
アルキル化薬の結合したDNAは元のDNAと異なってしまったので細胞が分裂
出来なくなる。

白血病などの多剤併用療法としてCHOP療法とというのが行われるが、このCHOP
のCがシクロフスフォミド（Cyclophosphamide）である。

このシクロフォスフォミドは毒ガスのナイトロジェンマスタードから発展して作られた化合物である。
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【皮膚科学】
【老化した皮膚は表皮の膠原繊維（コラーゲンやエラスチン）が減少して薄くなる！】

表皮
膠原繊維が減少して表皮が薄くなる､

皮膚がたるむ､シワの原因｡表皮

表皮が薄くなる事で真皮にある感覚

器官が過敏になる。痒みも出現｡真皮 感覚器官

パチニ小体など

①表皮が薄くなる事で真皮の水分が保てない｡乾燥肌になる。

②表皮が薄くなる事で細菌感染等にも弱くなる｡

従って対策としては保湿クリームのようなものを使用する｡

また、乾燥肌でかゆくなると表皮をかきむしってしまうと

ますます痒くなる。これはアトピー性皮膚炎などと同じ｡

水分が保てない 私の皮膚もすっかり老化して、あの若かりし頃の水を弾く

元気は無い。

発疹について

皮膚科学においては視診が大事となる。発疹は原発疹と続発疹に分類される。

視診と共に白癬などのように、顕微鏡観察等による補助診断も重要である。

私が中学生の頃、背中全体に丘疹を主体にした発疹が出た事がある。子供心に肝疾患などの内臓臓器

障害があるのか？と心配した。一の鳥居付近にあるＨ皮膚科で診察してもらって、鏡検で真菌による

ものだと言われて、加療で完治した。野球部に所属していたが、長い間部室のユニフォームを洗濯

もせずに使用していたのが原因だった。その時のＨ先生の診察態度、診断の正確さにいたく感激

した記憶がある。先生の息子さんが今も開業されている。

若い頃は

無頓着だった
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①紅斑

真皮乳頭

紅斑真皮乳頭、乳頭下層での血管拡張や充血

真皮乳頭、乳頭下層での血管拡張や充血による。血管外への血液漏出

が無いので、ガラス板で圧迫すると色調が消退（硝子圧法による退色）

②紫斑
②紫斑

真皮乳頭

赤血球流出（血液が血管外へ漏出）

血液が血管外へ漏出するので硝子圧法で退色しない。

点状出血（直径2mm以下）、斑状出血（10～30mm）
更に大きく隆起すると血腫となる。 紫斑

色調は出血が起こってすぐはヘモグロビンの鮮紅色に近く、時間経過でヘモジデリンの色調の褐色調となる。

③色素斑 ③色素斑 大部分がメラニン沈着。その他ヘモジデリン、カロチンなどある。

皮膚表面 皮膚表面

色素沈着

真皮

真皮深層になるほど青っぽく見える

メラニン沈着が表皮に近いほど黒

～褐色になり、真皮深層になると

皮膚は青っぽく見える。
色素沈着

シミ、そばかす、老人斑なども色素斑

蒙古斑や母斑（青色母斑

や太田母斑など）も色素斑

この写真は私では無いが、私も増加してきた。

その他の原発疹

その他､④白斑や⑤丘疹(直径10mm以下の限局性隆起性病変）⑥結節
（丘疹と同様の限局性変化だが大きさが10～20mm程度）⑦腫瘤

30mm以上で増殖傾向が強い）⑧膿疱⑨嚢腫⑩膨疹(蕁麻疹など）が
原発疹になる。

続発疹 続発疹というのは原発疹又は他の続発疹に

引き続いて二次性に起こる皮疹を指して言う。

続発疹には①萎縮（atrophy）②鱗屑（scale）③痂皮（crust）④胼胝
（callus）俗に言う「たこ」⑤鶏眼（clavus）俗に言う「うおのめ」
⑥瘢痕､ケロイド⑦表皮剥離⑧びらん（erosion）⑨潰瘍（ulcer）
⑩亀裂（fissure）などがある。

①原発疹

①紅斑
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白癬について

この頁では皮膚科疾患として最もポピュラーでもある白癬(俗称みずむし）について解説する。

白癬は真菌（fungus）症の中の表在性真菌症(皮膚糸状菌症）という事になる。日和見感染症で発症
する深在性真菌症にはスポロトリコーシスなどがある。

右写真に示す皮膚糸状菌(白癬菌)が皮膚(主に角質層）に寄生して発症する

同じ白癬菌による寄生だが寄生部位によって足白癬（みずむし）､爪白癬､手白癬

体部白癬(たむし）､股部白癬（いんきんたむし）､頭部白癬（しらくも）などに
分類されている。

足白癬

爪白癬

足白癬（みずむし）は2500万人が罹患していると言われる。

足白癬は臨床形態によって最も多く見られる①趾間型（第4趾間に好発して
紅斑､小水疱､鱗屑形成する）②小水疱型（土踏まずや足趾基底部に好発）

③角質増殖型(足底、踵部に好発するびまん性の角質過剰形成）に分類される

白癬の診断

水酸化カリウム（ＫＯＨ）法が用いられる。病変部位の鱗屑などを掻き取り

スライドグラスの上に載せて20％KOHを滴下→加温（70～80℃）。最近は加温が不要な試薬(ズーム）
等もある。鏡検で発見出来ない場合でも白癬による病変が疑われれば培養等も行なう。

白癬の診断を正確に付ける事が治療内容の決定にも繋がる。

白癬の治療

①足白癬、体部白癬（たむし）は外用抗菌薬が中心となる。病巣より広めに塗布し､見た目の症状

が改善しても菌が角質層から完全に排除されるまで治療を継続する事が大事。

体部白癬で2週間以上､足白癬では1ヶ月以上継続して治療を行う。難治性の角質増殖型足白癬
や、体部白癬で広範囲の場合、毛嚢炎様症状があって生毛内寄生を疑う場合には内服する。

外用薬としてはルリコンクリーム、ゼフナートクリームなどをそれぞれ１日１回塗布する。

ルリコンはポーラが販売(医薬品）していて、一般名はルリコナゾール。
ゼフナートは全薬工業が販売していて一般名はリラナフタート。

ルリコンの名前の由来は一般名ルリコナゾール（Luliconazole)による。
ゼフナートの名前の由来は全薬（ゼンヤク）工業が発売したリラナフタート（liranaftate）による。

足白癬の生活指導

入浴時に丁寧に趾間を洗った後に外用薬を使用する。傷から感染する(特に糖尿病患者など）ので
軽石でこすったりしないようにする。

②爪白癬の治療

爪白癬の場合には基本的には抗真菌剤の内服となる。ラミシール（一般名テルビナフィン）

イトリゾール（一般名イトラコナゾール）などを内服する。
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【口腔内の話】
この項目では、歯、舌、口腔粘膜などについて解説する｡

【歯】
私の小さい頃は虫歯（う歯）だらけで、｢歯もげ爺 ｣などと呼ばれた時もあった。

じじい

才頃に某歯科医の診察を受けた所、こっぴどく叱られた。怒っただけあって非常に30
優秀な歯科医で手先も器用で有り、ゴム手袋を使用しない先生であった｡そのお陰で、
何とか今でも自分の歯で食べることが出来ている（笑 。 本歯を失ったが 、｡） 、2

【歯の解剖】

【虫歯（齲歯）の原因】

中
ちゆう

切
せつ

歯
し

鋸
きよ

切
せつ

歯
し

鋸
きよ

切
せつ

歯
し

犬
けん

歯
し

糸切り歯

歯は正面に中
ちゆう

切
せつ

歯
し

が一対ある。その両脇に鋸
きよ

切
せつ

歯
し

がやはり一対ある｡更に俗称糸切り歯の犬
けん

歯
し

がある。

それ以外は奥歯であるが第一、第二小
しよう

臼
きゆう

歯
し

がある。

大臼歯も第一、第二大臼歯と小臼歯と同様に二本ある

一番奥が痛みで困ることの多い第三大臼歯（親知らず）

ということになって、合計16本ある。上下合わせて
32本（永久歯）ということになる。

犬
けん

歯
し

第一大臼歯

第二小臼歯

第一小臼歯

口腔内には正常者でも口腔レンサ球菌が約10種類存在
する｡齲歯では連鎖球菌の中のミュータンス菌群など

による酸の発生で歯のカルシウム分を溶かすことが原因第二大臼歯

第三大臼歯（親知らず）

齲歯､歯周炎などの原因菌は口腔内では60種類近くの細菌が
知られている。

エナメル質

エナメル質は人体で最も硬い。

約96％がヒドロキシアパタイトである
歯髄

象牙質

象牙質は70％のヒドロキシ
アパタイトからなる。

骨より硬い｡ 歯髄

歯根尖孔

血管と有髄神経がこの歯根尖孔

から歯髄内に入っていく
歯
し

槽
そう

骨

歯槽膿漏（現在は歯周炎と呼ぶ）の歯槽がこの部分

虫歯の原因となるミュータンス菌

ミュータンス菌の発生する

有機酸によってエナメル質の

リン酸カルシウムが溶ける

歯

有機酸発生

虫歯や歯周炎は細菌感染である！
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【歯周炎について】
歯を支持している炎症が歯肉に限局すれば歯肉炎であるが､炎症が更に深部へ進行して

を伴うと となり歯を失う原因となる｡進行した歯周炎骨（歯槽骨）などの骨破壊 歯周炎
は以前は歯槽膿漏などと呼ばれていた｡
【歯周病と全身疾患】

歯周病を引き起こす細菌によって炎症局所で産生されたサイトカイン（化学伝達物質）
や細菌自体が血液やリンパ液に入り色々な病気の引き金になるのでは無いかと言われて
いる。心血管系疾患､糖尿病の増悪因子になるとの報告もある｡

tongue【舌】
この項目では舌炎などの炎症、舌癌などの悪性腫瘍について解説する｡

【舌の解剖】
舌は横紋筋の固まりで、場所によって被覆する粘膜の形が変わる｡
舌の後ろ は 、前 は と呼ばれる。舌粘膜には と呼ばれる隆1/3 2/3舌根 舌体 種類の乳頭4
起が存在してそれぞれの役割を果たしている｡

齲歯を引き起こすミュータンス菌の一種は潰瘍性大腸炎のリスクを4倍に増加させるという報告が英科学誌
scientific report電子版（2012年3月26日版）に掲載されている。横浜市立大学、浜松医科大などの報告。
潰瘍性大腸炎に罹患している人は少なくとも口腔内を清潔にする事が重要かもしれない。

舌の後ろ1/3は舌
ぜつ

根
こん

と呼ばれる｡舌根には

リンパ節が多数有り舌
ぜつ

扁
へん

桃
とう

と呼ばれる
糸状乳頭は舌表面をザラザラ

にして、食物の移動を促す

舌乳頭の中で最も大きく人の味蕾の

半分以上はここに存在する｡

①糸
し

状
じよう

乳頭

糸
状
乳
頭

糸状乳頭には味
み

蕾
らい

が無い
喉
こう

頭
とう

蓋
がい

リパーゼも

この細胞の分泌腺

から分泌される

舌根

②有
ゆう

郭
かく

乳頭
有廓乳頭は逆Ｖ

字型に配列している
味
み

蕾
らい

味
み

蕾
らい

舌
ぜつ

体
たい

④葉状乳頭

人では余り発達していないが

舌の両側面に隆起と溝が平行に

存在する

イラストはジュンケイラ組織学第3版（丸善）2011の

272頁より引用③茸状乳頭

数が少なく結合組織の芯を持った

キノコの形をしている

舌には味蕾と呼ばれる紡錘形の細胞が有り、味を感じる｡少なくとも大きな5種類のカテゴリーに含まれる味物質
を感知する。舌先端の味蕾は甘みに感受性が高いなどの特徴を持つが、他部位で甘みを感じないという事では無い｡

じょうじょう

椎茸の茸は「じょう」とも呼ぶ
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glossitis【舌炎】

舌炎には による舌炎､ による舌乳頭（ ）萎縮ビタミン 不足 鉄欠乏性貧血B2 茸状､糸状乳頭
による舌炎（プラマービンソン＝ 症候群）などがある。Plummer-Vinson
その他抗生物質長期服用したり、免疫不全では舌に の発生することがあり､カンジダ
白､或いは黒色になる事もある｡

舌苔 糸状乳頭の増生 食物残渣或いは尚、正常でも が見られることがあるがこれは舌の ＋
細菌増殖による変化 口腔内洗浄が出来ない寝たきり状態の高齢者の口腔である｡長期に
や、 ､ などで増悪することがある｡ テレビなどで一時この舌苔を熱性疾患 上部消化管炎
悪者のように取り扱って報道したため､必要以上に排除しようとする人を見かけるが
通常の人であればうがい程度で十分である｡

cancer of the tongue【舌癌】

数年前に私の舌の先（舌尖）に小潰瘍が出来ているのに気づいて｢舌癌ではないか！｣
と大騒ぎしたことがある｡宮崎大学の顔面口腔外科の准教授に診察していただいたが､
｢先生､心配要らないですよ！｣とあっさりいわれてしまった。皆さんも､鏡を見る時には
顔だけでなく舌も見ておいた方が良い 特に舌癌は舌尖より 齲歯､。 、舌側面に出来やすく
義歯などによる の他､ ､過度の も誘因となる。機械的な刺激 喫煙 アルコール

舌癌の頻度 2006年度の口腔癌発生数は約7000人｡

舌癌は口腔癌の中に分類される｡口腔癌は癌全体の約2％程度と頻度は低いが､この口腔癌の中では
舌癌が最も頻度が高く、約70％を占める｡口腔癌にはその他､口唇､口腔底､頬粘膜､歯肉に発生するものがある

舌癌の性差、発生年齢

男性と女性比では2：1と男性の発生の方が多い。40才以降の発生が高くなるが特に50～60歳代での発症が
多い｡

舌癌の組織像

舌癌の上皮が重層扁平上皮である事から扁平上皮癌が最も多く約95％を占める｡

舌癌の予後

舌には多くの血管が流入しているためにステージ１期の段階（TNM分類のT1＝腫瘍径が２cm以下で
N0(頚部リンパ節転移無し）でも5年生存率は76～84％と低い｡特に､肺転移しやすい｡私が舌癌騒動で大騒ぎ
した理由もここにある｡何故、早く発見出来なかったのか！（鏡を見る時に舌も良く見ておくべきだった）

と、後悔したが結果的には何もなかったが、、、。

最も良く見える部位に発生する癌であるから喫煙者や良く齲歯の部分や治療した部分を舌で触る癖のある

人などは毎日鏡を見る時には舌の特に側面部を見てもらいたい｡
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【舌癌写真】

舌癌発生の原因にはその他、人乳頭腫ウイルス )の ， 型HPV:human papilloma virus 16 18
が関与しているとの報告もある｡

潰瘍形成型 腫瘤（硬結）形成型

潰瘍形成型､腫瘤形成型というのは他の消化管

（胃や大腸など）も同様な発育するものが多い｡

このように白斑を形成してくるものもあるが､白斑には良性もある。

従って､このような白斑病変を見た場合には大学病院などの顔面口腔外科

（歯科口腔外科）を早めに受診する事｡安易な生検が却って血行転移や

リンパ節転移を起こすので上記の様な専門の科を受診する事｡

舌癌発見のきっかけには歯科受診による治療の際の歯科医の指摘も多い。

舌癌初期にはしみる､痛みなどの症状が出ないのでなかなか気付かない人も

多い。



- 286 -

【睡眠時無呼吸症候群（ 】SAS S A S= leep pnea yndrome）
睡眠時無呼吸症候群は我が国では を占め、最近増加傾向男性の ～ 、女性の約3 7% 0.5%
にある。後に解説するがこの治療に使用される の治療器械持続気道陽圧（ ）療法CPAP
の使用台数は約 万台である 。17 。（健康保険適用あり； 割負担で器械使用料約 千円3 3 ）

。診断のきっかけは周囲 からの の指摘である事が多い（ ）家族 強いいびきや就寝中の無呼吸

終夜睡眠ポリソムノグラフィー 呼吸、診断としては （ ）により、この場合には入院が必要
による などをモニターする。胸郭運動、脳波、パルスオキシメーター 動脈血酸素濃度

睡眠中に もしくは呼吸をしようと努1 5時間当たり 回以上の無呼吸
力する努力呼吸がある場合や、 する場合などが診断基準の一つ呼吸量が ％以上低下50
となる。
また、パルスオキシメーターによる する場合酸素濃度（ ）が睡眠中に 以上低下SpO 3%2

なども診断基準の一つになる。その他、脳波を記録しない も使用される事簡易モニター
がある（ 。入院が出来ない人には在宅睡眠呼吸モニターがあって、家庭でこれも入院が必要）
記録されたデータを後日解析するシステムも開発されている。

睡眠時無呼吸症候群の原因としては上気道の形態学的異常（扁桃肥大や小顎症による気
口腔内、上気道閉塞道の狭小化）や軟口蓋組織の脂肪沈着、肥満、舌根沈下などによる

の頻度が最も多い。型無呼吸症候群

パルスオキシメーターは指先での動脈血を測定する器械

血液を採らなくても指に装着すれば良い。現在は右写真

のように市販もされている｡右写真で約2万円。

正常者の呼吸 無呼吸症候群原因シェーマ

肥満による軟口蓋への

脂肪沈着、下顎が上顎

に比べて小さい、扁桃

肥大、咽頭を拡大する

筋肉の働きの低下など

無呼吸症候群の原因
小顎症

舌根の沈下

鼻腔
舌

口蓋扁桃肥大

やアデノイド増殖

軟口蓋の沈下

気道の閉塞

咽頭筋の機能低下

による

軟口蓋 気管

軟口蓋への脂肪沈着
頚部の屈曲

睡眠時無呼吸症候群の病態と体に及ぼす影響について；時折マスメディアでこの病気が原因による交通事故や列車

の運転手の居眠り運転が報道される。これらは睡眠が十分にとれない事が原因だが、体への影響は以下のように

なる。即ち睡眠中の低酸素血症や高二酸化炭素血症により肺動脈圧の上昇や右心不全を来しやすい。

また、体血圧の上昇や不整脈、多血症の原因にもなる。多血症は慢性的な酸素不足等により赤血球が増加する事

による。また、希ではあるが重症例では突然死の原因になる事もある。

多血症は喫煙者にも見られる。同様に喫煙による一酸化炭素の増加、酸素不足を補おうとして赤血球が増加する

ものだが、あまり増加しすぎると血液が粘稠になり血栓の原因となり脳梗塞、心筋梗塞の原因ともなる。
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【睡眠時無呼吸症候群の治療】
睡眠時無呼吸症候群の治療としては となるが、下顎が小さく後方へ後内科的治療が中心
退している場合などには下顎を前方へ矯正する外科的治療も行われる事がある。
その他では口蓋垂軟口蓋咽頭形成術なども行われる事がある。

内科的治療としては鼻にマスクを装着して気道内圧を ～ の陽圧にして気道虚脱5 12cm
を防ぐ （ 通常医師や患者は鼻腔持続陽圧呼吸 CPAP C P A P= ontinuous ositive irway ressure;

と呼ぶ）が最近はよく利用されている。シーパップ

その他では下図のような する口腔内装置や 装置な下顎を前方で固定 舌を前方で固定する
どが使用される事もある。

その他肥満者に対しては する事や深酒を余りしないようにする事なども注意すべき減量
点である。

コンティニュアス=持続

CPAPの器械を装着して睡眠中の様子 鼻腔マスク

陽圧をかけて気道虚脱を防ぐ

持続して器械で陽圧を

かける事で気道閉塞を防ぐ

実際に使用される器械はこれくらいコンパクト！

私などこのような器械を装着したら眠れないような気がする

が、実際に利用されている患者さんに何人かお会いしたが

余り気にせずによく眠れるようになったという方が多かった

この器械は保険適応になっており、現在17万台が使用されている。

舌を固定する事で舌根沈下を防ぐ

私自身はこのような器具を使用すると眠れない気がするが。

マスクをかけて

寝る
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【精神医学】
ここでは比較的良く見られるうつ病などの精神疾患を解説する。
心の病気というのは内科学や外科学のように血液検査をしたり､レントゲンや などCT
の画像診断で明瞭に見えて診断出来るものではない。従って､その診断には困難な事も
多く、医師によって判断（病名）が異なる事も時に見られる。
このように診断自体が困難な事もあるが､基本的な症状の考え方にも色々あって診断名
や診断分類などが時代と共に変わる事も多い。

例えばうつ病は現在は「 」の中に分類されていて､躁うつ病は気分障害の中の気分障害
” ”という病名になっている。双極性障害

(性格や体質と言っても良いかもしれないが）うつ病 ストレス 内因的は が原因となる事もあり、 な① ②
要因、或いは な要因が関与する事がある。③遺伝的

これに対してストレスが一過性で収束する場合は などと診断される。急性ストレス反応
ストレスの中にはマスメディアで最近良く使用されるので 聞いた事があると思うが
「心的外傷ストレス症候群（ 」PTSD P T S D= ost raumatic tress isorders）
があって、これはストレスが地震、火災、交通事故など外部の原因になるものを指す。

人間も様々で､私が注意しても左の耳から右の耳へと（ ）一瞬で注意脳内に留まる事無く！
困った事に、このような輩が得てして社会では上司に昇進したり事項が通過して抜けていく人がいる。 え

。 、してしまう事がある ストレスを貯めないので現代社会の中では上手く世渡りして生きていけるのかもしれないが
逆に生真面目な人は脳内から注意事項このような輩を持つ会社は決して良い会社にはならないだろう。

き ま じ め

やストレスが抜ける事無く何度も何度もサイクルしてしまう。これがうつ病の原因とな
る事もある。

もちろん病気などの健康問題、経済的な事などストレスを発散させたくてもストレスが
常時存在して困難な事も多い。薬が必要な事も多くなる。この薬の解説についても後で
行う事にする。

ディスオーダー

Disorderのdisは邪魔するとか非とかの意味で

orderは順番、秩序の意味であるが、医学用語
では非秩序という意味で病気、疾患として使用される

たまにはストレスを耳から

抜いてみますか？
ストレス

ストレス ストレス
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【現在の精神科疾患の分類について】
現在の精神科疾患は大きく 種類の分類がある。 つは米国精神医学会が 年に発2 1 1980

3 iagnostic and tatistical表した 「 ；統計マニュアル第 版 （① Ⅲ精神疾患の診断 DSM- D S
」と の ）である。M M D 3anual of ental isorders, rd Edition WHO） ② ICD（国際疾患分類

2 4 DSM TR現在この つの分類は米国精神医学会分類が第 版を一部更新した① Ⅳ
と② 分類の － （国際疾患分類第 版）になっている。WHO ICD 10 10

【気分障害】
現在気分障害として分類されているが､この中には以前うつ病、躁うつ病などと呼んで

。 「 」 「 」いた疾患が含まれる と呼ばれていたものは の中のうつ病 気分障害 うつ病性障害
大うつ病姓に含まれている。また、以前一般的に使用していたうつ病は更にその中の「

」に含まれると考えても良い。 は「 」の中に分類されるように障害 躁うつ病 双極性障害
。 「 」 「 」 。なった とは と の つの疾患概念を含むのでこの名前になっている双極 躁 うつ 2

マスメディアなどで病名を今後聞いた時に､「それは何の病気なの？」と思われるかもしれないので解説を加えた。

【気分障害の中のうつ病（大うつ病性障害 】）
（モチベーションが上がらないとか 。正常な人でも特別な誘因もなく気分が落ち込む事もある ）

気分障害はこの 、 事が基本的① ②気分の落ち込みが正常な人よりも強く 持続期間が長い
な特徴となる。 気分障害は従って「自分で精神のコントロールや､気分の切り替えが出
来ない状態が一定期間以上持続する」病気（障害 、と定義される。）

【うつ病（大うつ病性障害）の発生頻度】
現在の我が国における と言われる。また一生の間にこの障害に発生頻度は年間約 ％3
かかる頻度は約 ％と推定されている （ ）7 。 2000年以降の疫学調査結果
また性別で見ると 程度ある。女性の発症率は男性の約 倍2
発症年齢で見ると を占めるが、我が20 40歳代半ばから 才までに発症するものが約半数
国では高齢化に伴い中高年からの発症も多い。

また、身体疾患（例えば心筋梗塞など）を持った人に大うつ病性障害が発生しやすい事
も知られていて心筋梗塞患者の ～ に大うつ病障害が合併している。16 27%

【うつ病（大うつ病性障害）の発症因子について】
ある程度､遺伝との関連もあり大うつ病性障害の遺伝との関連は 程度と言われる。40%
この遺伝との関連で言えば以前精神分裂病と呼ばれていたが､現在の病名は「統合失調
」 、 。（ ）症 が高く 程度の関連性があると言われる80% 標準精神医学第 版 医学書院 参照4 2011 P294（ ） 、

①発症の原因となるストレスになるような出来事がある事も多い。ストレスになるような出来事が単一より当然複数

ある方が発症リスクを高める（例えば健康問題に仕事上の問題が重なるとか）。

②また、患者がどのような育てられ方をしたのか（被養育体験）という事と、育てられる過程でどのように周囲の人

からの支援を受けたのか（ソーシャルサポート）によっても発症に影響する事が最近報告されている。

厚労省資料によればうつ病患者数は1996年の433万人から、2008年
には1041万人と､この約20年間で2.5倍も増加している。
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【うつ病（大うつ病性障害）の診断基準】
何度もこの項目で繰り返しているように精神疾患の診断はクリアカットに出来ない点
も多い。現在大うつ病性障害の診断基準には症状を「エピソード」 として捕らえて

アメリカ精神医学会 Ⅳ「 」なるものが作成されている（大うつ病性エピソードの診断基準 DSM

。TR2000）

以下に示す項目の内 時は従来のうつ病A 9 5 2の つの症状の つが 週間以上、毎日続く
（大うつ病性障害）の診断基準に当てはまるという事になる。

但し、いわゆる する必要がある。躁うつ病（双極性障躁うつ病（双極性障害）等も否定
害）のうつ状態の時期である場合もある。治療の面で（薬など）異なる判断をする必要
があるので を確認する必要がある。また、統合失調過去に「躁」の時期がなかったのか

そう

症や妄想性障害などの他の精神疾患がないかも確認する。その他病院で使用している薬
によってもうつ病を併発しやすいものもあり、これらの薬剤を使用していないかも確認
する。覚醒剤などの薬物使用の有無も必要となる。

うつ病（大うつ病性障害）では自分自身を過度に否定する､悲観的にとらえる事による
妄想が見られる事もある。例えば 「取り返しのつかな過ちを犯した」という観念から、
くる「 「不治の病にかかって助からない（ 」とい罪業妄想」。 ）実際には軽い病気なのにそう思い込む

ざいごう

う観念からくる「 」等がある。大うつ病性障害に見られるこのような妄想は心気妄想
し ん き

まとめて「 」と呼ばれる。微小妄想

その他、一切の存在（身体、人格、外界）を否定する「 （ ）否定妄想 コタール症候群」
を呈する事もある。

うつ病（大うつ病姓エピソード）の診断基準（DSM Ⅳ TR2000）

A

以下の1～9までの項目の内5個以上の項目が毎日、2週間以上続く。但し、1か2のどちらかの項目は必ず
含まれる事。

①抑うつ気分（殆ど1日中続く）

②興味ないし喜びの著しい喪失（殆ど）1日中続く
このうちのどちらか1つは必ず含まれる事

③体重あるいは食欲の変化（減少ないし増加）

④睡眠障害（不眠、もしくは過眠）

⑤無価値観或いは自責感

⑥自殺念慮（反復して起こる）､或いは自殺企図ないし明確な自殺の計画

⑦疲労感或いは気力の減退

⑧思考力や集中の減退或いは決断困難

⑨精神運動性の焦燥（イライラ落ち着かない）もしくは抑制（動きが少ない）

但し、これは他者の判断によるもので患者の主観ではない

副腎皮質ホルモン（ステロイドホルモン）やインターフェロンが「うつ「を誘発する事もある。

コタールはフランスの精神科医の名前
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【妊娠、出産に伴ううつ病や季節によるうつ病の発生について】
には、様々な精神障害が起こりやすくこれを一括して産褥期（分娩後 ヶ月以内）3

と呼ぶ。育児は喜びと共に心身の負担感が強く､父親を含めて周囲の援助産褥期精神病
が得られない場合母親の孤立感が深まる。周囲のサポートが必要となる時期である。

するが、産後 週間以内に発生するものが最も多産褥期精神病は産婦の ～ ％に発生1 2 1
く（ ）､ 予後は良好な事が多いが時に になって自ら命を絶マタニティブルー 産後うつ病

マスメディアで報道される事があるが、悲しい気分になるのは私だけではあるまい。つ母親もいるのは残念である。

【うつ病（大うつ病性障害）の経過と予後】
長期化する例や再燃、再発を繰り返す例も多い。うつ病の場合未治療では一般的に約
％以上は半年から 年は続くと言われている。90 2

治療を行った場合にはその治療経過を精神科では次の つで表現する事が多い。3
治療によって症状が改善するのを （ ）と呼び、症状が概ね消退した状①反応 Response

寛解 回復態を （ ）と呼ぶ。この寛解の状態が半年以上続いた状態を② ③Remission
（ ）と呼ぶ。このように英語表現では が頭文字に付く。Recovery R

このうつ病の悪化状態を示すのにも英語の の頭文字が付く。R
症状が改善して寛解状態になったが回復に至らず悪化する場合を （ ）④再燃 Recurrence
と呼ぶ。また、回復したのに再び症状が悪化する事を （ ）と呼ぶ。⑤再発 Relapse

大うつ病性障害や双極性障害（躁うつ病）では、毎年決まった季節に発症するものがある。

秋から冬にかけて発症し､春から夏にかけて発症する「冬季うつ病」が多い。

秋はもの悲しい季節でもあるが、これには日光も関係しているという説もある。日光刺激がセロトニン分泌を促す

が、このセロトニンは後で述べるが脳の神経伝達物質で「うつ病」の治療薬にも、この分泌を刺激するものがある。

日光はシミ、ソバカスの原因にもなるがビタミンDの吸収にも役立つ。雨や曇りの日にちょっと憂鬱なのも暗いから
だけでなく、セロトニンとの関係もあるかもしれない。

レミッション

リカレンス

リラプス

うつ病を治療せずに経過を見た場合には1年後に約40％が寛解するが、残り約40％は症状が持続するとの報告がある。

抗うつ薬で治療すると、どの抗うつ薬であっても約50～70％は反応を示す。8週間の治療によって反応した患者の
約2/3が寛解に至る。約10％は複数の治療薬でも十分な効果が得られない。

治療に反応して回復（症状が消退した寛解状態が半年以上続いた）したうちの約50～60％は再発する。また、再発を
繰り返す毎に再発率は上昇する。

うつ病の再発については以下の通りである。

うつ病の初発時には何らかの心理的或いは社会的ストレスの関与のある事が多い。社会的ストレスとは例えば会社内

での仕事の関係とか（仕事がうまくいかない、パワハラ等々）を指す。しかし、再発時にはこの心理社会的ストレス

が無くなっても再発する傾向が形成されてしまい、再発予防が困難な状態になる。

従って初期段階での再発予防が大事となる。
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【うつ病（大うつ病性障害）の治療】
薬物治療が必要となるが、以下にうつ病治療の考え方を示す。
まず、うつ病発症モデル図は以下のようになる。

【そこで以下のような治療モデル図が考えられる】

ストレスになる出来事が重なる（会社の事、健康問題、家族の事などなど）

周囲のサポートが不十分

脳の機能不全（セロトニン分泌低下など）

会社なら上司、同僚からのサポート

家族なら親、子供､兄弟など

否定的な見方が強くなるとサポート

があっても役立たないと考える

ものの見方が否定的になる
物事の否定的な側面ばかりを見てしまう

「サポートは無い」と思い､一人で悩み

心の中で抱え込んでしまう
「ストレスだ」と感じる出来事が増える

うつ病（大うつ病性障害）の発症

普段なら気にならない事まで「とても大変だ」と

感じて、実際以上にストレスだと感じてしまう。

優先順位を付ける（一つずつ解決する）

ストレスになる出来事が重なる（会社の事、健康問題、家族の事などなど）

周囲のサポートが不十分

会社なら上司、同僚からのサポート

家族なら親、子供､兄弟など

①脳の休息と抗うつ薬

脳の機能不全（セロトニン分泌低下など）

休養を取る

周囲が良くサポートする

また自分でもサポートを受け入れる

②認知行動療法

自分の問題に対する

とらえ方を考え直す

医師が患者の訴えを聞く

適切な説明､助言を行う等の

支持的精神療法

ものの見方が否定的になる

「サポートは無い」と思い､一人で悩み

心の中で抱え込んでしまう 「ストレスだ」と感じる出来事が増える

うつ病（大うつ病性障害）の発症悩み、ストレスからの開放、
急性期うつ病患者に接する時の周囲の注意点

周囲は「患者の励まし」や「気晴らしの誘い」

はしない事。急性期には周囲から励まされても

患者は何から頑張れば良いのかわからない。物の

見方が否定的になっているので周囲の期待に応え

られない自分は駄目だと自分を責めてしまう。

注意！

また、興味や楽しいという気持ちが無くなっているので

気晴らしをしても楽しいと思えない。周囲から誘われると

「断ってはいけない」と考えて出かけても気晴らしの筈が

疲れるばかりという結果になる事もある。

標準精神医学第4版（医学書院）2010 P309~310改変引用
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【うつ病（大うつ病性障害）に使用する抗うつ剤の解説】
うつ病はストレスなどを原因として起こる精神的な疾患であるが、脳内の神経伝達物質
である している事などからこれらを調節する事にセロトニンやノルアドレナリンが減少
よって効果が出るような薬が主に用いられる。

現在はこの が第 選択薬となっている事が多い。この に反応しない患者にSSRI 1 SSRI
セロトニン ノルアドレナリン再取り込み阻害はノルアドレナリンの再吸収も阻害する /

（ ＝ ）が使用される。薬 SNRI S N R Ierotonin oradorenaline euptake nhibitor
商品名アメルなどがある。その他には も使用されるが自律神経三環系、四環系抗うつ薬
系への副作用もあり､最近は 等の薬剤が無効例に使用される事も多くなった。SSRI

【その他の抗うつ剤や睡眠薬の併用】
これらの抗うつ薬が実際に 。その間、患者の効果を示すまでには通常 ～ 週間かかる1 2

ベンゾジアゼピン系の抗不安薬 マイナート不安や不眠といった症状を和らげるために （
と呼ばれる）や が併用される事も多い。ランキライザー 睡眠薬

ユーロジン、メイラックス、デパス、デパケン、ソラナベンゾジアゼピン系の薬剤には
などの商品名の薬品がある このうちデパスなどは筋肉の緊張を和らげるために､ックス 。

肩こりや筋緊張性頭痛（ ）等に使用される事もある。肩こりから頭痛がくるので

うつ病には脳内の神経伝達物質であるセロトニン濃度が低い事が関与してい

神経細胞

セロトニン

このセロトニンは再度神経伝達を行うシナプスで取り込まれるので､この再取り込み

を阻害すればシナプス間のセロトニン濃度が上昇する。

この薬がSSRI（Selective Serotonin Reuptake Inhibitor）である。シナプス

選択的セロトニン再取り込み阻害薬

阻害薬セロトニン 再取り込み選択的

セロトニンは再度

取り込まれる

選択的取り込み阻害薬（SSRI）がこの部位
に作用して､再取り込みを阻害する。

セロトニン受容体

セロトニン

この選択的セロトニン取り込み阻害薬（SSRI）には
商品名パキシル、ルポック、デプロメールなどがある

セロトニン

注意！全てのうつ病がセロトニンやノルアドレナリン濃度と関係

しているわけではない。仮説が幾つかある。薬剤が効果的な人もいれば

そうでない人もいる。

選択的セロトニン取り込み阻害薬SSRIやSNRI等の薬剤の注意点：これらの薬剤には鎮静的な作用が無いので使用
すると、不安や不眠を助長するアクチベーションシンドローム(Activation Syndrome)といった状態を呈する事がある
ので、治療導入期には抗不安薬や睡眠薬の併用を検討する。

注意点としてベンゾジアゼピン系の薬剤（ユーロジン、メイラックスなどのマイナートランキライザー）は薬用量

依存形成の可能性もあるので漫然と用いない事。

セロトニン受容体
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【その他のうつ病の治療方法】
や などがある。電気けいれん療法 高照度光療法

【電気けいれん療法】
自殺の危険性が高い 昏迷状態 薬物抵抗性うつ病① ② ③、 を伴う、 薬物治療に反応しない

などに対して行われる。心停止時の除細動のような電気ショックを思い浮かべる人も多
いかも知れないが、そうでは無い。現在は と呼ばれて、短時間修正型電気けいれん療法
麻酔剤を使用して行われる。本来は麻酔科医のいる病院で行われるべき療法である。
900mA 1 8 2 3 /のパルス波電流を ～ 秒間 する。 ～ 回こめかみまたは前額部などに通電
週で合計 ～ 回行われる。これが クールとなる。6 12 1

【高照度光療法】
冬にうつ病が生じる「 」症例が適応となる。 ～ ルクスの光を早朝冬季うつ病 2500 3000
或いは夕方の 時間程度照射する（朝夕両方照射する事もある）2

【うつ病の回復期、維持期の治療について】
寛解後 ヶ月間は早期に抗うつ薬の中止、減量をする事は再燃の危険性を高める。特に 4

再燃の危険性が高い 寛解後 ヶ月間は急性期と同時期であり、副作用の問題が無ければ 6
（標準精神医学第 版（医学書院 ） 引用 。薬剤量で維持すべきである 4 2010 P311 ）

再発性うつ病に対して ～ 年間急性期と同薬剤量で治療した時の再発予防効果も報告1 3
されている。

【認知行動療法】
これは難しい方法論では無く皆さんも通常の社会生活で無意識にストレス回避のために
取っている事があるはず。ある問題を認知して、それを解決する手段を見つける事。
具体的には以下のシェーマの如くなる。

上記の中の昏迷状態についての解説；昏迷状態というのは意識障害の一つで､呼びかけなどにも反応が見られないもの

但し、全く意識が無いというのではなく本人は後で覚えている事がある。

状況 会議でプレゼンテーションするように上司から言われたと仮定する。

考え

感情

行動

身体反応

ドキドキする（心悸亢進）

体が熱い､胸が締め付けられる

ぐったり！食欲低下､下痢

緊張、不安、憂うつ

意欲低下

他の仕事が手に付かない

書類を見ても上の空

上手くしゃべれるだろうか？

失敗したら恥ずかしい､良い所を見せないと！

認知行動療法は上図のように､「考え」「感情」「行動」「身体反応」の4つの状況に分類して､それぞれの問題点を
認知（つまりどこに問題点があるのかを確認する）する事から始める。

臨床心理士が上記解決のために治療に当たる事が多い。これらの解決のために自律神経訓練法や瞑想などの方法が

とられる事もある。
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尚うつ病に関しては以下の 団体が信頼出来る機関で有り参考にされると良い｡2

理事長は長崎大学名誉教授 精神医学専攻 中根①一般社団法人 うつ病の予防治療日本委員会（
http://www.jcptd.jp/index.Html允文先生）

法人 うつ・気分障害協会（ ）② NPO ; ood isorders ssociation JapanMDA M D A
http://www.mdajapan.net/new/index.Html
北米に本部のある機関｡家族会や当時者会などの具体的な支援活動も行われている｡啓蒙
のためのパンフレット等も請求出来る。色々な資料は各製薬メーカーでも一般向けに
制作して無料で申し込める所もあるので、参考にされると良いかもしれない｡

製薬メーカーは以下参照｡

グラクソ・スミスクライン株式会社③
http://utsu.jp/index.Html
うつ病の基礎､診断について解説している｡また、このぺーじより｢こころのくすり箱；
うつかもしれないあなたへ｣ハンドブック請求が可能（ 。無料配布；電話で申し込む）

塩野義製薬④
http://www.utsu.ne.jp/

うつ病 こころとからだ という表題でこちらも詳しくうつの診断､治療について解説
している｡
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アルゴリズムとは手順の事【うつ病治療のアルゴリズムを以下に示す】
うつ病治療の基本の つの柱は である。3 ① ② ③休養 薬物療法 精神療法

大うつ病性障害（今まで言われていたうつ病の事）ライン１

抗うつ薬の使用

SSRI（選択的セロトニン取り込み阻害薬）
又は

SNRI（セロトニン・ノルアドレナリン再取り込み阻害剤）

ベンゾジアゼピン系抗不安薬

（BZD）±

上記治療を２～４週間まず行う

有効

寛解（症状改善）

ライン２

ライン３

そのまま継続療法へ

不完全寛解

やや有効

２～４週間継続

やや有効へ戻る

有効寛解（症状改善）

そのまま継続療法へ

ライン４

やや有効

抗うつ効果増強

（リチウム製剤）ライン５

やや有効

有効寛解（症状改善）

そのまま継続療法へ

他の抗うつ効果増強 他の抗うつ薬へ変更

無効

薬の増量

無効 有効

そのまま継続療法へ

ライン７

ライン６

他の抗うつ薬へ変更

（三環系抗うつ剤など）

電気けいれん療法

無効

他の抗うつ薬へ変更

やや有効 有効

そのまま継続療法へ

抗うつ効果増強

（リチウム製剤）

又は

精神科薬物療法研究会編 気分障害の薬物治療アルゴリズムより改変引用

うつ病治療投薬初期には焦燥感や攻撃性、希に自殺念慮

等の精神症状（Activation syndrome）や微熱､腱反射亢進
ミオクローヌス、軽躁などからなるセロトニン症候群

（Serotonin syndrome）を生じる事がある｡
抗うつ剤の少量投与開始､或いはベンゾジアゼピン系抗不安薬の併用を

行う。
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【双極性障害（ 躁うつ病 】以前使用されていた と同義語）
双極性障害は躁病期とうつ病期がある。双極性障害は少なくとも 回の大うつ病エピソ1

双極Ⅱ型障害 双極Ⅰ型ードがある と、大うつ病エピソードが必須の診断条件に入らない
がある。障害

【統合失調症（ 精神分裂病 】以前使用されていた と同義語）
青年期に約 の割合で発生する。知覚、思考、感情、意欲など多くの精神機120人に１人

幻覚、妄想、自我障害 陽性症状 感情鈍麻、自発性能領域の障害として現れ、 などの と、
などの からなる特有の症候群である。減退、社会的引きこもり 陰性症状

が発症に関与している事が多く、それに加えて様々なストレスの作用により遺伝的素因
による脳機能変調が基盤に存在する。急性の精神病エピソードを繰り返しドパミン過剰

、 。ながら慢性に経過する事が多いが 完全に或いは軽度の障害を残して する約半数は 回復

【 発生年齢と性差】統合失調症の
発症年齢は ～ 才が大半を占める。男女差は無い。15 35

【 遺伝】統合失調症の
統合失調症を は であり、 発症率が親に持つ子供の生涯発症率 約 一般の人の約 倍10% 10
高い。一卵性双生児の罹患一致率は なのに対して二卵性双生児の罹患率は で50% 10%
ある。関与する遺伝因子の報告はあるが、必ずしも一致しておらず明らかな遺伝因子の
特定は出来ていない。

【 画像診断】統合失調症の
や での画像診断では脳全体で 程度の灰白質の体積減少がある。また海馬領CT MRI 4%

域の体積減少、側脳室、第三脳室の拡大も報告される事がある。しかし、脳の器質的異
常が統合失調症発症に関与するという事実は、まだ確認されていない。

【 脳神経伝達物質の変化】統合失調症の
年以上前に統合失調症には していると提唱された。現在もその30 ドパミン過剰が関与

仮説が統合失調症の薬が効果がある事などから支持されている一面もある。
ドパミン（ ）受容体遮断作現在統合失調症に使用されている総ての抗精神病薬には D2

を持っている。その他グルタミン酸が関与しているとの仮説もあり、このグルタミン用
酸の異常が二次的にドパミン過剰を生み出しているとも言われる。

精神分裂病という病名は「人格が分裂する」とかいった誤解、偏見があり2002年から統合失調症という病名になっている

統合失調症（急性期）の症状

①幻覚；統合失調症ではしばしば幻覚が出現し幻聴が最も多い。多くは他人の声が聞こえてくる玄声で噂、悪口、

批判､命令､脅迫など悪意のあるものが多い。複数の声が患者の事を３人称で話し合うという対話形式の幻聴や

自分の考えている事が声になって聞こえてくるという考想化声がある。考想化声の場合には幻聴の命令に従って

行動してしまう事があり、殺傷事件などの犯罪の誘因になる事もある。

②妄想；誰かから危害を与えられたといった被害妄想、監視されているという注察妄想、電波や機械で苦しめられる

という物理的被害妄想、食物や薬に毒を入れられたとする被毒妄想などがある。急性期のこれらの妄想は迫真的で

強い不安や恐怖を伴う。
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【統合失調症の症状】続き
自我障害 離人症統合失調症ではその他 がある 自分の存在するという感覚が希薄になる、 。

りじんしよう

も見られるが､統合失調症に特有では無く時にうつ病でも見られる事がある。
離人症が単独に見られる場合は という診断名が付けられる。離人神経症
自分の考えで無い考えがひとりでに浮かぶ や､他人の意思で動かされていると自生思考

じ せ い し こ う

させられ体験（作為体験） 思考いう 等がある。また、他人の考えを吹き込まれるという
し こ う

や逆に自分の考えを抜き取られるという などがある。その他、自分の考吹 入 思考奪取
すいにゆう

えが他人に知られてしまうという などが見られる事もある。考想察知

その他にも や 、 などが見られる事がある。また患者意欲、行動の障害 感情の障害 自閉
との （意思が通じにくい）も見られる事もある。疎通性の障害

【 診断基準】統合失調症の
では妄想、幻覚、解体した会話（頻繁な脱線した会話や滅裂会話）DSM Ⅳの診断基準

感情の平板化、意欲の欠如などの陰性症状などの つから少なくとも つの症状がある5 2
事で診断する。また、 では思考化声、妄想知覚、玄声などの 項目かICD10の診断基準 9

ヶ月ら少なくとも つの症状がある事で同様に診断する。どちらも、これらの症状が2 1
が診断条件となっている。間殆どいつも続く事

【 病型分類】統合失調症の
妄想型 破瓜（解体）型 緊張型統合失調症は幾つかの型に分類される。大きくは① ② ③

は か

に分かれる。④単純型

妄想型は で となる。①妄想型； 最も良く見られる病型 被害妄想が中心
被害的内容の幻聴を伴う事が多い。思考、感情障害などが顕著で無く
発症年齢が遅く人格水準は保たれて 。予後は良い事が多い

発症年齢が早く、思考が解体して会話にまとまりが無い。気分が変②破瓜（解体）型；
は か

わりやすく、行動はしばしば思慮に欠け、予測しがたい。

緊張病症候群が病像の中心で有り、興奮と低迷が交代する時期がある｡③緊張型；
最近は少なくなっている｡

行動の奇妙さ、社会機能の低下、感情鈍麻などの陰性症状が進行性に生じる④単純型；
が、稀な疾患である｡

その他の統合失調症の症状

①思考過程、会話の障害；初期には会話内容が漠然としていて意味を把握しにくい事がある。会話の文脈が

まとまらず、次第に主題からそれて筋が通らなくなる事を連合弛緩と呼ぶ。殆ど意味がなさなくなる事を

支離滅裂、滅裂思考と呼ぶ。無関係な言葉の羅列になると、言葉のサラダと呼ばれる。思考の流れが突然

止まると、思考途絶と呼ばれる。

破瓜とは女子16才の事を本来は指す。瓜の字が八（８）を2つ合わせた
ような形になっているので16という意味。統合失調症がこの時期に起こる
事が多いのでこの名称が今でも使用される。
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【てんかん】
痙攣を起こす大てんかんとは により、てんかん発作（脳神経細胞の電気的刺激の過剰発射

）を主徴とする慢性脳疾患である。発作や短期間の意識消失の見られる小発作＝欠神発作などがある

てんかんは人類の始まりと共に存在したと言われる。てんかんの はラテン語のEpilepsy
( 上に）と ( ＝掴む)に由来する。すなわち突然襲いかかる病気というepi upon= seizelepsia

意味。

【てんかんの有病率と好発年齢】
てんかんの と言われている。現在我が国では の有病率は ～ 人 人 約 万人3 10 /1000 100
てんかん患者がいると推定されている。てんかんは小児期～思春期と 才以降の老年60
期に発症する事が多い。

【てんかんの分類と遺伝との関係】
てんかんは病因が不明だが遺伝因子などの関与も強い と脳器質の異①特発性てんかん
常や代謝性の病気によって引き起こされる の つに大別される。②症候性てんかん 2
特発性と症候性てんかんの発症比率は 。3 1： となっていて特発性てんかんが多い

一卵双生児のてんかん発症てんかん患者の近親者における発症は一般の人より高い。
なのに対して二卵双生児の一致率は となっている。一致率が 54% 7%

症候性てんかんの基礎疾患は周産期異常、脳腫瘍、頭部外傷、脳血管障害（脳出血や脳
梗塞 、脳炎や髄膜炎などによるものやアルコール、薬物によるものなどがある。）
脳器質姓障害（頭部外傷や脳血管障害など）が治癒した後に脳損傷が起こっててんかん
が発症する場合を と呼ぶ。残遺てんかん

ざ ん い

【てんかん発作の分類】
てんかんというと痙攣して口から泡を吹くような発作を思い浮かべるような人も多いと
思われるが（ ）実際には色々な形のてんかん発小児の高熱時に見られるような熱性けいれんのようなもの

作がある。てんかん発作は と に分類され更に部分発作は意識障害① ②部分発作 全般発作
。 、 、 、の有無で分類される 意識障害の無い部分発作には運動症状 感覚症状 自律神経症状

精神症状の見られるものなどがある。

欠神発作（純粋全般発作の中には交通事故の原因にもなる短期間の意識障害の見られる
けつしん

や痙攣が全身に見られる 等がある。小発作） 大発作（強直間代発作）

定型欠神発作は予後良好で思春期までに発作が消失する事が多いが、経過中に強直間代
発作に移行する事もある。非定型欠神発作の場合には 才以降も持続する事がある。20

エピレプシー

シーズ

欠神発作（純粋小発作）は見た事が無い方も多いと思うが、私の小学校時代の同級生がこの種のてんかんがあったの

で、良く覚えている。例えば昼食時などに箸を持ったまましばらく（数秒から十数秒）ボーッとしている。

本人はその間の記憶が全く無い。典型的な欠神発作であった。
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【てんかんの診断】
症状と脳波異常が記録されれば診断が確定するが、非発作時には脳波異常の見られない
事もある。このような場合最近は などによって診断長時間ビデオ脳波同時モニタリング
出来る事も多くなってきた。また発作焦点部位を明らかに出来る脳波トポグラフィー
や脳磁図などが用いられる事もある。また などで器質的異常を確認出来る事もあMRI
る。

【てんかんの治療】
各発作型に応じて薬が投与される。例えば部分発作や強直間代発作にはフェニトイン、
アレビアチンなど。欠神、ミオクロニー発作にはデパケン。
一般には しかも脳波で発作発射（脳波異常の事）が無い場合には3年以上発作が無く

（標準精神医学第 版（医学書院） 、 より引用 。定期的に脳波検査を行いながら減量する 4 2010 P49 ）

また、薬剤の血中濃度を定期的に測定して血中濃度が有効範囲にあるように維持する。
薬は単剤で使用して多剤併用を避ける。

に関しては日本小児神経学会が 年 月に以下のような抗てんかん薬の後発品使用 2008 3
提言をしているので参考にしていただきたい。
提言：てんかん患者の抗てんかん薬治療においては、先発医薬品と後発医薬品、あるいは後発医薬品同士の切り替
えに際して、医師および患者の同意が不可欠であるとともに、充分な情報提供が求められる。

先発医薬品と後発医薬品の切り替えに際し、発作の悪化、副作用の出現が提言根拠 より抜粋 一部の患者で、2

されている。 詳細は日本小児神経学会 以下を参照の事報告 HP

http://child-neuro-jp.org/visitor/iken2/Generic08.html

3～4HZの棘波、徐波複合波が出現している
欠神発作の脳波異常を右図に示す

赤丸で囲んだ部分が脳波異常である。このような

電気的刺激が欠神発作（意識が無い）の原因となる

約12秒間の脳波異常の後は正常脳波に戻り意識が
戻る。

正常脳波

赤丸の部分を拡大すると右図

のようになる。鋭い波を棘波

緩やかな波を徐波と呼ぶ。

徐波

正常脳波 約12秒間の欠神発作中の異常脳波

棘波
欠神発作に特徴的な脳波所見である

てんかんと運転免許取得について

2002年の道路改正法により、それまでてんかん患者は免許を取る事が出来なかったが患者のてんかん発作の状況
等によって免許取得が出来るようになった。主治医の診断書などが必要。

但し、大型免許および第2種免許に関しては、日本てんかん学会は認めるべきでは無いとしている。
詳細は日本てんかん学会HPの道路交通法改正にともなう運転適性の判定について（以下）を参照の事

http://square.umin.ac.jp/jes/images/jes-image/info003.pdf
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衛生委員会資料 平成 年 月 日24 4 27
宮崎支社 産業医 大塚伸昭

先日、京都で起こった交通事故はてんかん治療中の患者さんが運転していました（実際
には運転中にてんかんが起こって事故を起こしたという事では無いようですが 。）

以前もてんかん発作が関与する交通事故がありましたので、本日の衛生委員会ではこの
てんかんの解説をします。 詳しくは 枚目のプリントを読んでいただきたいと思いま2
すが、てんかんの有病率は ～ 人 人ですので、皆さんも接する機会があるかも3 10 /1000
しれません。正しい医学知識を持ってこの病気を理解する必要があります。

てんかんは脳神経細胞から異常な電気刺激が発生して起こる！

脳波異常（スパイク）

連続して異常脳波が出現するとてんかん発作となる

単発の異常脳波

大脳皮質

てんかんの発作の中で（泡を吹いて）けいれんを起こして意識消失するのは大発作

けいれんは起こさないが短期間の意識消失が小発作（欠神発作）
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てんかん患者は以前は運転免許証は持てなかった ２００２年（平成14年）の道路改正法以後取得可

てんかんと運転免許証

但し以下のような条件がある。

①発作が過去５年以内に起こったことが無い。

また医師が今後発作が起こる恐れが無いと診断書を記載した時。

②発作が過去２年以内に起こったことが無い。

また、医師が今後○○年程度であれば発作が起こる恐れが無いと診断書を記載した時。

③医師が１年の経過観察後、「発作が意識障害、運動障害を伴わない単純部分発作に限られ、

今後、症状悪化の恐れが無い」と診断書を記載した時。

④医師が２年間の経過観察後「発作が睡眠中に限って起こっていて、症状の悪化が無い」

旨の診断書を記載した時

てんかん学会はこの①に限って大型免許、第２種免許（タクシーなど）

免許を許可すべきだとしています。

従って、今回の京都の事故は発作が原因で無かったとしても、頻繁に発作を起こしていたのなら

免許は許可されなかった筈です。

但し、本人がてんかんをの持病を隠して免許を取ることも可能なので、問題点は多い。

てんかんの薬で眠気は来るのか？

今回の事故はてんかん発作で無く居眠り運転が原因だったとも言われます。

脳神経細胞の電気的刺激を抑制する薬が使用されるため、個人差もありますが眠気の来ることが

あります。

数％程度の割合で眠気のある場合がある
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【パーソナリティ障害】
パーソナリティ障害とは人格障害という事である。これは前述の 分類にもICD,DSM

iagnostic and tatistical Manual of ental記載されている事であるが、 分類（DSM D S M
）に沿って解説する｡Disorders

社会には色々な人格（性格）を持った人がいるので、どこからが病的なのかを判断する
のは困難であるが、皆さんも興味があるのではないかと思われるので紹介していく｡
解説の中で｢ああ、そういう人なら身近にいる｣と感じる事があるかもしれない。
私も、現在産業医をしている会社内でちょっと風変わりな、奇異な人間にも遭遇してきた｡

パーソナリティ障害は大きく つに分類している（ 分類 。3 DSM ）
まず、他人から見て奇異、風変わりな印象を与えて内向的で社会から孤立し、引きこも
る傾向のある 。A群パーソナリティー障害

次が情動面の激しさと不安定さがあり、外向的だが時に他者に対する関係は嵐が来た時
B .のように激しく攻撃的となる 群パーソナリティー障害

群パーソナリティー障害である。最後が、不安げで臆病で内向的な C

これらの つのパーソナリティー障害にも、幾つかの小分類があるので解説する｡3

A群パーソナリティー障害：他人から見て奇異、風変わりな印象を与え、内向的で社会から孤立し、引きこもる傾向

①妄想性パーソナリティ障害

他者への根強い不信の念がある。しかるべき根拠がないのに自分に対する敵意を感じる｡また、他人が自分を馬鹿

にする、他人が利用する、危害を加えるなどの疑念を抱く｡他人がたまたま発言した言葉やある偶然の出来事の中

に、こうした被害者的な考えを読み取る傾向がある。

特徴

病態

根底に自己不確定感がある。一方、高い自尊心、自己価値観、名誉心がある｡一人っ子であったり（これは仕方

無い事だが）、家庭崩壊、母と子の強力な密着関係のある事が多い。

疫学

有病率は0.5～2.5％。男性が女性より多い｡

②統合失調質パーソナリティ障害

特徴

極めて内向的で、人との接触に乏しく自分の中に引きこもる｡殆どいつも孤立した行動をとる。極端なケース

では、人が病気で苦しんでいる時にでさえ冷たく無視してしまう｡共感能力に欠け他者の意見に耳を貸さない。

読書、研究など特定の精神活動に1人で熱心に力を傾ける｡哲学者や芸術家にはこの統合失調質パーソナリティー
障害が、少なくない｡
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【パーソナリティー障害】続き

③統合失調型パーソナリティ障害

特徴

②統合失調質パーソナリティ障害に加えて他人に対する被害的な感覚をもった関係念慮を持つ。また、テレパシ

ーや超能力への関心が強い｡話が要領を得ず、論理的なまとまりが無く不適切な思考が出没するといった明らか

な病的障害が認められる｡

B群パーソナリティー障害：情動面の激しさと不安定さがあり、外向的だが時に他者に対する関係は嵐が来た時の
様に激しく攻撃的となる。

①反社会性パーソナリティ障害

特徴

行動面において他者に対する攻撃性が目立つ｡喧嘩、他者への暴力、器物破損などが繰り返される｡職を転々と

変えたりして持続的な就労につかないことが多い｡社会的な責任感を欠き、無責任な行動が多く、だらしなさが

目立つ｡些細なことを我慢できず易怒的。自己中心的で共感性を欠き、誇大的で他者に対し支配的な態度が目立ち

長期的な人間関係を保持できない｡

疫学

有病率 男３％ 女１％ 学童期から問題行動が出現していることが多い｡家庭的に両親が離別していたり

両親が情動不安定、或いは経済的に恵まれずに不遇な生活史を経験している者が多い｡

病態

衝動的に反社会的な行動をする傾向と、他者に対する共感感情の喪失の2つを主徴とする。

②境界性パーソナリティー障害

特徴

人格の様々な領域における不安定性と自己の空虚感が目立つ。感情、情動面では強い不快気分、イライラ、不安

が出現する｡慢性的な空虚感があり、時に抑うつ状態を呈する｡こうした空虚感を背景にして、突然の自殺企図

薬物乱用、性的逸脱、浪費、過食などが衝動的な行為といった形で出現する。

病態

幼児期の親との分離体験、外傷体験（幼児虐待、性的虐待など）が背景にあるとも言われる｡養育に対する

祖父母の過干渉も報告されている｡

③演技性パーソナリティー障害

特徴

対人関係に最も大きな特徴がある｡劇場の演技に比較される他人の注意を引こうとする度を過ぎた自己顕示的

行動が多い｡

A群パーソナリティー障害：他人から見て奇異、風変わりな印象を与え、内向的で社会から孤立し、引きこもる傾向
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特徴

他者とはすぐに友達になるが、他者への十分な配慮に欠け他者への一方的な要求が多い｡他者との関係は本質的には

表面的で不誠実｡他者に対する依存性がある｡一旦、自分が他人の的になれない状態に置かれると、他者に対して怒り

を向け、自傷や薬を大量に飲むなどの行動に出ることもある｡感情面ではうつろいやすく、深さに欠け基本的に

不安定｡

④自己愛性パーソナリティー障害

特徴

自分には実際以上に優れた才能、力があるという度を超した自負心を持つ｡誇大的幻想といって良く、自分の悪い

面はすっかり忘れ、限りない成功、権力、美しさ、理想的な愛を空想する｡加えて、他人の注意をずっと引きつけ

称賛されたいという自己顕示的欲求を持つ｡自己中心的な振る舞いが目立ち、他者に対する共感性に乏しく、他者

を肯定的に評価する態度にも乏しい｡他方で、他者の自己評価には過敏で些細な批判的態度や言葉で容易に傷つき

他者に対する暴言や、暴力をふるうこともある｡

病態

長男や一人っ子に多く、両親とりわけ母親から特別な子供として大事に育てられ、甘やかされた人に多い｡

引きこもりから一転して大胆な犯罪を引き起こす例もある。

C群パーソナリティー障害：不安げで臆病で内向的

①回避性パーソナリティー障害

特徴

他人と親しく交わりたい、他人に自分を受け入れてもらいたいという願望を持っている。しかし、自分に自信が無く

劣等感があり、低い自己評価のため他者の批判や拒絶を気にする。恥をかくことや非難されることを恐れて対人関係

は薄くなる｡自意識過剰とも考えられるが、引っ込み思案となる｡慢性的な不安状態にあり、他人といる時、特に

新しい対人状況に直面して自分のふがいなさを感じて不安になる｡

病態

A群パーソナリティー障害の統合失調質障害に似ているが、これは対人接触を希望し、他者の愛情を求め、他者との
相互的な関係に入りたいという自然な感情がある点が異なる｡我が国で、対人恐怖と診断されている事例の中に

この回避性パーソナリティ障害の側面を持つものが少なくない｡

②依存性パーソナリティー障害

特徴

自分の信頼できる人（或いは特定の人）に著しい依存性をみせる。例えば日常生活の簡単な行動や判断にも助言を

求める｡面倒を見てもらいたいという強い願望を持ち、その人へ自分をゆだねる｡没主体的な従属的振る舞いをする。

新たに、自分の意思や判断で計画を立てたり、物事を始められない｡こういった他者への依存は1人でいると自分の
事が自分で出来ないという不安感からくる｡マザコンという言葉があるが、この障害である｡ちなみにマザコンは

精神医学では使用されない｡また我が国独特の表現である｡

③演技性パーソナリティー障害 続き
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以上、パーソナリティー障害について解説した｡前述したように病的なのか変わった人
なのかの境界は難しい所もあろう｡今後、社会生活の中で少々世の中と偏位した人を見
かけたら、このパーソナリティー障害の記載を思い出してもらいたい｡

【神経症性障害について】
この中には、以前使用されていた などが含まれる。最近は神経症といヒステリー神経症
う言葉を使用せずに、この神経性障害という言葉が使用される｡今まで記載してきたよ
うに、精神疾患がクリアカットに分類できにくい事を示している｡この神経性障害とい
う疾患も ( ）分類と 分類では小分類が異なICD International Classification of Diseases DSM
るが、ここでは － 分類に沿って解説していく。ICD 10

【 不安障害】A:
この中には恐怖症性不安障害やパニック障害などが含まれる｡

特徴

過度の秩序意識、几帳面さ、完全主義が認められる｡そのため、日常生活や仕事の場面で柔軟性を欠き、かたくなな

態度が目立つ｡作業をする際、規則や順序など主要な部分でない所に注意が集中して仕事が進まなかったり、完璧

さを求めるために、作業がなかなか終わらない。他人との関係では、自分と同じやり方でやらない限り仕事を任せる

事が出来なかったり、他人と一緒に仕事が出来ない｡また、社会的慣習や価値観に対して過度に杓
しやく

子
し

定
じよう

規
ぎ

で融通が

きかない｡お金に関しては大変厳しい。

病態

倹約、頑固、秩序を三主徴としたあのフロイド博士のいう所の｢肛門性格｣である。冠動脈疾患やうつ病を起こし

やすい性格（人格）であるとも言われている｡

フロイド博士

精神分析の創始者的存在の

フロイド博士

①恐怖症性不安障害

恐怖性不安障害とはそのような情動を起こすはずが無い状況や対象に強い不安や恐怖を抱く神経症性障害である。

以前の分類では恐怖症と呼ばれていた。

症状

以下のような症状を呈する恐怖症性不安障害がある。

よく知られているのは高所恐怖だが、これは一般の人にも見られることも多い｡特に病的ととらえなくても良いかと

思う。その他、閉所恐怖がある。これは、例えばCT撮影などといった場合、器械の中に頭を入れる事が閉所と感じ
て、検査できなかった例を私も経験している｡その他では対人恐怖、社会（社交）恐怖、外出恐怖、乗り物恐怖

動物恐怖など多岐にわたる｡恐怖の対象や状況が拡大すると、他の不安障害に似てくる｡例えば、強迫意識が強く

なると、赤面恐怖や不潔恐怖などのような状態となり強迫性障害に近くなる｡実際に赤面恐怖と不潔恐怖を強迫性

恐怖と呼ぶ｡

精神力動的背景、発達的背景

程度の差こそあれ、上記の様な恐怖は例えば、高所恐怖などのように一般の人にも見られるもので、程度の差が重要

ということになろう。生活史では例えば母親が恐怖症の傾向にあり、｢世間は怖い所だ｣と母親が子供に小さい頃から

伝えていれば社会（社交）恐怖の誘因になる、といったこともある｡

③強迫性パーソナリティー障害

高いところは苦手！高所恐怖は一般的

閉所恐怖の人はCT検査も出来ない人がいる
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【神経症性障害 不安障害】の続きA:

【神経症性障害 強迫性障害】B:
強迫性障害とは自分ではバカバカしいと思っていても､なかなか考えや行動をやめるこ
とが出来ない状態を指す｡以前は強迫神経症と呼ばれていた｡良く知られているのが潔癖
（ ） 。 。症 医学用語では であろう タレントにも不潔恐怖の方を見かける事がある不潔恐怖

②パニック障害 panic disorder

パニック障害は以前は急性不安神経症と呼ばれていた。

症状

パニック発作の形で現れることが多い｡理由も無く激しい不安に襲われて、死の恐怖や苦悶が起こる｡

自律神経系の興奮が起こるため動悸（心悸亢進）、発汗、めまい、冷汗、頻尿などが起こる。その他、呼吸困難

胸内苦悶、振戦などが起こる｡

この症状の一つが｢過呼吸症候群（過換気症候群）｣と呼ばれて皆さんも良く御存知であろう｡私も何度も患者さん

の治療に当たった経験を持つ｡呼吸困難を訴えるが、過換気によって炭酸ガス（二酸化炭素）が抜けてしまい、

血液がややアルカリ性に傾く｡手足のしびれを訴える事が多いので診断は比較的簡単であるが、本当に器質的疾患

（例えば肺塞栓症など）が基礎にある場合も否定できない場合には動脈血（橈骨動脈又は上腕動脈などから）を

検査して確認する｡この診断が正しければ、良く言われるのが袋を口に当てる方法だが、私の場合は患者さんに

説明して｢ゆっくり、慌てずに呼吸して下さいね｣と言って、｢息を吸ってー､吐いてー｣とゆっくりしたペースで

リズムを作ってあげていた。

③全般性不安障

従来は不安神経症と呼ばれていたものである｡

症状

絶えず緊張し､表情は不安そうで手指のふるえや精神的発汗があり、動悸、不眠に悩まされる｡いつも何となく

不安で落ち着かない状態で緊張感がある｡漠然としたことが不安の対象となるのでそのような不安を浮動性不安

と呼ぶ。

精神力動的背景、発達的背景

孤立状態にあると感じることが背景にある事が多い｡人と一緒にいても｢一人ぼっちなんだなー｣と思うと､不安発作

が生じる｡1人にされるのではないかという恐れが強いために親切や愛情をふりそそぐ世話好きである事が多い｡
怒ると人を遠ざけてしまうので滅多に怒らない｡しかし､不正や不公平には敏感で激怒することがある｡

幼児期に絶え間ない不安にさらされていることが多い｡そのため誰かに頼らざるを得ない｡親に強い愛情を期待して

いるが、強い攻撃性を抱いている｡

症状

症状としては①強迫思考②強迫行為③強迫性恐怖に分かれる｡

強迫思考というのは、不必要とわかっていても繰り返し､考えが浮かんでくることである｡最も多いのは自分の行為

についての疑惑症（癖）である。例えば､ガス栓は閉めたか､戸締まりはしたか､人前で汚い言葉を言って人を

傷付けなかったかなどなど、何度も何度も確かめなければ気が済まない｡

水道､ガス栓は閉めたか気になって

仕方ない！

綺麗好きも時には困りものになる！
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【神経症性障害 強迫性障害】 続きB:

【神経症性障害 解離性（転換性）障害】C:
以前は と呼ばれていたものである。この中にはジキル博士とハイドヒステリー神経症
のような も含まれている｡多重人格

このような症状は自分としては失敗はしていない､失敗するはずが無いと一応わかっていても不安のために繰り返し

考えるのである｡また、それが苦痛の種となる。

疑惑症以外には､例えばものの原因､理由などを詮
せん

索
さく

せずにいられなくなる詮索症（癖）や、目に触れる数字は何でも

計算しないと気が済まない計算症（癖）などがある｡詮索症などは色々知識も増えると思うので良いような気がする

ので程度問題というところであろう｡

②強迫行為には3種類ある｡
1番目は強迫思考に基づいた行動である｡例えばガス栓を閉めたか気になって（強迫思考）､台所へ何度も何度も立ち
戻っては確認する行為などの事である｡

2番目は強迫行為のみが出現する場合である｡
例えば就眠時にある順序である行為をしないと眠れない（就眠儀式）とか、歩行中に直角に曲がれないと、また

やり直すといった行動である｡

3番目は強迫性恐怖と関連して起こるもので､例えば不潔恐怖のために人や物に触れることが出来ず、また接触しなく
ても、｢触れたのでは無いか？｣と不安になって､何回も手を洗う洗浄強迫がある。

こうした強迫症状のために本人も悩み､生活が支障されているという特徴がある｡強迫症状が多岐にわたり症状のため

に仕事や学業､日常生活が出来ず､全く自由を失った状態を制
せい

縛
ばく

状態と呼ぶ｡

精神力動的背景、発達的背景

この強迫性障害の性格傾向は幼児期のしつけなどとも関連があるとされていて｢子供の欲求と親の干渉｣との相互

関係の中で起こるパーソナリティーであると言われる｡

前述したフロイド博士が強迫神経症（強迫性障害）を提唱したのだが､この強迫性障害になりやすい性格を肛門愛

性格と呼び､吝
りん

嗇
しよく

（粗末なこと）、頑固､秩序の3つを持つとした。

強迫性障害の患者は未分化な（発達できていない）情動を持つとされて、攻撃的､支配的な欲望が隠されている

移ろいやすい愛など信頼できないとばかりに､決して裏切らないお金や地位にしがみつく傾向がある｡権威者との

葛藤が強く､反抗すると報復を強く恐れる｡かといって、屈服すると大きな屈辱感をおぼえるといった特徴を持つ。

症状

①転換症状

言葉は難しいが､要するに心理的な問題を身体が表現するものである｡例えばヒステリックな人が意識を失って

倒れたり､立てなくなったりするようなことである。この他には児童で見られるらせん状視野狭窄（解剖学

的にあり得ない視野狭窄のタイプ）であるとか、ヒステリー球
きゆう

と呼ぶが､下腹部から胸部､咽頭にかけて球のような

ものがこみ上げてくる感覚がして喉が詰まると訴えたりすることがある｡

②解離症状

上記の転換症状は心理的な問題､葛藤を体で表現したものだが､この解離症状は自分の心の中で逃避してしまう

ために起こる｡例えば､自分の不快な過去（例えば､失恋､暴行を受ける等々）の一定期間の記憶を失う心因性健忘

等がある｡心因性に退行して幼児のような精神状況に陥る小児症などもある｡多重人格は一方の自分の性格を逃避

させるという解離症状である｡

症状

解剖学的にはあり得ないらせん状視野狭窄
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【ビタミンの話】
Bビタミンは人においては ある ビタミンは があり 更にビタミン13 A,B,C,D,E,K種類 。 、

は の 種類に分類される。以下ビタミンの性質と欠乏、過剰1 2 3 5 6 7 9 12、 ， ， 、 ， ， ， 8
ビタミン は脂溶性ビタミン ビタミン摂取について解説する。 このうち でA,D,E,K

である。従って だB,C B,Cは水溶性ビタミン ビタミン は摂取しすぎたら尿に排泄される
年代頃にアリナミンの大量投与療法なるものが神経麻痺に有効ではないかと治療として試みらけである。1960

脂溶性ビタミンもよほど過れた事もあるが、現在はその有効性が確認出来なかったので行われていない。
剰に摂取しすぎない限りは問題は無い。

【ビタミン 】A
網膜（ ）レチノール、カロチンなどある。レチノール（ ）の名前は、眼のRetinol Retina

に由来する。これはビタミン が網膜の細胞（ ）の のA 杆状体細胞 視紅（ロドプシン）
かんじようたい し こ う

成分であり、 している所からこう命名されている。光認知に関与
ビタミン 欠乏症が （俗称 ）を発症する事はよく知られているが、我が国A 夜盲症 鳥目

やもうしよう と り め

では見る事は殆ど無くなった。ただ、南、東アジアなどカロチンを欠いた米を主食とす
る地域ではビタミン 欠乏症を認める。欠乏すると、上記夜盲症の他、眼球結膜の乾A
燥角膜の乾燥などが見られる

含有量の多い食品は豚、牛、ウナギのレバー、パセリ、カボチャ、大根など。

同様にビタミン も肝臓に貯蔵される。D,B12

【ビタミン 】B
B 8 B1 B2 B6 B12ビタミン には 種類あるが 実際に数字で呼ばれるのはビタミン、 、 、 、

で他のビタミンは名称で呼ばれる事が多い。 は 、 は 、B3 B5ナイアシン パントテン酸
一般にはチアミンと呼ばれてB7 B9 B1 thiamineは 、 は 。ちなみに は ＝ビオチン 葉酸 サイアミン（

が） は ）などの化合物名がある。いる B2 riboflavinリボフラビン（

ビタミン 群は体の中で と呼ばれるエネルギー生産回路の中で ＝B クエン酸回路 ATP
アデノシン三リン酸 アミノ酸合成 糖新生 補酵素A T Pdenosine ri hosphate ＝ 産生や、 、 に

として重要な役割を果たす。

ビタミンAのレチノイン酸は正常細胞に対して増殖促進作用を有し、癌細胞に対して増殖抑制作用を持つ。
このレチノイン酸化合物が抗腫瘍薬として開発され急性前骨髄球性白血病に対して使用さている。

脂溶性ビタミンは食物中の脂質と共に消化、吸収される。従って、慢性膵炎

などで膵リパーゼ不足などでは脂肪便、下痢便と共に脂溶性ビタミン欠乏を

起こす事がある。

人間のビタミンAの９０％は肝臓に貯蔵されている。同様に他生物の豚、牛、ウナギの肝臓にもビタミンAが多い。

ビタミンB1やCは水溶性で熱に弱いので、野菜を切って水にさらしたり、炒めると失われてしまう｡逆にビタミンA
など脂溶性ビタミンは油炒めなどの方が吸収が良くなる｡
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はこの中で として働く！【クエン酸回路はエネルギー生産回路】ビタミン 群 補酵素B

【ビタミン 群の個別の働きや欠乏症について】B
】【 （ ）ビタミン ＝サイアミン ；B1 thiamine 医学書ではサイアミンだが一般向けには とも呼ばれているチアミン

欠乏症として一般的にも は有名である。今でも大学生などがインスタントラーメン脚気
か つ け

等ばかり食べて 欠乏症になる事も希にある。B
脚気の症状としては を起こして特に などを初期に起こす。末梢神経障害 下肢の知覚障害
また、不足状態が続くと と呼ばれる （ ）を引き起こ脚気心 心不全 末梢血管拡張による両心不全

かつけしん

して死亡原因となる。日露戦争などにおける兵士の脚気による死亡はよく知られている
所である。これに関連する話としては 高木兼寛（ ）博士宮崎県出身；東京慈恵会医科大学創設者

かねひろ

と森鴎外の麦飯、米飯論争は有名である。高木博士がビタミン 不足に気付いていたB1
吉村昭氏の「白い航跡」といわけではないが麦飯によって脚気が治癒するという事を指摘した。

う小説でも取り上げられているので興味のある方は読まれては？尚、私が宮崎県人であるから特に肩を持つわけでは無いので一言
付け加えておく（笑 。）

このアセチルCoAはこんなに沢山の水素、炭素、酸素、窒素
リン（P）の化合物！

アセチルCoA ピルビン酸
炭水化物、蛋白質、脂肪が代謝

されて、アセチルCoAになる
乳酸

オキザロ酢酸

クエン酸回路
クエン酸

リンゴ酸

このクエン酸回路の中で10個
のATP（アデノシン三リン酸）
が形成される。これはエネルギー

源として生体内で利用される。

ビタミンBが必要

このクエン酸回路は細胞のミトコンドリア内で行われる

コハク酸

核小体

Golgi装置
滑面小胞体

核

ミトコンドリアイメージ図

細胞イメージ図

大正15年のビタミンB1不足による脚気の死亡者数は
何と！3万人を超えていた｡

高木博士

海軍に所属していた

高木博士の故郷高岡には「道の駅高岡 ビタミン館」

なるものがある。我が家から近い所にある。数回訪れた事がある。
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また少し脱線するが脚気と腱反射について解説する【脚気と腱反射】
我々が小学生の頃は膝小僧を叩いて足がピンと上がらないと「脚気じゃ無いの？」

、 。と言っていたが 今の若い方達にこんな話をしてもそれこそピンと来ないかも知れない
正式には膝小僧を叩く反射は「 」と呼ばれる。最近は神経内科の先生の診察膝蓋腱反射

しつがいけんはんしや

を受けないとこういった検査をされないかも知れない。この検査は神経の伝達を見るも
ので、 （ ）で膝蓋腱を叩くと、神経が伝達されて（ ）打鍵器 下図の頭が黒い三角の器具 求心性神経

だ け ん き

脊髄に達する。この反射は脳に送られずに脊髄の中で膝をピンとあげる伝達が反射的に
送られる。この神経は運動神経（ ）である。脚気においてはこの神経障害が起遠心性神経
こるので初期には腱反射が亢進するが、後に減弱もしくは消失する。このように脳まで
神経伝達が行われずに脊髄内で反射的に伝達が行われる事は重要で、例えば熱いやかん
などを触った時にすぐに手を引っ込めたりするのはこの反射のおかげである。

【ビタミン （リボフラビン＝ 】B2 riboflavin）
ビタミン は に必要である。ビタミン欠乏症B2 成長、発育、皮膚、角膜などの機能維持
は食事の不摂生時にアルコール多飲すると、アルコール分解時にビタミン 群、特にB

私も大学時代に良く口角炎を起こしていた。この が欠乏して口角が切れる などを起こす。B2 口角炎
その他、不足すると などを起こす。舌炎、口唇炎、脂漏性皮膚炎

B3 C6H5NO2【ナイアシン；(ビタミン )】
ナイアシンはニコチン酸とニコチン酸アミドの総称。
現在はビタミン ではなくナイアシンと呼ぶ事の方が多い｡B3
尚、ニコチンという名称が使われているがこれはニコチン（化学構造式 ）を酸化C10H14N2

して得られるカルボン酸のためこの慣用名を使用されているのであって、 。無論ニコチンのような有害性は無い

脊髄
膝蓋骨のすぐ下の膝蓋腱を叩く

（軽くスナップを付けて叩く）遠心性神経
脊髄後角

求心性神経

求心性神経

①求心性神経

遠心性神経 脊髄前角

棘突起

横突起

拡大

打鍵器

アキレス腱の部分を叩く

のがアキレス腱反射

脚気ではこの反射の方が最も

早期から影響を受ける

求心性神経を通って

脊髄へ伝達される

正常なら足がピンと

上がる

椎体腱反射という名前が付いている

が、実際には大腿の筋肉が叩かれ

伸展する→反射的に筋肉が収縮

するので、筋伸展反射という事

になる。

炭素が6つ

水素が5つ

窒素が1個

ナイアシンの

化学構造モデル

酸素が2個

ナイアシンはお酒を分解するアルコール脱水素酵素の補酵素となる。皮膚や消化器官の健康維持

に必要｡必須アミノ酸の一種であるトリプトファンから体内でも生成される｡

テーラー式打鍵器

バビンスキー型

打鍵器

私は両方持っているが

バビンスキー式が好み
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【ナイアシン；(ビタミン )】続きB3
通常の食事でナイアシン欠乏は起こらないが、トウモロコシを主食とする地域ではこの
ナイアシンと、トリプトファンが欠乏しているために がナイアシン欠乏症（ペラグラ）
出現する事がある。ペラグラとは で （ 皮膚）が ( 荒い) とpell pellagra agroskin= rough=

。 。いう意味 粗な皮膚という事で皮膚炎や 欠乏同様に口内炎などの粘膜変化が起こるB2

【パントテン酸＝ ；ビタミン 】pantothenic acid B5
ビタミン剤やサプリメントに含有されている事が多いが実際に単独で欠乏症になるのは
希である。欠乏すると足の灼熱感や四肢のしびれなど 欠乏に似た症状が起こる。B1

【ビタミン ；ピリドキシン＝ 】B6 pyridoxine
殆どの食物に は含まれているので欠乏症になる事は少ない。欠乏すると末梢神経障B6
害、舌炎、口角炎、脂漏性湿疹など 欠乏症に似た症状を呈する。 の欠乏が肝臓B2 B2
内における 代謝に影響するという報告もあり、多くの場合 、 は同時に含有さB6 B2 B6

エーザイのチョコラ などがそうであれた薬剤或いはサプリとして販売されている事も多い。 BB

る。私も学生時代には良く内服した覚えがあるし、今でも酒の飲み過ぎ！で口角炎になると服用する事がたまにあ
る。

【ビオチン＝ ；ビタミン 】Biotin B7
ビオチン単独の欠乏症は少ない。抗生物質長期投与による腸内細菌の乱れによる欠乏や
卵白とこのビオチンが結合しやすいので生卵などを大量に長期摂取した人の欠乏報告が
ある程度。

【葉酸＝ ；ビタミン 】folic acid B9
年に乳酸菌の増殖因子としてほうれん草の葉から発見されている。葉がラテン語1941

で、 という事でここから と命名されている。レバー、黄緑色野菜、果folium folic acid
物などに多く含まれているのは他のビタミン 群と同様である。この葉酸はビタミンB
剤やサプリを見ると記載してある事も多い。通常で不足する事は少ないが、妊婦、アル

少量は抗リウマチ剤として、量がコール多飲等で見られる事もあある。また、メトトレキサート（
）という薬は葉酸代謝阻害剤でありこれらの使用によっても生多い場合は抗癌剤として使用される

じる事がある。葉酸はビタミン と共同して造血にも関与していてこの つのビタB12 2
ミン欠乏は巨赤芽球性貧血を引き起こすが、通常では起こりにくい

【ビタミン ＝シアノコバラミン＝ 】B12 cyanocobalamin
の吸収には胃粘膜の酸分泌細胞から分泌される と呼ばれる糖蛋白が必要なのB12 内因子

で、 （巨赤芽球性貧血）が発生する事がある。胃体部の広範な切除を受けた人には貧血
以前は悪性貧血とも呼ばれたが特に癌などのような悪性の血液疾患では無い。

ビタミン剤を飲んで尿の色が黄色になるのはビタミンB2が含有されているため。
ビタミンB2(リボフラビン）は橙黄色針状結晶で蛍光性が強く、水溶液は黄色である。
従って尿の色が黄色になると共にキラキラするような感じに見える事もある。

今でも時々

服用する

チョコラBB
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【ビタミン ＝シアノコバラミン＝ 】続きB12 cyanocobalamin
軸索というのは神経細胞からこのビタミンは し、神経軸索（神経細胞の核酸・蛋白合成を促進

じくさく

）再生、髄 鞘( ）形成を促す事により、傷つ出る電線のようなもの 髄鞘というのは軸索を包む鞘の事
ずいしよう

いた してしびれ、痛みなどを改善する効果があるとされてメチコバール末梢神経を修復
（ ）等の薬品が販売されている。一般に売られているビタミン の中にはこエーザイ製薬 B
の も含まれているものも多い。B12

【ビタミン ；アスコルビン酸＝ 】C Ascorbic acid
コラーゲン合成に必須 骨芽細胞の増殖 結合組織の形成 葉酸や鉄の体内貯蔵の調節で 、 、
など多くの重要な反応に関係している。我が国においては欠乏症を見る事は殆ど無いが
重症の欠乏症は と呼ばれ毛細血管などの脆弱化などより、 、皮下出血壊血病 歯肉出血

かいけつびよう

等を起こす。

ビタミン 大量長期投与は尿路結石（シュウ酸カルシウム結石）を起こす可能性があC
り、注意が必要である。これはビタミン が体内の代謝でシュウ酸へ変化するため。C
サプリ服用の人は必要以上に摂取しすぎないように。 ｍｇ程度までなら影響が無いという説もあれば影響する1000

/ 100 Cという報告もあるので 必要量日は約 ｍｇなので程々に ずっと昔にポーリング博士という人がいてビタミン、 。
大量服用で風邪を引かない！と言っていたので続けたが、見事に風邪を引いた経験がある。

【ビタミン はシミなどに有効だろうか？】C
私も年と共にシミ、老人斑も増加してきたので手っ取り早くレーザー照射でもしてもら
おうかと考えていたが、皮膚もたるんできたので結局シミを取っても仕方ないと思い、
せめて内服でもしてみようかと考え現在数ヶ月服用中である。効果には大いに疑問を持
っていたが薄いシミは少々ひいき目に見ると更に薄くなった？気がしないでも無い。

一応エスエス製薬のビタミン （ハイチオール；医薬品）の効能、効果には 次のようC
に記載してある。医薬品の効能、効果は民間薬と違って臨床的に効果が確認されたもの

シミの原因であるメラニンの過剰なが許可されるシステムにはなっている 「。 ハイチオール プラスはC

し、 し、さらに て過剰にできたメラ生成を抑制 肌に沈着した黒色メラニンを無色化 肌の代謝(ターンオーバー)を助け
ニンをスムーズに排出します 」。

D D2 D3【 】【ビタミン ビタミン ビタミン（ ）エルゴカルシフェロール＝ とErgocalciferol
】（コレカルシフェロール、 があるCholecalciferol 。

活性型ビタミン は小腸細胞におけるカルシウム吸収を促進する。D3

カルシウムイオンの濃度は血中で一定に保たれているがこれには甲状腺から分泌される
カルシトニンと副甲状腺（上皮小体）から分泌される副甲状腺ホルモン（ ＝PTH

；パラサイロイドホルモン) が関与する。P T Hara hyroid ormone

ビタミンC欠乏症による壊血病と見られる症状の最古の医学記録は古代ギリシャの
「医聖」と呼ばれたヒポクラテスが詳細に記載している｡

ヒポクラテス

ナ
イ
チ
ン
ゲ
ー
ル

かつては、看護婦の戴帽式
たいぼうしき

の時にはこのヒポクラテスの誓いとナイチンゲールの誓詞が活躍したが、

現在はナースキャップは細菌が付着して不潔だという事で使用されない｡現在も戴帽式を行っている所もある

喜望峰を迂回するインド航路を発見したバスコダガマ

は乗組員の2/3がビタミンC不足による壊血病で死亡した｡
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【ビタミン はカルシウム吸収に役立っている】D
ここではまたまた脱線するがカルシウムの吸収、代謝などについてついでに解説する。
体内の血漿カルシウムイオン（Ca

２+）濃度の調節

舌骨

副甲状腺

副甲状腺は甲状腺の下にあって4つある；上
じよう

皮
ひ

小体とも呼ばれる

甲状軟骨

※PTH
＝パラサイロイド

ホルモン

甲状腺摂取されるカルシウム1グラム/日

小魚や牛乳を良く摂取する人の場合

カルシトニンが分泌

食事中のカルシウムの約40％（0.4グラム）
が小腸から吸収される

カ
ル
シ
ウ
ム
イ
オ
ン
が

上
昇
す
る
と

カ
ル
シ
ウ
ム
イ
オ
ン
が

下
降
す
る
と

副甲状腺

副甲状腺ホルモン

PTH※

小腸からカルシウム吸収

骨吸収促進

カルシウムイオン（Ca2+）
Caは大腸で約0.3グラム分泌される

大腸へ分泌
骨吸収を抑制する

血漿カルシウムイオン濃度

9～10mg/dl

カルシウムは

便中に約0.9グラム/日排泄される
カルシウム再吸収増加

カルシウムは骨に

990グラム貯蔵されている

腎臓でのカルシウム再吸収を

促進してカルシウム濃度を上げる

活性型ビタミンD3

活性型ビタミンD3は小腸からの
カルシウム吸収を促進する

腎臓

腎臓は背面に位置する

PTHホルモンはビタミンD3を活性型ビタミンD3
に変換するのを促進する。

活性型ビタミンD3ビタミンD3

PTH（パラサイロイドホルモン）
によって活性型へ変換する

皮膚の中でビタミンDの前駆物質
7ーデヒドロコレステロール

紫外線

（上皮小体）

PTH＝ParaThyroid
Hormone
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【紫外線とビタミン とシミや皮膚がんの関係】D
ビタミン 合成に役立つ紫外線だが残念な事にシミや過剰に浴びれば皮膚がんの原因D
にもなる。太陽の光の中で一番波長の短いのが紫であるが、それ以上波長が短くなって
見えなくなるのが にある。紫外線で、 ～ (ナノメートル；ナノは )の範囲10 400nm 10-9

波長が の範囲の紫外線は空気中の酸素と反応して を発生させる。このオ185nm オゾン
ゾンと波長 の紫外線から が発生する。この活性酸素は強力な酸化作用254nm 活性酸素
を持ち、大半の物質が劣化する。汚染有機物質も分解される。
同時に陰イオンも生成する作用があって心身がリラックスもする。

波長が 前後では殺菌線 生物の に吸収されて細菌やウイルまた、 と呼ばれて260nm DNA
する。この作用のおかげで布団を太陽に当てるとぽかぽか暖かいだけスの を破壊DNA

で無く細菌も殺してくれるという事になる。

【紫外線と皮膚がん】
asal ell紫外線と関連する皮膚がんには、比較的頻度の高い （基底細胞癌 B C

）や、 ； )等がある。C BCC S C C SCCarcinoma= uamous ell arcinom=有棘細胞癌 扁平上皮癌
alignant elanomaまた 悪性度が高くリンパ性 血行性に転移しやすい、 、 （悪性黒色腫 M M

＝ ）等がある。MM

ビタミンD欠乏による「くる病（骨軟化症」は有名だが、17世紀のロンドンでこのくる病
が大流行した｡北欧は冬の日照時間が短いがそれに加えてイギリスでは産業革命による大気

汚染で紫外線を遮った事が原因になったと言われている｡

波長200~300nmの範囲では紅斑作用があって紫外線を浴びた後に皮膚が赤くなって、時には火傷に近い状態になる事
もある。この波長の紫外線が長時間浴びると色素沈着によるシミ、そばかすの原因になる。

ところが、300nm前後の波長の紫外線が骨の形成に必要なビタミンDの合成に必要だという皮肉な結果になっている。

メラノーマ

基底細胞癌（下写真3枚はいずれも基底細胞癌） 悪性黒色腫

足底のメラノーマは紫外線で無く機械的刺激等が原因となると言われるが

爪内に出来た黒色腫

このように、境界不鮮明で

滲んだような病変も特徴的

四肢に出来やすい（足底など）
紫外線が誘因となり高齢者の顔面特に正中部付近に出来る。

黒い黒褐色蝋様光沢結節が病巣周辺に配列するのが特徴。

生命予後は良好。局所的に浸潤する例もあるが転移は希。

中央が潰瘍化する結節潰瘍型
80％以上は顔面に出来る。

手足に以前は無かった

イボ以外の黒い色素沈着

があったら絶対に自分で

切除せずに皮膚科を受診する事

腫瘍径2mm以下で潰瘍形成の無い
(リンパ節転移無し）ステージ！までなら

5年生存率95%なので、早めに受診！

光線角化症(老人性或いは日光性角化症と同義語）60才以上の高齢者の特に顔面に出来る老人斑のようなものがいぼ状
に角化しているのを見る事があるが、光線角化症（表皮内有棘細胞癌の一種）の事がある。いぼ状だけで無くて

紅斑、落屑(皮膚がふけのように落ちる）だけの事もある。通常のシミ以外の病変があれば皮膚科を受診する事。

紫外線も関与するという意見も､最近は多い

基底細胞癌(3枚とも）
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【ビタミン ；トコフェロール＝ 】E tocopherol
ネズミの不妊の原因となる事から発見された。トコフェロールの はギリシャ語のtoco

に由来する。ビタミン は を持つ。抗酸化作用というのは生まれる、出産 抗酸化作用E
前頁でも出てきたような紫外線のような する作用。活性酸素によ活性酸素の働きを阻害
って細菌なども死滅するが逆に細胞自体にも障害を与える。この作用を阻止するという

実際には若返らない！事でサプリなどでは若返りのサプリとも呼ばれる事がある。
ビタミン にも抗酸化作用がある。C

βカロテンサプリも摂取しすぎると、肺癌のこの他、さんざん、もてはやされたあの
（ ）リスクファクターになるという事が確認されている｡ 最新医学 別冊 肺癌 年 月発行 頁2012 1 17

【ビタミン 】K
ビタミン から まであるが、 のみである。K1 K7 人体に関与するのは の 種類K1,k2 2

。 ビタミン はオステオカルシンという物質血液凝固や骨へのカルシウム吸収に必要 K
を産生するのに必要だが、このオステオカルシンが骨にカルシウムが沈着するのに必要
な成分である。また、肝臓での血液凝固因子であるⅡ、Ⅶ、Ⅸ、Ⅹ生合成に関与する。

ビタミンEには末梢血管拡張作用もある。私自身、小学生の頃良くしもやけが出来ていたが、このビタミンEを寒く
なる季節の1ヶ月前位から飲み始めたらしもやけが出来なかった経験がある。現在も病院では血流障害や、末梢神経炎
の薬として、ビタミンB12と同時に処方する事も多い。末梢神経炎は実際の所直りにくいのでこの2つのビタミン剤を
処方しておくと無難（副作用も無いので）だという事もある。

エーザイのユベラニコチネートなどが商品名としてある。余談だがエーザイ製薬は以前からヒットする薬品は

無いがこのビタミン剤のような失礼だが地味な商品を販売していた。そのうちの一つが今は一般にも販売されて

有名になったCoenzyme Qである。以前は病院で処方されていて私の専門の循環器関連では心機能を良くする
というふれこみで「ノイキノン」と言う名称で販売されていた(今も販売されている）薬である。
実際には心機能を改善するほどの威力は感じなかったが、今ではサプリでも盛んに販売されている。

コエンザイムの摂取は程々に！サプリも色々あるが、このこエンザイムＱはミトコンドリア内でＡＴＰ産生

をするのに役立っている｡しかし余り服用しすぎるとかえって酸化ストレスを生み出すかもしれないとも言われ、

マウスの実験では却って寿命が縮んだという研究(Free Rad Bio Med 2004)もある。

ビタミンK1は植物や動物の組織内に広く存在し、ビタミンK2は腸内細菌により生成されるためビタミンK欠乏症
は希である｡

ビタミンＫはドイツ語のKoagulation（英語のCoagulation）;凝固に由来する。

通常では不足する事の無いビタミンＫであるが、骨粗鬆症ではビタミンＫ製剤が使用される事がある。これは

①ビタミンＫ２濃度が低い地域ほど大腿骨近位部骨折頻度が高い。②ビタミンＫ２が骨形成促進作用がある事など

による。

何事も程々にしなさいという事であろう。忌み嫌われている活性酸素ではあるが、癌細胞を殺したり

する作用を含めて完全な悪者では無い。その内､色々解明される事だろう。
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【サプリメントあれこれ】
私は病院で生まれ育ったので、薬や注射の投与に全く違和感が無い｡サプリや民間薬、
漢方も同様で体に良いと言われれば試してきた｡ローヤルゼリー、クロレラ、養命酒、
黒酢、セサミン等々｡しかしどれも長続きせず、現在はエキナセアという免疫力が増強
するというハーブの一種を服用している｡これはかなり長く飲み続けている｡宣伝する訳
では無いがドイツでは正式に認められていて、医学論文でも効果が確認されている｡

サプリの医学的根拠（ ）などの記載が詳細に医学論文で効果が確認されているものは紹介してある
健康食品の安全性、有効性情報あるのは独立行政法人国立健康・栄養研究所の ；HP

である｡ サプリ服用中の人はこのサイトで果たして有効性がhttp://hfnet.nih.go.jp/
確認されているのか見てみると面白い｡

例えばブルベリー（ ）は、目に良いということで宣伝されているが実際に色々ビルベリー
な医学文献が紹介されているが効果があったという報告は無い、など興味深い｡私も以
前この類のサプリは試したことがある｡その他のサプリをこのサイトの情報を交えなが
ら紹介してみる｡

ローヤルゼリーそのものは甘いと思っているかもしれないが、酸っぱい｡民間病院勤務

時代に製薬会社のプロパーがくれたが（現在は厳しい世の中なのでこういったことは

出来なくなっていると思うが）、腐っているのではないか？と思って再度持ってきて

もらったが、やっぱり同じ味だったという記憶がある｡

ローヤルゼリー

原液は蜂蜜のように

甘くない｡酸っぱい。

ローヤルゼリーも以前使用したことがあるが、現在は使用していない｡人に使用した医学

論文ではわずかではあるが降圧効果を示したという報告がある｡また、ローヤルゼリーに

アセチルコリンが含まれているため、血管拡張作用など自律神経への影響も有り、血管

拡張は犬の実験などでも効果が確認されている｡その他、抗菌作用や、マウスの腫瘍や

白血病細胞の成長を止めるなどの働きもある｡

ローヤルゼリーはこの類のものとしては比較的医学効果が論文などでも報告されて

いるもので、訳のわからないサプリでは無い。但し、カプセルなどになって販売されて

いるものに本当にどれだけの成分が含まれているのか医薬品では無いので疑問な点もある。

酸っぱくても続けられる人は原液を飲むと良いかも｡

厚労省が規格基準を決めているビタミン12種類の1日の必要所要量を下記に示す

ビオチン(B7)
男女ともに30μg

葉酸(B9)
男女ともに200μg

ビタミンＣ

男女ともに100mg

ビタミンＢ１

男1.1mg
女1.8mg

ビタミンＢ２

男1.2mg
女1.0mg

ビタミンＢ６

男1.6mg
女1.2mg

豚ロース150g
卵（Ｍサイズ）

4個（255g)

脂質異常症の人は卵の食べ過ぎは駄目

鶏ササミなら200g

ナイアシン(B3)
男16mg
女13mg

ビタミンＢ１２

男女ともに2.4μg マグロ赤身（刺身）

180g 落花生40個(80g)

ビタミンＡ

男2000IU,女1800IU
ビタミンＤ

男女ともに2.5μg
ビタミンＥ

男10mg,女8mg

アスパラガス110g カリフラワー1/2株(235g)

パントテン酸(B5)
男女ともに5mg 納豆3パック

150g

ピーマン4個(130g)

ウナギ蒲焼き130g

ビタミンA,D,Eは
脂溶性ビタミン

椎茸125g カボチャ170g
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【細胞の核と や染色体、遺伝子について】DNA
細胞内には が存在してその中には が入っている｡またその は細胞が つに核 DNA DNA 2
分裂する時には になる。染色体には が含まれていて遺伝子情報は次の細胞染色体 遺伝子
にも伝えられていく｡これらについて以下解説する｡また、マスメディアで なDNA 鑑定
る言葉を聞く事も多いと思うがこの解説も行う｡

【細胞の核】

【 は設計図のようなもの】DNA
細胞が分裂する時に の持つ情報がそのまま次の細胞に伝わっていく｡ つまり、設DNA
計図のようなものである｡この の構造が 、 などにDNA 放射線 紫外線、喫煙、化学物質
よって変化を受ける事が にもなる。癌発症原因

は と呼ばれる化学物質のつながっDNA 糖、リン酸、塩基から構成されるヌクレオチド
たものである｡

= eoxyribo ucleic cidDNA D n A
（ディオキシリボ核酸）

核小体というのは核の中にある分子密度の高い部分

リボゾームの構築などが行われる場所｡リボゾーム

は蛋白質を作る役割がある｡

核
の
部
分
を
拡
大
す
る
と
右
図
の
よ
う
に
な
る

核小体

細胞質 核

DNAの集まり（クロマチン）

DNAは二重らせん構造をしているがヒストン
というヨーヨーのような形をした丸い物質に

巻き取られるようにして存在している｡

細胞分裂時にはDNAは染色体になる。上写真はリンパ球

Nucleotide（ヌクレオチド）とはNucleo(核)がtide(結びつく）という意味｡

二重らせん構造をしているDNA
糖、リン酸、塩基から構成される

ヌクレオチド一つずつが繋がって

DNAが構成される。

リン酸 糖 塩
えん

基
き

グ
ア
ニ
ン

シ
ト
シ
ン

ア
デ
ニ
ン

チ
ミ
ン

繋がっていくとこうなる

合
体
！

ヌクレオチド
Ⅰつづのヌクレオチド

が繋がってDNAが
出来上がる｡

リン酸、糖、塩基の3つ
でヌクレオチド1組出来る。

DNAイメージ図
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【細胞の核と や染色体、遺伝子について】続きDNA
前頁で出てきた塩基とは何かというとその名前の通り 、すなわち酸と反塩の基（もと）

え ん き しお

応して塩を与える物質の事｡ アルカリと同じだと考えても良い｡水酸化物イオン をOH-
放出する物質が塩基、水素イオン を放出する物質が酸という事になる。H+

（ ）、 （ ）、 （ ）DNA uanine denine ytosineを構成する塩基にはグアニン アデニン シトシンG A C
頭文字を並べると となるので、歌手のガクトと覚えると良い｡チミン（ ）の つがある｡Thymine 4 GACT(ガクト)

はこの つの塩基の配列のみによって構成されている｡どの順序で配列されるかにDNA 4
よって個人を特定するのが 鑑定であり、 兆 千億人に 人の割合で同一人物がDNA 4 7 1
いるなどと言われる｡親子鑑定などにも利用される｡
たった つの塩基の組み合わせで表現される生物の構造も面白い！4

塩基の一つアデニンの化学構造式 アデニンの立体モデルイメージ

窒素（N）
水素（H）

炭素（C）

この4つの塩基がDNAの一方の鎖に下のように連なって
構成される｡塩基同士が結びついてもう一方の鎖が

出来ている。

グアニン（G）シトシン（C）

化学の授業の黒板のようでしょ！

水素結合している

アデニン
チミン

シトシン

グアニン

五炭糖

リン酸

ねじれて右のような

らせん構造になっている

この塩基同士の結合の際にアデニンはチミン

シトシンはグアニンとだけしか結合しない｡

夫婦もこうあれば離婚にならないが、、、。

アデニン（A）

チミン（T）



- 320 -

【細胞の核と や染色体、遺伝子について】続きDNA
細胞分裂時には は集合して染色体になる。DNA
通常では は というヨーヨーのような形をした丸い物質の中に巻き取られDNA ヒストン
ていて と呼ばれる｡このクロマチン線維が細胞分裂時に高度に凝縮したクロマチン繊維
のが染色体である｡

通常ではDNAは巻き取られてクロマチン繊維の形で細胞の核の中に
収まっている｡

細胞

DNA 細胞1個のDNAの全長は約2メートルにも達する｡このように長い
DNAが上手く折りたたまれて細胞の核内に収まっている｡

ヒストンにDNAは巻き取られている

ク
ロ
マ
チ
ン
繊
維
が
高
度
に
凝
縮

し
て
染
色
体
が
出
来
上
が
る

ヒストン

DNAは折りたたまれて
クロマチン繊維となる

700nm

1400nm

2nm
染色体

nm(ナノメートル) ナノは10-9拡大

染色体の中にはDNAが詰め込まれている。この染色体が2つに分裂して
同じ細胞が出来上がる（複製）。この染色体上に遺伝子情報が記載されて

いる｡

遺伝情報は30億個もの塩基（アデニンなど）の組み合わせで出来ている

人間のDNAのうち、遺伝子の総数は約2万3000個あると言われる｡
染色体イメージ
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【老化の話】
若い方にはまだ関係の無い話であるが、私も 才を迎えようとして肌の曲がり角など60
とっくの昔に過ぎた｡平均寿命からすると後 数年という所であるが、なぜ人は老いる10
のか？という事に興味があって色々勉強してみた｡一般向けの単行本や書籍も今回購入
しているので 興味のある方は私に連絡してもらいたい｡（この本の巻末の参考文献にも記載している 、）

【老化の一番の原因は人を含めて生物の細胞分裂の回数には限度がある事である】
即ち していく事にある｡下図に、動物の寿命と線維芽細胞（ 個 個の細胞が）老化1 1

細胞の分裂回数を示す｡線維芽細胞とは結合組織を作る元になる細胞であのコラーゲン
もこの細胞が作る｡

【何故それでは分裂が止まるのか？】

人間

100才 私自身の細胞分裂の回数も残り少なく

なってきた！ 寿命175年と言われる
ガラパゴスゾウガメは

125回も分裂出来る動
物
の
最
長
寿
命
（
年
）

馬

お肌をぷるぷるに

保っていられる

コラーゲンの元を

作る線維芽細胞の

顕微鏡写真

ウサギ 胎児の皮膚細胞は50～60回分裂
する事が出来ると言われている

10才

ネズミは1～3回しか分裂出来ない

100回50回

このような現象はレオナード・ヘイフリック

が発見したので「ヘイフリック限界」と呼ばれる

が、一般には「分裂寿命」と言われる｡
ネズミ

線維芽細胞の分裂回数（線維芽細胞の寿命）

10回

老年医学テキスト（メジカルビュー社）2010より改変引用

染色体の末端にあるDNAの構造の中にテロメアという部分がある｡この部分は
細胞分裂を繰り返す毎に短くなり、ある一定回数の分裂で短くなると、それ以上

分裂が出来なくなる。これが細胞の老化、死という事になる｡

ここに細胞分裂回数を決定する

テロメアという部分が存在する｡

生命時計であり、回数券のように

使用していったら残りが無くなる！

ようなものだと考えても良い｡

TTA
G

G
G

チミン

チミン

アデニン

グアニン

グアニン

グアニン

DNA末端では左の
ような塩基の配列

の繰り返しが100回
ほど続く｡

これがテロメアの正体

テロメア（telomere）とはtelo(末端の)mere(小さい)という意味。英語でmereは単なるとか
わずかなという意味でも使用する｡
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【何故それではテロメア（染色体末端）の部分は短くなっていくのか？】
【それは細胞分裂する時に 事による】染色体末端のテロメアが上手く再生出来ない

しかし！この がある事が 年代【 テロメアを付加する、つまり長くしてくれる酵素 1990
】に発見された！

このテロメアの構造を作る酵素が「 」と呼ばれる｡テロメアーゼ

【それではこのテロメアーゼは人間の体の中には無いのか？】
残念な事に人間の大部分の体細胞の中には存在しないが、生殖細胞や血液細胞を作る元
になる している｡造血幹細胞には存在

【このテロメアーゼを人間の体の中に組み込めば染色体も短くならずに細胞分裂を繰り
返して不老不死の薬が出来るのではないのか？】

DNAは細胞分裂時には一本鎖RNAになる

末
端
テ
ロ
メ
ア
は
一
回
細
胞
分
裂

す
る
毎
に
塩
基
（TTTA

G
G

G

）
が

二
〇
個
ず
つ
短
く
な
っ
て
い
く

末端がカットされて

複製されていく

テロメア

DNA末端のテロメア部分には遺伝子情報が入っていないので、カット
されても正常な細胞の機能は保たれる｡

加齢に伴うここの染色体のテロメア

の短縮は一様では無く､臓器によっても

大きく異なる｡つまり、各臓器で寿命

が異なるといっても良いかもしれない

憎たらしい事に！癌細胞にはこのテロメアーゼがあって、癌細胞は分裂を繰り返しても

テロメアが短くならない！これが癌細胞が増殖を行える一つの理由｡

前立腺癌細胞
それでは、癌細胞に対して、このテロメアーゼの阻害剤を使用すれば癌の増殖を抑えられる

のではないか？という事で、現在各製薬会社が研究中｡しかし、この薬剤が開発されると

癌が治っても、人の寿命も短くなるかもしれない｡

将来（何百年も先？）は可能かもしれないが、現段階では困難｡分裂を繰り返す事が可能になるという事は

それだけDNAが複製する時にエラー、つまり塩基の結合に不具合が生じる可能性が高くなる｡
それは即ち、癌を発生させたりする事にも繋がる｡

１９９８年には米国においてテロメラーゼ遺伝子を人の培養細胞に組み込んで分裂回数を通常より２０回多く

分裂させる事に成功している｡

ＤＮＡ複製
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【老化の話】続き
細胞の中には、遺伝子の中に死ぬ運命をプログラムされた細胞がある｡
この遺伝子プログラムで例えば皮膚は 日周期で細胞が入れ替わる｡28
このようにしてプログラム化されて死んでいく細胞の状態を と呼ぶ。アポトーシス

【それでは何故細胞の死を早めるアポトーシスという仕組みが体の中にあるのか？】
胎児発生時に不要な細胞を除去する働きもある｡つまり、人体の不必要な部分を早く自
滅させてしまうという事｡小腸絨毛細胞､皮膚等新しく生まれ変わった細胞が活躍してく
れるから若いうちはそれでも良い。

しかし！年を取ってこのアポトーシスが増加すると、次の細胞が新しく産生されない！
つまり、 してくるという事｡臓器中の細胞の数も減少してくる事が報告され臓器が萎縮

老年医学テキスト（メディカルビュー社） より改変引用ている｡ 2010

【老化遺伝子について】
今まで説明してきたようにテロメアの短縮が一つの老化､寿命限界の原因だが、それだ
けでは説明出来ないものもある。遺伝子異常による､ や核酸の合成にDNA 複製エラー
必要な蛋白の異常などがある。

早老になる遺伝的な病気には 歳代に老化して死亡する事の多い ､10 プロジェリア症候群
才頃までに老化が始まる などがある。ただ、これらの病気の細胞30 ウェルナー症候群

の分裂回数も減少している｡

第3染色体のある部分には核のＤＮＡを切断したりするプログラム
を持った遺伝子が存在して「死の遺伝子」と呼ばれる｡

第3染色体 アポトーシスはギリシャ語で｢離れて落ちる｣、つまり枯れ葉が落ちて

行くような様を表して付けられている｡

遺伝子にプログラム化された細胞死への手続きによって胃や小腸

の上皮細胞は数日でアポトーシスを起こして死んでしまう｡

そしてまた新しい細胞が生まれてくる

染色体イメージ図

アポトーシスが起こると

アポトーシス小体

細胞は御臨終

細胞質

核

細胞イメージ図

細胞が自ら収縮し初め 核が断片化される

アポトーシス小体となって

バラバラになる

この点に関しては本誌105～106頁の心房中隔形成時にも
解説している。不要な器官を消滅させるのに有用。
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老化について解説したが､ここでは老化､癌の発生にも関係する活性酸素について解説する。

活性酸素は通常以下の4つを指して呼ぶ。

①Ｏ2－・ スーパーオキシドアニオンラジカル（スーパーオキシド）

②Ｈ2Ｏ2 過酸化水素

③・ＯＨ ヒドロキシラジカル

④1Ｏ2 一重項酸素

上記化学式の中で・があるが、これは不対電子を表す。この不対電子がある物質は非常に不安定

で、他の不対電子を持つ物質と反応しやすい。

ちょっとここでまたまた、脱線して原子核と電子の関係などについて解説してみます。

原子は雲で出来た球のようなもの。原子の雲にあたる部分が電子雲。

複数個の電子（e）で出来ている。Z個の電子を持つと－Zの電荷。
原子核は＋Zに荷電しているので原子は全体として電気的に中性。

原子核

電子

電子は存在する場所が決まっていて原子核に

近い順にＫ，Ｌ，Ｍ，Ｎ殻と層状部分に存在

原子核

Ｎ殻

Ｍ殻

Ｌ殻

Ｋ殻

４

量子数（ｎ） 定員数（２×ｎ2）

３

２

１

３２個

１８個

８個

２個

各原子の持つ陽子の数を表した

ものが原子番号という事になる。

例えば水素は1Ｈ 炭素は6Ｃ

中性子は

電荷量無し

このような定員数が決まっているので原子によって

安定性が異なる。例えば水素はＫ殻に１個である。

このように総て定員に満たないのを開殻構造と呼び

不安定。Ｈｅ（ヘリウム）は２個で安定。これを

閉殻構造と呼び、安定している。

炭素はＫ殻に２個、Ｌ殻に４個で同様に開殻構造。

Ｌ殻に4つの空きがあるという事になる。

（酸素分子が紫外線を浴びて変化。皮膚老化の元凶）

活性酸素はミトコンドリアで最も多く産生される

電子殻はＫ殻は一個の軌道だが、Ｌ殻には4つの小軌道がある｡この軌道内でペアになれなかった
電子が不対電子と呼ばれる｡不対電子同士が結合すると共有結合となる｡酸素は2個、炭素は4個の
不対電子を持つ｡

活性酸素の話

Ｏ、Ｐ殻まである

下記のようにそれぞれの電子殻はＫ殻以外は

小軌道を持つ｡例えばＬ殻はs軌道１個と
p軌道３個有り、小軌道の電子収容数は２．
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活性酸素の最も多く発生する場所はミトコンドリア

内膜

外膜
ミトコンドリア

大量のATPを生産してエネルギー源となるなど重要な働きをするミトコンドリアが最も多くの活性酸素
を発生させる｡

ミトコンドリア内膜

膜間腔 ＋

マトリックス側 －

＋荷電を持つプロトンによって膜間腔はプラスに荷電している｡

電子
電位差

180mv

電子

電子

マトリックス側の電子は内膜を２つの電子伝達系（NADH､コハク酸から
始まる経路）によって内膜を通る｡この時マトリックス側に漏れる電子

（わかりやすく表現）がミトコンドリア内の酸素と結びつく→活性酸素産生

Ｏ2
三重項酸素

（通常の酸素の事）

Ｏ2

3

1

紫外線など
一重項酸素 （皮膚老化の一因）

私もスキューバ、釣などで

日光に当たりすぎた！

Ｏ2－
スーパーオキシド

ｅ
－
吸収

Ｈ2Ｏ2
過酸化水素

ｅ－ 吸収

２Ｈ+追加

ＯＨ

ヒドロキシラジカル

ヒドロキシラジカルの酸化力は

スーパーオキシドの100倍

活性酸素を無毒化する体内酵素（スカベンジャー）

ラジカルはDNA塩基に化学
変化を起こす。

スーパーオキシドジムスターゼ（SOD）､カタラーゼ、グルタチオンペルオキシダーゼ、
シトクロムＣ過酸化酵素等｡SODの中のマンガン依存性SOD（MnSOD）はミトコンドリア内
にあって、活性酸素が増加→それに応じて酵素量を増加させる事が出来る優れものだ！

ミトコンドリア内にある

活性酸素を無毒化するビタミン､食物など

ビタミンＣ、ビタミンＥ、人参などの緑黄色野菜のβカロチン等。食物は光合成をして酸素を

産生しているので、常に活性酸素の脅威にさらされているので抗酸化作用を持っている｡

この他お茶のカテキン､植物のフラボノイド､ＣｏＱ、

体内では過酸化水素はカタラーゼ

や､グルタチオンペルオキシダーゼ

等で水へと変換され無毒化される

ものもある。

水

銅イオンや鉄イオン

から電子をもらう

注意！植物からの摂取は良いが､カロテンなど大量に服用すると､反って肺癌リスクが増大した､とか

総死亡率が増加したなどの報告もあるので余りサプリを摂り過ぎない事。
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Ａ

Ｔ Ａ

Ｔ

Ｇ

Ｃ

Ａ

Ｔ

Ａ

Ｔ

コピー前のＤＮＡは構成する２本鎖は向かい合い

それぞれAT,CGが向かい合ってペアを作る。

Ｇ

Ｃ

Ｃ

Ｇ

細胞分裂をする時にＤＮＡは2本に分かれるが、この時に
下図のようにコピーミスが起こる事がある！

Ａ

Ｔ Ａ

Ｔ

Ｇ

Ｃ

Ａ

Ｔ

Ａ

Ｔ

Ｔ

ＡＧ

Ｇ

Ｃ

Ｃ

Ｇ

Ｃ
Ｃ
Ａ

下の方はＴとＡになる筈だった！

このようなミスを修復してくれる仕組みもあるが

間違いが直せない事もある｡

ＤＮＡのコピーミスの話
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次ページからは第２章「人体の構造」

に移ります。その後、検査、薬の解説

などします。

右には脳MRIの写真を供覧します。
上が脳を左から右に順に縦断した写真。

下が脳を下から上に横断していった写真

小脳

脳梁

脳溝

後頭葉

前頭葉

橋

眼球

舌

脳の縦断ＭＲＩ（下から上）

眼球

側脳室

頭頂部の上（頭のてっぺん）ヒダ上に見えるのが脳溝（脳の皺）

視床

以上で第１章「わかりやすい病気の話」

は、終わりです。病気だけで無くビタミン

老化の話まで色々解説してみました。

脳の縦断ＭＲＩ（順に左から右へ縦断）
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【解剖の基礎知識】
手や足の呼び名などについて下図で示します。【医療で使用する人体の呼び名】

また、腕や足の体に近い部分を 或いは と呼び、手足の先の方を とか と呼びます。近位部 中枢部 遠位部 末梢部

【手足の運動の呼び名について】
腕や足などを体の内側に回転するのを 、外側に回転するのを と呼びます。内転 外転

背屈 底屈その他足の運動には 、
と言う表現もあります。

上肢

上腕 肩から肘関節まで

前腕 肘関節から手関節まで

手 手のひらは手掌、甲は手背

大腿 足の膝関節まで

下腿 膝関節から足関節まで

足 足の裏は足底、甲は足背

上肢帯

上腕

前腕

手

上
肢
帯
か
ら
手
ま
で
を
上
肢
と
呼
ぶ

上肢帯とは鎖骨と肩甲骨

を指す

下肢帯

大腿

下腿

足

下肢

内転

背屈

外転

底屈

足先を下に向ける
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【解剖①】人体を構成する骨についての解説

個 大腿骨 耳小骨人体には の骨があります。一番大きな骨は で、最小の骨は耳の206
じしようこつ

（ ）です。 が、透明感があり弾力に富むツチ、キヌタ、アブミ骨 骨には血管が通っています
。人体では、骨は以下に示すような約割軟骨（鼻軟骨など）には血管が通っていません

を持っています。

その他、筋肉（ ）が骨に付着して運動をする時にも重要な働きをします。骨格筋
血中へカルシウム放出骨はカルシウム貯蔵庫でもあると同時にカルシウが不足の場合は

する働きも持っています。

【骨の構造】
緻密質骨の表面の硬い部分を

内部の網目状の部分を と呼びます。海綿質

右図のような腕や足などの長い骨（ ）長骨
では髄腔と呼ばれる組織があって がある。骨髄

骨
こつ

層
そう

板
ばん

という薄い板の集まり

が骨単位を構成する。

中心にはバーバス管

が通っていて血管が通って

いる。

骨には骨芽細胞と

破骨細胞がある

破
は

骨
こつ

細胞

血中カルシウム濃度低下すると破骨細胞が働いて

骨のカルシウムを動員させる｡

人体における骨の役割

①背骨などのように支柱となって人間の体を支える

②頭蓋骨や胸郭などのように内臓を保護する

③カルシウムの貯蔵庫である（カルシウムの99％は骨に貯蔵）

④骨髄で血液細胞を作る

緻密質

海綿質

髄腔

骨端

骨幹

骨端
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【解剖①】人体を構成する骨についての解説 続き

頭蓋は の骨から出来ている【頭蓋】 個22

寛
かん

骨
こつ

正面 側面 背面

眼窩

下顎骨

顎関節

上 腕

上
じよう

腕
わん

前
ぜん

腕
わん

指
し

骨
こつ

膝蓋骨

俗称；膝の皿

大腿

下
か

腿
たい

腸骨

恥骨

座骨

腸
骨
、
恥
骨
、
座
骨
は

成
人
は
融
合
し
て
寛
骨
と
な
る

肘関節

肩関節

膝関節

踵骨

趾骨

仙骨

脊
柱

第12肋骨

正面 側面

冠状縫合

coronal suture
parietal bone
頭頂骨

鱗状縫合

squamous suture

ラ
ム
ダ
縫
合

頬骨弓
zygomatic arch

下顎骨

上顎骨

mandible

maxilla

前頭骨

frontal bone

蝶形骨大翼

オトガイ孔

mental foramen

茎状突起 外耳道

頬骨

鋤骨
vomer

（じょこつ）

篩骨垂直板 鼻
中
隔

眼窩上孔

supraorbital foramen

前頭切痕

鼻骨

nasal bone

前頭骨

上腕骨

後頭骨

頭頂骨

肩甲骨

橈骨

尺骨

大腿骨
大腿骨

脛骨脛骨

腓骨
腓骨

後頭骨

肩甲骨
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【解剖①】人体を構成する骨についての解説 続き
【頭蓋の水平断面】

前、中、後頭蓋窩の３つに分かれるこの位置での水平断面を右写真で示す。水平断では

【半透明像で見た頭蓋内の脳の位置】

前

後

前
ぜん

頭
と う

葉
よう

頭
とう

頂
ちよう

葉
よう

側
そく

頭
と う

葉
よう

後
こう

頭
と う

葉
よう

小脳

胸鎖乳突筋

前頭蓋窩

中頭蓋窩

後頭蓋窩

大後頭孔

延髄が通る

小脳、延髄等が入る

前頭葉を載せる

嗅神経孔

（篩孔）

破裂孔

（胸骨頭）

胸鎖乳突筋 （鎖骨頭）

篩骨、鶏冠

蝶形骨下垂体窩（小脳窩）

斜台

内耳道

蝶形骨小翼
三叉神経第2枝上顎神経（V2）

卵円孔

正円孔

三叉神経第３枝下顎神経（V3）
中硬膜動脈副硬膜枝

大後頭孔はその他椎骨動脈､副神経

脊髄根などが通る。

頚動脈管

大椎体神経

前頭葉､頭頂葉など脳の働きについては本誌58頁「脳の解剖と働き」を参照の事。

中心溝（central fissure）
前頭葉と頭頂葉は中心溝によって分かれる

外側溝(シルビウス溝）

側頭葉と前頭葉､頭頂葉は外側溝

(シルビウス溝；Sylvius溝）によって
分かれる

頭頂後頭溝

後頭葉は頭頂後頭溝によって分かれる。角回

頭頂葉は角回迄の部分という事になる
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【解剖①】人体を構成する骨についての解説 続き
指の骨は と呼ばれる の より構成される。【手の骨】 指骨 末節骨、中節骨、基節骨 個3

手のひら（手掌）は と （ 個の骨）で構成されている。中手骨 手根骨 8

【手指関節の呼び名】

橈骨
橈骨

尺骨
尺骨

手
掌

手根骨

中手骨
metacarpal bone

手根骨 carpal bones

末節骨
distal phalanx

中節骨
middle phalanx

基節骨
proximal phalanx

末節骨

基節骨

親指は基節骨と

末節骨で構成

レントゲン写真

舟状骨（scaphoid ）

大菱形骨（trapezium）
有頭骨

月状骨（lunate）

豆状骨

三角骨

有鈎骨

８個で構成

基
節
骨

中
節
骨

末
節
骨

指
節
骨

中
手
骨

遠位指節間（ＤＩＰ）関節

ＤＩＰ＝Ｄistal ＩnterＰhalangeal

近位指節間（ＰＩＰ）関節

ＰＩＰ＝Ｐroximal ＩnterＰhalangeal

中手指節（ＭＰ）関節

ＭＰ＝ＭetacarpoＰhalangeal

手根中手指節（ＣＭ）関節

ＣＭ＝ＣarpoＭetacarpal
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【解剖①】人体を構成する骨についての解説 続き

【手の解剖】腱と筋肉と神経が走行する
手に限らず、骨に筋肉が付着したり、腱が付着して手の運動を行います。また、神経も
走行します。

このように手には多くの筋肉があって細かな運動が可能です。
この図に示されない筋肉も沢山あります。

手掌側の

正中神経走行を黄色で示す

正中神経

手根管

手根管症候群では手掌側では

黄色の正中神経領域の感覚障害

が出現する。

尺側手根屈筋腱 橈側手根屈筋腱

浅指屈筋腱 （その下を深指屈筋腱が通る）

こららの屈筋腱は手首付近では腱鞘に覆われている

屈筋支帯

母指球筋

小指球筋

中様筋

浅指屈筋腱 その下に深指屈筋腱が通っている

屈筋腱群は指節骨付近からは腱鞘に覆われている

手根管症候群 carpal tunnel syndrome

手掌則では手根管の中を正中神経や屈筋腱群が

通っている。この部分の炎症などで正中神経麻痺

が起こると、右図のように感覚障害が起こる。

青い部分に感覚障害

正中神経が通っている

（総）指伸筋腱

ティネル徴候（Tinel sign） ；手根管叩打でひびく

ファレン（Phalen）テスト；手関節屈曲でしびれが
1分以内に増強する

手背

手掌

小指外転筋

感覚神経伝導速度（SCV）の遅延が認められる

背側骨間筋

伸筋支帯

病期が進行すると母指球筋萎縮により

母指対立運動障害が見られる
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【解剖①】人体を構成する骨についての解説 続き
【足の骨】

足の骨も手と同じ構造です。親指以外の指は 、 、 からなり、【足の骨】 末節 中節 基節骨
手の中手骨に当たる部分が と呼ばれます。中足骨

②仙骨 ④腸骨

⑥坐骨

⑤
恥
骨

③尾骨

距
きよ

骨
こつ

舟状骨

中
間
楔
状
骨

内
側
楔
状
骨

外側楔状骨

立方骨

踵骨

calcaneus

talus

踵骨

脛骨
tibia

腓骨

fibula

脛骨

脛骨

腓骨

内側に触れる

大きな骨

①寛骨

①寛骨は小児期に3つに分かれていた
④腸骨⑤恥骨⑥坐骨が20才頃迄に癒合して
１つになった骨である。

骨盤は①寛骨②仙骨③尾骨で形成される

手
と
同
様
に
第
１
趾
は
基
節
骨
と
末
節
骨

で
形
成
さ
れ
る

末節骨
末節骨

中節骨

基節骨
基節骨

中足骨中足骨

趾
骨

中足骨

寛骨

大腿骨
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下伸筋支帯

上伸筋支帯

長趾伸筋腱

長母趾伸筋腱

脛骨腓骨

中足骨

趾骨

足背動脈
dorsal artery

（触知可能）

足の骨と腱、血管の解説

弓状動脈

(arcuate art)

前脛骨動脈

(ant tibial art)

背側中足動脈

内踝
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【解剖①】人体を構成する骨についての解説 続き
胸の中心部の （触知可能）と から構成され肺や心臓【胸郭】 胸骨 対の肋骨12
1 10 11 12が入る。 ～ 番目までの肋骨は背部で脊椎と関節を作る（ 。 番目と肋椎関節）

（ ）。番目の肋骨は で背部で背部腹筋群に遊離して終わる 脊椎と関節は作らない浮遊肋骨

側
面
か
ら
見
た
胸
郭

腰
椎

肩甲骨

鎖骨
胸
骨
丙

胸
骨
体

剣
状
突
起 寛

かん

骨
こつ

寛
かん

骨
こつ

臼
きゆう

頸
椎

背面から見た胸郭

第12肋骨

胸
骨

上腕骨

頸
椎

第二肋骨

肩甲骨

胸骨角は出っ張りがある

ので、触るとわかる。

ここから第２肋骨が出る。

胸
椎

正面から見た胸郭

胸骨柄

胸骨体

剣状突起

頚切痕

胸骨角

胸
骨
柄
、
胸
骨
体
、
剣
状
突
起

の
３
つ
で
胸
骨
が
形
成
さ
れ
る

赤点線は鎖骨を示す

成人では胸骨で約２０％の血液が

作られる。

以前、骨髄穿刺が胸骨で施行されて

いたが、胸骨の厚さが１cmと薄く
突き抜けて大動脈を穿刺する事故

（頻度0.01％）があり、現在は腸骨
で行われる事が多い。

私も胸骨からの骨髄穿刺を何度かした

事があるが、ストッパーが付いているので、

通常はそれ以上深くは入らない

寛骨臼に大腿骨頭が入る

胸骨と肋骨の間の関節が

胸肋関節

このように肋骨が胸骨や

椎骨と関節結合している

ので、呼吸で胸郭は上下

に動くことが出来る。

第１２肋骨

肋軟骨の炎症が肋軟骨炎
灰色の部分は軟骨で

肋軟骨と呼ばれる。
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【解剖②】筋肉の解剖
筋肉には骨に付着して多くの場合自分の意志で動かす事の出来る 、血管や内臓な骨格筋

ペースメーカーどの と心臓の の３つに分類される。心筋には自発的に興奮する平滑筋 心筋
が存在する。細胞

【主な骨格筋の名称】

frontal muscle

胸鎖乳突筋

temporal muscle

棘下筋trapezius
sternocleidomastoid

上
腕
三
頭
筋

大円筋

deltoid muscle

pectoralis major
上腕二頭筋

広背筋biceps brachii muscle

橈
側
手
根
屈
筋

rectus abdominis muscle

brachioradialis

大臀筋

腸脛靱帯

gluteus maximus muscle

大腿直筋
薄筋

縫工筋

rectus femoris
大腿二頭筋長頭

patellar ligament

内側広筋 半腱様筋

下
腿
三
頭
筋

腓腹筋内側頭

vastus medialis gastrocnemius muscle

前頚骨筋

ヒラメ筋tibialis anterior muscle

アキレス腱

（踵
しゆ

骨
こつ

腱）

soleus muscle

Achilles' tendon

前頭筋

側頭筋

三角筋

腕橈骨筋

腹直筋

大胸筋

中臀筋
腸腰筋膜

大腿筋膜張筋

外側広筋

腓腹筋外側頭

半腱様筋

膝蓋靱帯

大腿直筋腱

後頭筋

僧帽筋
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前頭筋

側頭筋

咬筋大頬骨筋

胸鎖乳突筋

三角筋

背面から見た人体外表面、筋肉と骨格の関係

deltoid

大胸筋鎖骨部

大胸筋胸肋部

円回内筋

pronator teres

浅指屈筋

尺側手根屈筋

橈側手根屈筋

眼輪筋

orbicularis oculi

僧帽筋
肩峰

第7頸椎（隆椎）
第7頸椎

広背筋

三角筋

胸腰筋膜浅葉

大臀筋

第1頸椎（環椎）

第2頸椎（軸椎）

C3

C4

C5

C6

Ｃ７

棘突起

第7頸椎の棘突起は大きく、厚みも有り容易に
触れるのでC7は隆椎とも呼ばれる。

上半身の筋肉

上腕二頭筋
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【筋肉の収縮】
例えば、上腕の屈曲は上腕二頭筋の収縮によって行われる｡

烏
う

口
こう

突起
上腕二頭筋長頭の起始部は

肩甲骨関節上結節である

上腕二頭筋長頭 上腕二頭筋短
たん

頭
とう

肩甲骨前面

coracoid process

上腕二頭筋短
たん

頭
とう

上腕二頭筋長頭

long head of biceps brachii short head of biceps brachii
costal surface of scapula

上腕二頭筋の

収縮で肘関節

に対して屈曲する

上
腕
二
頭
筋
長
頭
、
短
頭
は
上
腕
中
部
で
合
体
し
て
一
つ

と
な
り
、
橈
骨
に
停
止
す
る
。

上腕二頭筋は起始部が上図のように

2つあるので二頭筋と呼ばれる。
大腿部では起始部が4つある大腿四頭筋
等がある｡

上腕の後面は上腕三頭筋である｡

quadriceps femoris

triceps brachii

上腕二頭筋短頭の起始部は

烏口突起である
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【解剖②】筋肉の解剖
【顔の筋肉の解剖】

この筋肉図解を見て鏡の前で表情を作ってみて下さい。第 印象はあなたの顔つきで決まりますよ！1

表情筋上記のように顔面には他にも解説していない多くの筋肉があります。顔の筋肉を
とも呼びます。これに対して下図に示す と は咀嚼に関与するので と呼側頭筋 咬筋 咀嚼筋

こうきん そしやくきん

ばれます。

鼻根筋procerus (muscle)

frontal muscle

額に皺を寄せる。末梢顔面神経麻痺では片側の

額に皺を寄せる事が出来ない。

前頭筋

鼻筋

corrugator supercilii (muscle)
眉をひそめる。眉間に皺が寄る。

小
頬
骨
筋 orbicularis oculi muscle

上唇鼻翼挙筋

眼を閉じる。末梢性顔面神経麻痺では片側の眼を

閉じる事が出来ない（兎眼）

微笑む時に収縮する

上唇挙筋
zygomaticus major (muscle)

上下の口唇の周囲を取り巻く筋肉。
levator labii superioris (muscle)

orbicularis oris (muscle)オトガイ筋V
mentalis (muscle)

depressor anguli oris (muscle)

口角下制筋

前頭筋

額にしわを寄せる時に働く｡顔面神経支配だが中枢性顔面神経麻痺の場合には

しわ寄せが可能。末梢性顔面神経麻痺で片側のしわ寄せが出来なくなる｡

眼輪筋

目を閉じる、開く

オトガイ筋 口角下制筋

広頚筋

皺眉筋

眼輪筋

大頬骨筋

口輪筋

大頬骨筋

食物を咀嚼する時に働く筋肉

咀嚼にはその他、翼突筋などが働く

側頭筋

咬筋

masticatory muscles

temporal muscle

masseter
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【解剖③】神経の解剖

神経は と から構成されます。中枢神経 末梢神経

。 、 、 （ 、 、 ）中枢神経とは脳と脊髄を指して言います 脳には大脳 小脳 脳幹 中脳 橋 延髄
きよう

。 、 、 、 、 、 。が含まれます また 脊髄は頚髄 胸髄 腰髄 仙髄 尾髄の つの部分に分かれます5

末梢神経は脳の外側と脊椎の外に分布する神経繊維の束を指して言います。
に分かれます。① ② ③脳神経 脊髄神経 自律神経

は脳に出入りする 対の神経繊維で、脳や脳幹から出た後で、頭部や顔面に①脳神経 12
分布します。

は脊髄に出入りする 対の神経で椎骨の椎間孔を通って体幹や体肢に分布②脊髄神経 31
します。

は交感神経と副交感神経に分かれます。③自律神経

大脳

脊
髄

脳

幹

前頭葉

頭頂葉

側頭葉
後頭葉

小脳
脳
幹

脊髄

中枢神経は脳や脊髄の中を通る神経

脊髄から出る神経が末梢神経

脳
と
脊
髄
の
中
を
走
る
の
が
中
枢
神
経



- 342 -

【解剖③】神経の解剖 続き 中枢神経と末梢神経

【脳神経：脳の外へ出て主に臭覚、眼球運動、味覚や顔の知覚、運動等に関与する末梢
神経です 】。

から まで 対あります。１番目の嗅神経 番の舌下神経12 12
きゆうしんけい ぜつ か しんけい

olfactory nerve glossopharyngeal nerve

鼻腔
小脳

小脳
延髄

橋

中脳
舌

小脳
延髄

橋
きよう

頚
髄

気
管

延髄小脳

例えば上の眼球の③上直筋を見て下さい。これは動眼神経の命令で動きますが、この上直筋が收縮

すると、眼球が上を向く！と言うわけです。6つの眼筋が上手く連動して眼球が動いているわけです。

嗅神経は鼻腔上部にあって

臭いを感知する
1番目の嗅神経は脳神経の中で最も長く鼻腔の上を通る

嗅球

嗅神経

（嗅索）

中脳から延髄まで

を脳幹と呼ぶ

眼球は６つの筋肉（外眼筋）で動く。

外眼筋は３つの脳神経が支配している

①上斜筋

Ⅳ：滑車神経

Ⅲ：動眼神経

Ⅵ：外転神経

⑥外側直筋

③上直筋

⑤内側直筋

④下直筋 ④下斜筋

３番目の脳神経のⅢ：動眼神経は②下斜筋や、眼球を上に向かせる③上直筋、眼球を下に向かせる

④下直筋などの筋肉を支配している。また、眼球を内側に向けさせる⑤内側直筋も支配している。

眼球はどういう仕組みで動くのか？
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【解剖③】神経の解剖 続き 中枢神経と末梢神経
cranial nerve

【脳神経】
脳神経は、脳幹部から出る神経なので末梢神経に属します。

嗅神経 視神経Ⅰ Ⅱ（前頁で説明）
の つの神経は眼球の運動に関与します。Ⅲ Ⅳ Ⅵ動眼神経 滑車神経 外転神経 3

三叉神経は顔面の知覚や咀嚼の筋肉に作用します。Ⅴ三叉神経
眼輪筋や口輪筋、舌の知覚などに関与します。Ⅶ顔面神経

聴神経Ⅷ
咽頭筋や喉頭筋など嚥下や発生に関係する筋肉の運動に関与します。Ⅸ舌因神経
また、舌根部付近の知覚に関与します。

自律神経の主として副交感神経を支配します。心臓、肺、腸などの内臓Ⅹ迷走神経
器官などに分布します。

副神経は純粋な運動神経で僧帽筋上部と胸鎖乳突筋を支配します。ⅩⅠ 副神経

この神経も純粋な運動神経で舌筋を支配します。ⅩⅡ 舌下神経
舌下神経麻痺では舌を前方へ突き出した時に病則へ偏位します。
末梢性舌下神経麻痺では舌萎縮や線維束性収束（舌がブルブル震える
状態の事を指して言います）が見られます。

【脳神経の覚え方】
皆さんには余り関係無いですが、我々医学部の学生の時には上記 対の脳神経を以下12
のような語路合わせで覚えていました。

下の○囲み数字が脳神経の番号嗅いで視る、動く車の三の外、顔聴く舌に、迷う副舌
か み うご くるま そと かお き した ふくぜつ

。 。綺麗な五七五調で覚えやすくなっています このような覚え方は春の七草でもあります

せりなずな、ごぎょうはこべらほとけのざ、すずなすずしろ、これぞ（春の）ななくさ

嗅神経は終脳、視神経は間脳

から出る。また副神経は脊髄

上部から出る。

胸鎖乳突筋

僧
帽
筋

側頭骨の乳様突起を起始部とする筋肉で、胸骨と

鎖骨に停止するのでこう呼ばれる。首を横に向ける

時などに作用します。

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪⑫ 特に意味をなしているわけではありません。

芹 ナズナ 御形 繁縷 仏の座 鈴菜 清白

乳様突起（mastoid）
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【解剖③】神経の解剖 続き 中枢神経と末梢神経

【自律神経】

に属する。自律神経には交感神経と副交感神経がある。自律神経も末梢神経
（ ） 。自律神経総司令部が脳の中にある視床 と下垂体を結ぶ場所にある3 1.5× ㎝ 視床下部

体の知覚（皮膚感覚など）情報がこの視床を通り、分析されて

大脳の各領域に伝達される。言わば、配送の中継点。
視床の働き

下垂体

小脳
視床下部の働き 視床下部は自律神経と内分泌系の中枢。体温、血糖、浸透圧

等の調節中枢である。

交感神経は胸髄、上部腰髄（L1,L2)より起こる。

副交感神経は脳幹のうち中脳、延髄から起こる。

動眼、顔面、舌因神経は顔面へ分布。

迷走神経（Ⅹ）は、それ以下の臓器などに分布。

副交感神経瞳孔縮小 瞳孔拡大

唾液腺分泌減少 脳
幹

唾液腺分泌増加

心拍数減少

心拍出量低下
心拍数増加

心拍出量増大副
交
感
神
経
は
仙
髄
（
ｓ
２
～

ｓ
４
）
か
ら
も
起
こ
る

胸
髄

腰
髄

交
感
神
経

気管支収縮 気管支拡張

胃などの消化管機能

が亢進
肝臓に作用して

グリコーゲンを分解

膀胱の内尿道括約筋の收縮→

膀胱容量の減少→緊張すると

尿が近くなる。

副腎に作用してアドレナリン

分泌→血圧上昇

副交感神経

膀胱 膀胱

視床や大脳基底核のイメージイラスト 前頭葉

前頭葉
視床

頭頂葉

小脳
後頭葉 視

床
小脳 脳

幹

視床下部
小脳

下垂体

橋

視床下部の浸透圧調節機能について：例えば暑い日など、発汗で水分が失われると、①視床下部の

浸透圧受容器が感知→②近くに渇中枢が有り刺激して喉の渇きを感じる③また同時に刺激が下垂体後葉に

伝達→抗利尿ホルモン分泌され水分排泄を抑制。視床下部腫瘍では中枢が破壊され尿
によう

崩
ほう

症
しよう

（多尿）になる

脊
髄

大脳基底核
延髄
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【静脈瘤について】
（ ）varicose veins varix

静脈には弁があって逆流を防いでいます。この弁の働きが上手くいかずに静脈が怒張し
たり、瘤が出来るのが です。静脈瘤

こぶ

正常な静脈では弁の機能

が働いて、逆流を防いでいる

弁が上手く閉じないと静脈は逆流する

これが静脈怒張や静脈瘤の原因。

筋肉の収縮で静脈は圧迫され心臓へと戻る。

筋肉の少ない女性の方が足がむくみやすいのは

心臓への環流が上手くいかないのも一因である。

拡大 筋肉が収縮した時に末梢の静脈の

弁が上手く閉じれば逆流は無い。

静脈瘤で瘤
こぶ

状になったり怒張した静脈
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【解剖④】リンパについて

風邪を引くと首のリンパ節が腫れて痛い事がある。また、怪我をすると周囲のリンパ節
が腫れて痛む事もある。これは細菌やウイルスに対抗するためにリンパが働いて炎症を
起こしているためである。痛みのある（有痛性）硬いリンパ節腫張は多くの場合良性で
ある証拠でも有り、心配は少ない。痛みの無い（無痛性）リンパ節腫張が頸部、腋窩、
鼠径部などに見られて、少し柔らかいような場合には悪性リンパ腫や白血病などの事も
あるので注意が必要である。発熱を伴う事もある。

リンパには以下に示すように主に つの働きがある。3

①過剰な組織液の排除；リンパ管は組織間隙から過剰な組織液を血中へ戻す。

②消化管から吸収された脂質、脂溶性ビタミンを血中へ運ぶ

③細菌、ウイルスに対してＴ、Ｂcellが協力して攻撃、排除する

輸入リンパ管

リンパ節内では抗原を認識して抗体を産生したりウイルス

や細菌を貪食、攻撃する。

リンパ管は体中に分布していてリンパ節内ではその

流れが遅くなる。

頚部リンパ節
リンパ節は直径1～30mm程度
大豆やソラマメのような形

腋窩リンパ節

皮質

乳び槽

髄質

鼠径リンパ節

輸出リンパ管

リンパ節は体の各所に配置された言わば生物学的濾過装置

である。

リンパ節内部構造
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【解剖④】リンパについて 続き

lymphatic vessels【リンパ管】
リンパ管は静脈と構造が似ているが 、また 。静脈より壁が薄く 静脈より弁の数が多い
皮膚ではリンパ管は皮下組織に有り静脈と伴行している事が多い。内臓では主に動脈と
伴行している。リンパ液は直接心臓へ戻るのでは無く左リンパ本幹（胸管）は左内頸静

下半身と左上半身のリンパはこの胸管へ戻る。脈と左鎖骨下静脈の合流部で静脈血に注いでいる。

」」

胸管（左リンパ本幹）

右リンパ本幹

右リンパ本幹
顔面と右上半身のリンパは

右リンパ本幹へ戻り、

右鎖骨下静脈へ流入する

内頚静脈

腋窩リンパ節

乳
房
の
リ
ン
パ
は
腋
下
へ

合
流
す
る
の
で
乳
癌
で
は

腋
下
リ
ン
パ
節
転
移
の
有
無

が
重
要
と
な
る
（
注
①
）
。

右鎖骨下静脈
subclavian vein

内
頚
静
脈

上大静脈

緑矢印はリンパ液の流れ

を示す。

乳び槽 Virchowリンパ節
転移は胃癌と関連

鼠径リンパ節

乳び槽

骨
髄
（
赤せ

き

色
し
よ
く

骨こ
つ

髄ず
い

）
内
に
も
リ
ン
パ
節
は

存
在
す
る
。

黄色部分のリンパはは右リンパ本幹へ

戻る。下半身や左上半身は胸管（左

リンパ本幹）へ戻る。

注①）実際には乳腺外側部が腋下へ、内側は右側では胸骨傍
ぼう

リンパ節から右リンパ本幹、左則では胸管（左リンパ本幹）

へ流入する。

しかし、乳癌の45%が外側上部、15%が外側下部に発生し

約6割が外側に出来る事から、腋下リンパ節が重要。

左鎖骨下静脈
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【解剖④】リンパについて 続き

【口腔や咽頭扁桃はリンパ節の集まりである】

口や咽頭は空気中の細菌、ウイルス、ハウスダスト、花粉などの侵入口でありリンパ節
が守っています。口腔内では や 、喉の上部には が存在します。口蓋扁桃 舌扁桃 咽頭扁桃

pharyngeal tonsilpalatine tonsil

硬口蓋

口腔内上部の硬い部分

口蓋扁桃

苦
にが

味
み

口蓋扁桃は一般には扁桃腺と呼ばれている 。

風邪を引くと、咽頭や口蓋垂の発赤や口蓋扁桃

の腫大、発赤、膿
のう

栓
せん

（化膿）が見られる事がある口蓋垂

軟口蓋
hard palate

soft palate

palatine uvula

酸
さん

味
み

舌の味覚

甘
あま

味
み

塩味

下図のように口蓋扁桃や咽頭扁桃には多数の

リンパ節があり、外部からの細菌やウイルス

攻撃に対応している。

咽頭扁桃はアデノイドと呼ばれる。子供の頃

（3～5歳が最大に大きい）肥大するが、大人に

なると退縮する。

咽頭扁桃はこの付近にある

下鼻甲介
inferior nasal concha

舌 耳管開口部

耳管はこの部分に開口

している。

気
管

飛行機に乗っていて耳が詰まると

唾を飲み込むが、この部分が開く

ことで気圧が調整出来る。

咽頭扁桃（アデノイド）は鼻腔の出口にあるので

小児期に肥大しすぎると鼻呼吸が上手く出来ず

口呼吸になることもあり、手術する事もある。

その他、肥大しすぎると、耳管開口部にも近いので中耳炎の原因にもなる。
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【解剖⑤】 内分泌ホルモン

【内分泌と外分泌】

事です。外分泌とは管を通して体腔（小腸などの消化管）や体の表面に分泌液を出す
膵臓はインシュリンというホルモンを分泌する内分泌器官ですが、小腸にリパーゼなど

汗腺や皮脂腺も皮膚に汗や皮脂をの消化液を出すので、外分泌器官でもあるわけです。
です。分泌するので、外分泌器官

分泌細胞周囲の間質液の中に放出内分泌の場合には管を通して分泌するのでは無くて、
かんしつえき

します。間質液中のホルモンは毛細血管に入って更に血中へ入り、全身に運ばれます。

毛細静脈

間質（組織間）液

毛細静脈側では間質液から水分などを吸収する

これは毛細静脈の蛋白質などによって浸透圧が

間質液より高いためです。水分吸収

毛
細
動
脈
水分漏出

間質液が過剰になった時は

毛細リンパ管へ吸収される。
毛細リンパ管

例えば栄養失調でタンパク質が低下すると、毛細静脈の浸透圧が低下して間質液の吸収が上手くいかない→

むくみの原因になります。心不全では血液が心臓に戻りにくいので、毛細静脈の圧力が高くなり、間質液を

吸収できずに浮腫の原因になります。下肢の浮腫が起こるのは右
う

心
しん

不
ふ

全
ぜん

です。

毛細動脈の圧力（静水
じようすい

圧
あつ

）で間質に

水分などが漏出する。

何故、むくみが出るのでしょうか？これは血管と組織液（間質液）の間のバランスが乱れるからです。

間質の話が出てきましたので内分泌から少し脱線してむくみ（浮腫）の話をしてみます。

間質
間質

毛細血管

内分泌ホルモン 内分泌細胞から分泌されたホルモンは間質→毛細血管

→血中へ入り全身に運ばれる。

細胞

イメージ図

間
かん

質
しつ

とは何か？というと、簡単に言えば細胞と細胞の間にある組織だと考えて下さい。

その中に含まれる液体が間質液だという事になります。

リ
ン
パ
管
が
閉
塞
し
て
も

間
質
液
が
吸
収
で
き
な
く

な
る
（
リ
ン
パ
浮
腫
）
。

蕁
麻
疹
で
は
毛
細
血
管
の

透
過
性
が
亢
進
し
て
、
水

分
が
漏
出
し
て
浮
腫
が
起

こ
る
。

静
水
圧

20

～32mm
Hg

組織静水圧3mmＨg
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【解剖⑤】 内分泌ホルモン 続き

ホルモンの血中濃度はきわめて低く、 ～ リットルです。 とい10 10 mol/ mol（モル）-6 -12

、 （ ） 。うのは で 酸素 ですと酸素分子 × 個の重さ＝ グラムです分子の重さ O2 6 10 3223

化学を勉強した人には懐かしい言葉だと思いますが 。酸素分子１モル＝ です。、、 32g

5ホルモンの総司令官は自律神経の司令官でもある です。視床下部は、わずか視床下部
経産婦の下垂体の重さは グラムよりやや重い）グラムの と視床を結ぶ場所にあります （下垂体 。 5

hypothalamus

pituitary gland

前
頭
洞

前頭葉

トルコ鞍視床下部 sella turcica

下垂体
小脳鼻腔 トルコ鞍

下垂体はトルコ鞍と呼ばれる

頭蓋骨の小さな窪みの中にある。
舌

刺激

内分泌システムは総司令官の視床下部と下位指令の下垂体と各末梢ホルモン分泌器官で構成される。

刺激ホルモン
視床下部 下垂体 甲状腺などの末梢ホルモン分泌器官

抑制

下垂体

甲状腺

下垂体は末梢ホルモン分泌器官

の刺激ホルモンを出すが、自分

自身でも成長ホルモンなどを

分泌する。

胸腺
胸腺は思春期頃に最大に

なりT細胞の産生などに重

要な役割を果たす。

リンパ球の産生を促

すサイモシンなど4

つの因子を分泌する

副腎
僅か4g程度のこの臓器からステロイドホルモンやアドレナリンなどの

重要なホルモンが分泌される。

膵臓

精巣卵巣

エストロゲンなどの女性ホルモン

が分泌される。4～10グラムの重さ

男性ホルモン（アンドロゲン）

が分泌される。
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【解剖⑤】 内分泌ホルモン 続き

下垂体は 、 に続くわずか であるが、内分泌【下垂体】 視床 視床下部 グラムの器官5
ホルモンを分泌したり、他の末梢ホルモン器官への刺激ホルモンを分泌したりする。

と に分かれる。前葉 後葉

脳梁下垂体前葉ホルモン

anterior pituitary gland hormones

①成長ホルモン

視床

成長ホルモン刺激で肝臓からインシュリン様成長因子（ソマトメジン）

が分泌されて、骨、筋肉、内臓などのあらゆる細胞の増殖を促す。

somatomedins

growth hormone

optic chiasm
下垂体
小児期に分泌過剰になると巨人症、骨の成長が止まった（骨端線閉鎖後）

後に、分泌過剰になると手足、顎などの肥大する先端巨大症となる。

分泌過剰
gigantism

巨人症、先端巨大症の原因は多くが下垂体の良性腫瘍（腺腫）であり、

約90%である。両者合わせた患者発症頻度は100万人あたり60人程度。

acromegaly

ジュンケイラ組織学より引用

脳の地図帳より引用

逆に分泌不全の場合は低身長症となる。約85%が特発性（原因不明）。

原因不明の半数が骨盤位出産で仮死を経験し、脳虚血と関連深い。

dwarfism

分泌不全

最近は、骨盤位出産が減少していて患者数が減少。低身長には遺伝的

因子も確認されている。15%は下垂体腺腫などが原因。

妊娠中、胎盤から分泌されるエストロゲンやプロゲステロンで乳腺は

発達する。エストロゲンなどによってプロラクチンは抑制されていて

乳汁分泌は起こらない。

②プロラクチン

乳汁分泌ホルモン
prolactin

哺乳刺激が、肋間神経→脊髄→視床下部に伝わり、下垂体からプロラクチンや

オキシトシンが分泌される→乳汁が分泌される

下垂体（pituitary gland）

(胎盤娩出後エストロゲン等が急激に低下して乳汁分泌が起こる）

前頭葉（frontal lobe）

頭頂葉後頭葉

小脳

橋

延髄

脳梁（corpus callosum）

視床（thalamus）
視床下部（hypothalamus）

(この僅か5グラムの小さな器官が多くのホルモンを分泌する）
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【解剖⑤】 内分泌ホルモン 続き

下垂体前葉からは成長ホルモンやプロラクチンなどの他、甲状腺ホルモン産生を刺激す
る する。甲状腺刺激ホルモンなどの刺激ホルモンを産生

【下垂体後葉からはバゾプレッシンとオキシトシンの 種類のホルモンが分泌される】2

は で、体の するので尿量が少なくなる。バゾプレッシン 抗利尿ホルモン 水分を再吸収
は させるので、分娩促進剤として利用される事がある。オキシトシン 子宮筋を収縮

【豆知識】
男性にも卵胞刺激ホルモンや女性ホルモン（ ）が分泌されます。また、逆にエストロゲンなど

女性にもテストステロンなどの男性ホルモンが分泌されています。
ちなみに男の血中テストステロンは ～ 女の血中テストステロン濃度は ～ です。250 1100ng/dl, 10 60ng/dl

下垂体前葉ホルモン

刺激
①甲状腺刺激ホルモン 甲状腺 甲状腺ホルモン

サイロキシン（T4)

代謝促進、熱産生

濾胞
ろ ほ う

細胞TSH
トリヨードサイロニン（T3)

②副腎皮質刺激ホルモ 副腎 糖質（グルコ）コルチコイ
糖新生、抗ストレス

抗炎症作用、免疫抑制

刺激

ACTH

電解質（ミネラル）コルチコイド ナトリウム（Na)

再吸収促進→血圧上昇

adrenocorticotropic hormone

刺激
女性生殖器、乳腺発達③卵胞刺激ホルモン 卵巣 エストロゲン

プロゲステロン刺激
子宮内膜増殖卵胞刺激ホルモンや黄体形成ホルモン

は男性にも分泌される。

FSH(follicle stimulating hormone)

男性生殖器の発達精巣 アンドロゲン④黄体形成ホルモン

刺激LH
luteinizing hormone

下垂体後葉ホルモン ①バゾプレッシン 水分再吸収→尿量減少

抗利尿ホルモン（ADH)
下垂体腫瘍などで傷害されると尿崩症

（多尿になる）が発症する事もある。

diabetes insipidus

②オキシトシン 乳腺刺激→射乳

子宮筋収縮→分娩促進oxytocin
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【解剖⑤】 内分泌ホルモン 続き
甲状腺ホルモンや膵臓から出るインシュリンなどについては｢わかりやすい甲状腺の話｣
と｢わかりやすい糖尿病の話 ｣を読んでください。
この頁は良く名前を聞く 等を分泌する について解説します。ステロイドホルモン 副腎

アンドロゲンの語源は 、 と言う意味。エストロゲン【豆知識】 アンドロが男性 ゲンは で生まれる、産み出すgen

の するという意味。ゲン（ ）の付く言葉には や、世代エストロは から来ていて発情estrus gen 発電機（ ）generator

（ ）等がある。水素は で、 という事になる。generation hydrogen hydro gen(水)を (産み出す)

副腎は皮質と髄質の2つの構造で構成される。
adrenal glands

副腎は腎臓の上にある重さ5～7gの臓器である。

皮質髄質

皮質では糖質（グルココルチコロイド）

など3種類のステロイドホルモンが合成

される。

medulla cortex
中副腎動脈

副腎

腎動脈
腎臓

尿
管

下
大
静
脈

副腎中心部にある髄質ではアドレナリン

などの交感神経刺激物質が合成される。
腎静脈

腹ふ
く

大だ
い

動
脈

副腎皮質ホルモン 副腎皮質ではコレステロールを基礎として3種類の副腎皮質ホルモンが合成

される。

①糖質（グルコ）コルチコイド 糖質コルチコイドは肝臓内での糖新生（グルコース合成）

を促進する。ステロイドが糖尿病の副作用を引き起こす理由である。

adrenal cortex hormones
gluconeogenesis

①糖質(グルコ)コルチコイド

糖質コルチコイドには抗炎症作用がある。また、細胞性免疫

抑制作用もある。従って、ステロイド長期投与は感染症を

引き起こしやすい。真菌、クリプゴッカスなどによる肺炎を起こす事もある。

glucocorticoid

糖質コルチコイドには抗ストレス作用がある。飢餓、寒冷

等のストレスで下垂体から副腎皮質刺激ホルモン分泌→

副腎からコルチゾール分泌が急増する。

抗炎症作用や免疫抑制作用がある事で膠原病などの自己免疫

疾患にも使用される薬です。

②電解質（ミネラル）コルチコイド
主にアルドステロンが分泌され、腎尿細管でのNa再吸収

により血圧を上昇させる。mineral corticoid

男性ホルモンであるアンドロゲンを分泌するが、主に

やや活性の弱いDHEAが分泌される。
③アンドロゲン（主としてDHEA)

DHEA＝デヒドロエピアンドロステロン

何やらどこかの通販DHCに似ているが全く違う。ちなみにこの通販会社DHCは大学翻訳センターの略。

（119頁）
（27頁）

副腎と副腎から分泌される副腎ホルモンの解説

DHC=Daigaku Honyaku Center
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【解剖⑤】 内分泌ホルモン 続き

【副腎髄質ホルモン】
副腎中心部の髄質から という交感神経刺激ホルモンカテコールアミン（ ）カテコラミンとも呼ぶ

。 。が分泌される カテコールアミンには と の 種類があるアドレナリン ノルアドレナリン 2
副腎から分泌されるカテコールアミンの約 はアドレナリンである。80%

【豆知識】
アドレナリンは 年、日本人高峰譲吉、上中らによって発見された。アドレナリン の に1900 adrenaline アド( )は近くad

は腎臓 （イン）は物質語尾 アドという意味で、 の中の を表す。 の に付く言葉。従って、adrenaline adrenalineren ine

という意味で高峯譲吉が命名した。ちなみに、米国などでレナリンは腎臓の近く（副腎の事）から分泌される物質
はアドレナリンをエピネフリンと呼ぶがエピネフリンのエピはやはり、近くにという意味でネフリンのネフは腎臓
を表す。やはり、副腎を意味する。腎臓病にはネフローゼ症候群という蛋白質が尿中に漏れる病気がある。

副腎

副腎髄質 中心部の紫の部分が髄質。

腎臓

アドレナリンとノルアドレナリンはアミノ酸のチロシンから体内で合成される。

チロシン ドーパ ドーパミン ノルアドレナリン アドレナリン

副腎内でノルアドレナリンからアドレナリン

が合成される。

tyrosine

Nーメチル転位酵素

HO

HO C

H

OH

C

H

H

NH2

DOPA
3・4-dihydroxyphenylalanine

dopamine

カテコール

アミン

この2つの構造式を持っているので

カテコールアミンと呼ばれる。

HO

HO C

H

OH

C

H

H

NH2

ノルアドレナリン

catechol

CH3

NH

副腎にしか存在しない酵素 amine
ノルアドレナリン

noradrenaline

メチル基が結合して

アドレナリンになるHO OH H

HO C C

noradrenaline

H H

アドレナリン
adrenaline

アドレナリンとノルアドレナリンの働きについて

アドレナリンとノルアドレナリンは心臓のβ１（ベータ１）受容体を刺激して心拍数と心筋収縮力を高める。

また、ノルアドレナリンは血管を収縮させる。これらの働きで血圧が上昇する。また、アドレナリン分泌により

肝臓のグリコーゲン分解促進、膵臓のインシュリン分泌抑制して、血糖を上昇させる。

ストレスは血糖上昇させやすいので糖尿病にも悪影響を及ぼすという事になる。あまりカリカリしない事！

副腎髄質ホルモンの解説
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【解剖⑥】 細胞と組織と器官

細胞は人体に 兆個も存在 組織40~70 する。同じような働きをする細胞が集まったのが
（例えば上皮組織）で、異なった組織が共同して働くのが （胃、肺など）である。器官
類似した器官（例えば胃、小腸、大腸などの消化器官）をまとめて○○ と呼ぶ。系
胃や腸などの器官は消化器系、脳や脊髄は神経系と言う。

cells【細胞】

細胞は生物体を構成する構造上、機能上の であり、人体の中では、独立して基本単位
生きていける とも言える。人体には が存在する。最小単位 約 種類の異なる細胞200

μ（マイクロ）は 万分の一細胞の大きさは 程度のものが多い。20 40 m～ μ（マイクロ） 100

（但し精子尻尾までは μ ある 、人間の体の中で最も小さい細胞は精子頭部で約 μ で5 m 60 m ）
逆に最大なのは成熟卵子で μ 、即ち ㎜である。200 m 0.2

【細胞のおおよその大きさ比較】
下に示す細胞は総て単一細胞です。細胞の大きさをイラスト、写真で比較して下さい。

人間の細胞やウイルスなどと長さの関係表示

電子顕微鏡の分解能

ウイルス

１Å

10－10

Åはオングストロームと呼ぶ

10－9

１nm

ｎはナノで10のマイナス9乗

１0nm １00nm １μm

10－6

μはマイクロで

10のマイナス6乗

１0μm

ｍ ｍ

１00μm 1mm

1mmは1000μm

10－3

細胞

光学顕微鏡の分解能 肉眼の分解能

原子 蛋白質分子

血小板

2μm

赤血球

8μm

リンパ球

脂肪細胞
大きいものは100μmを超える

卵子
精子

60μm

上皮細胞

成熟卵子は約200μm

平滑筋細胞 神経細胞 神経細胞と突起は長いものは

100μmを超える。

platelet erythrocytes lymphocytes epithelial cells adipocytes spermatozoa

ovum

smooth muscle myocytes nerve cells
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【解剖⑥】 細胞と組織と器官

【細胞の構造】

細胞は基本的に と という つの構造からなる。 と核 細胞質 核と細胞質を合わせて原形質2
呼ぶ。細胞質の中には色々な働きをする部署（ ）があり、 とミトコンドリアなど 細胞質小器官
呼ばれる。細胞は に包まれている。細胞膜

【核や細胞小器官の働き】

細胞イメージイラスト

細胞膜

核の中にはクロマチン（染色質）がある。

クロマチンはDNAと蛋白質の複合体である。
核

cell membrane

ゴルジ装置

Golgi apparatus

核小体

cell nucleus
ゴルゴ13では無い

粗面小胞体 これらを細胞質小器官と呼ぶ

rough endoplasmic reticulum

ミトコンドリア その他、ゴルジ装置やリポゾームなど

も含まれる

リソゾーム

mitochondria

lysosome

細胞膜

核細胞質

リボソーム

すぐそばにある核からの情報が伝達

されてここで蛋白合成が行われる。

ribosome

リソゾーム
ミトコンドリア

ATPなどのエネルギー生産
などに関与する 加水分解酵素を持っていて食作用

を受けた微生物などを分解する

他、古くなった小器官を消化する

細胞膜はリン脂質､コレステロール､蛋白質や

リン脂質と蛋白質分子に共有結合したオリゴ糖

の糖鎖(オリゴ糖の糖タンパク質糖鎖）で構成

ミトコンドリア（mitochondria）はギリシャ語のmitos(糸）
とchondros（小粒）に由来する。ATP産生のための酵素群
がミトコンドリア内には多数存在する。ATPはエネルギー
源であり､ミトコンドリアはエネルギー産生場所でもある。
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【解剖⑥】 細胞と組織と器官 続き

tissues【組織】
同じような働きをする細胞同士が集まって作られるのが組織である。
基本的には①上皮組織②結合組織③筋組織④神経組織の つに分類される。4

epithelial tissue①上皮組織
。血管が無いことが上皮内癌の血行転移などが起こりにくく、上皮組織には血管が無い

血液が流れていないのにどうやって栄養補給を受けてい上皮内癌の予後が良い一つの理由でもある。
また、 という ～ ( )の極く薄い膜をるのかについては次頁で解説する。 基底板 20 100nm ナノメートル

下面に持つという特徴を持つ。基底板が光学顕微鏡で確認できる時には と呼ぶ。基底膜

上皮組織は上皮細胞層の数と細胞の形で下図のように分類される。

上皮組織は1層の細胞で構成される事もあるが、幾つかの層で構成される重層構造を持つものなどがある。

血管内皮や肺の呼吸部など

で見られる
実際の顕微鏡写真

単層立方上皮単層扁平上皮 扁平な上皮細胞が一層だけある
腎尿細管や甲状腺濾胞細胞

等で見られる

実際の顕微鏡写真
重層上皮のように見えるが個々の

細胞が必ず基底膜と接している。

基底膜

単層円柱上皮多列上皮 小腸や結腸、胃の内壁や

胃腺、胆嚢に見られる

気管と気管支樹、精巣、精巣輸出管

などに見られる。

実際の顕微鏡写真
汗腺導管、外分泌腺の

太い導管などに見られ

る

実際の顕微鏡写真

重層立方上皮
重層扁平上皮

表皮（皮膚表面は上皮細胞だが表皮

と呼ぶ）、口腔、食道、膣などに

見られる

外分泌腺の太い導管、

肛門直腸移行部などに

見られる。

重層円柱上皮 移行上皮 実際の顕微鏡写真

腎杯
じんぱい

、尿管、尿道、膀胱

などに見られる

simple squamous epithelium

stratified squamous
epithelium

transitional epithelium

basal membrane

pseudostratified
epithliun 一見重層上皮のようなのでpseudo

stratified cuboidal
epithelium

single columnar
epithlium

single cuboidal
epithelium

stratified columnar
epithelium



- 358 -

【解剖⑥】 細胞と組織と器官 続き

【上皮細胞の持つ働き】

上皮細胞は組織上部にあって組織を保護する役目を果たす。皮膚表面は表皮と呼ばれる
が上皮細胞（ ）から構成されていて、細菌などの浸入を防いでいる。角化重層扁平上皮
また、小腸上皮細胞は栄養分の吸収に働く。また外分泌、内分泌ホルモンなどの分泌に
も関与する（腺細胞 。 その他、舌の上皮には味蕾があって味覚を感知するという感覚）
器官の働きも持つ。

上皮細胞同士の結合は閉鎖結合や接着結合で行なわれる
水分などの通過

ジッパー状になっている

核

閉鎖帯部分にはクローディンと呼ばれる親水チャネルがありこの部分

を水分などが通過する。

基底膜

閉鎖帯（閉鎖結合）
細胞

クローディン

（親水チャネル）

細胞

上皮細胞

上皮細胞の細胞膜を通過して行なわれる

物質輸送（経細胞経路）はエネルギーを

用いる特異的膜トランスポーター蛋白質

等が必要である。

（細胞間経路）

上皮組織（epithelial tissue）のepithelial はギリシャ語のepi（上）とthele（乳頭）に由来する。

上皮組織は大きく分類すると身体の外表面や体腔内面を覆うための①被蓋上皮（covering epithelium）
と内分泌､外分泌に関与する②腺上皮（glandular epithelium）の2つに分かれる。ただ、胃粘膜上皮の
ように被蓋上皮であるが､分泌も行なうという上皮もある。

上皮細胞頂上面の変化には次のようなものがある。即ち､小腸上皮細胞表面の①微絨毛（microvillus）
等がそれである。microvillusのvillusはラテン語の毛髪に由来する。その他②繊毛(cilium）や③不動毛
等がある。
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【解剖⑥】 細胞と組織と器官 続き

connective tissue②結合組織

結合組織とは文字通り上皮組織や筋組織、神経組織同士を結合して身体を構築する組織
である。結合組織には骨、軟骨、靱帯、腱などのように人体の基本的な構造支持帯にな

、 。 。るものや 脂肪組織などがある そのほかには白血球などの血液成分も結合組織に入る

軟骨、骨、血液などは結合組織の中でも に分類される。特殊結合組織

【弾性繊維の異常による病気とリンカーン】

この弾性繊維が遺伝的に傷害されるために起こる病気に がマルファン症候群
、ある 体系的な特徴としては。 両手を横に広げた時の長さの方が身長より長い

（ 、 などの特徴を持つ。くも状指 水晶体偏位指がクモのように長く細い）

Ehlers Danlos

【その他の遺伝子異常による弾性繊維障害の病気】エーラス・ダンロス 症候群

皆さんも良くテレビ番組で異常に皮膚が伸びたり、関節が過剰に可動する人を見た事が
あると思いますが遺伝子異常（ ）による病気です。コラーゲン線維が出常染色体劣勢遺伝
来なかったりする事で皮膚が伸びたり、肩関節などが自由に動いたりします。

結合組織の繊維は主に3種類からなる。①CMでも盛んに名前の聞くコラーゲン線維②細
さい

網
もう

線
せん

維
い

③弾性繊維の3つである。

コラーゲン繊維の電子顕微鏡写真
これは弾性繊維

規則正しく配列している。
コラーゲン線維の配列と異なって

曲線状になっている。弾性という名

前の通り伸縮性があり、大きな動脈

の血管などに存在する。

コラーゲンは人間の乾燥重量の

30%を占める人体で最も豊富に存

在する蛋白質で20種類以上のコラ

ーゲンがある。

リンカーンもマルファン症候群だった

と言われている。

Marfan syndrome

arachnodactylia

両手を広げた時の長さは一般には身長と同じ位です。皆さんも測定してみて下さい！

ectopia lentis

マルファン症候群では、やせ形長身で、両手を広げた長さが身長より長いと

いう身体的特徴を持っています。

この病気は常染色優勢体異常の遺伝形式をとり、大動脈中膜の弾性繊維の変性、

断裂により動脈瘤(解離性動脈瘤）が発生しやすく（約80%の頻度）なります。

私も大学病院時代に20歳代の患者さんを１例診断した経験があります。心臓外科へ送りまし

たが10時間近くに及ぶ大手術の末助かりました！安堵した１例でした。

Ehlers-Danlos syndrome

マルファン症候群（Marfan syndrome）
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【解剖⑥】 細胞と組織と器官 続き

muscular tissue③筋組織

筋組織は骨格筋、平滑筋、心筋の つに分類される。3

顕微鏡で見ると綺麗な横紋が見えるので とも呼ばれる。また、骨格【骨格筋】 横紋筋
筋は骨に付着して手足の運動などに関与しているが自分の意思で動かす事が出来るので

と呼ばれる事もある（ 。随意筋 耳小骨の筋肉など意思で動かせない筋肉もある）

骨格筋は を占めて名前の付いた もある。体重全体の約 筋肉の数は 種類40% 222

ちなみに似たような言葉で写真などのフィルム は古代英語でfilm

「薄皮」 薄 皮を意味する から来ていて、語源が違います。filmen
うすかわ

【赤筋と白筋】
せききん はくきん

筋肉は赤く見える部分があるが、 という酸素を含んだ物質のためである。ミオグロビン
赤筋は血管が豊富で、繊維が細く収縮力は遅いが、ミオグロビンが多く存在するので
（ ）疲労しにくい。 。白筋は筋繊維が太く収縮力は酸素供給が上手くいく 人間では背筋に多い
強く速いが疲労しやすいという性質を持つ。白筋は正確な運動も可能である。

骨格筋を輪切りにした図 筋原繊維は細いフィラメントや太いフィラメントで構成さ

れる。フィラメントとはラテン語のfilum（糸）に由来し

ていて、糸状の構造物と理解して良い。
筋原繊維

筋繊維

筋
きん

束
そく

筋肉を輪切りにした電子顕微鏡写

太
い
フ
ィ
ラ
メ
ン
ト
と
細
い
フ
ィ
ラ
メ
ン
ト

で
構
成
さ
れ
て
い
る
の
が
良
く
分
か
る
。

筋繊維の集まり

筋
きん

上
じよう

膜
まく

筋肉全体を囲む膜の事

筋肉の縦断面。幾何学模様のように整然と縞
しま

が入って

いる。これが横紋筋の名前の由来である。

筋
肉
の
収
縮
は
細
い
筋
繊
維
が

太
い
筋
繊
維
の
中
に
入
り
込
ん
で

起
こ
る
。

収縮

筋肉の縦断面（電顕写真）
収縮

ミオシンフィラメント

（太い筋繊維）
アクチンフィラメント

（細い筋繊維）

白筋と筋肉痛 酸素を含んだミオグロブリンは白筋には少ない。激しい運動をする時に白筋

が使われるが、酸素供給が追いつかないので乳酸が貯留→筋肉痛となる。
乳酸が産生されると筋肉は疲労して動かなくなるという事になる。

muscle fiber

myofibril

fasciculus

epimysium

myosin actin

striated muscle

striated muscleskeletal muscle
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【解剖⑦】 血液型について

血液型は日本では少ない順で言うと である。AB 10% B 20% O 30% A 40%( )、 （ 、 ( )、 ( )）
覚え方は｢ ｣と覚えてその頻度は順に 、 ， ， と増えていくので覚エビを食べるボア 1 2 3 4
えやすい。

さて血液型に関しては皆さん良く御存知だと思うので、少し今回は詳しく医学的な事も
付け加えて解説させていいただく。

【血液型は赤血球膜の糖の構造によって決定される】

【 型の人は上記の 抗原の両方を持ち、 型の人はいずれも持たない】AB A,B O

していて、 する。例えば抗原は赤血球に存在 血清（血液の液体成分）には抗体が存在
、 、A B B型の人には抗 抗体があるので 型の人の輸血を間違って行うと異物と認識して

と が起こる。赤血球凝集 血管内溶血

また、 遺伝子は劣勢遺伝子なので、例えば遺伝子型 の血液型は 型となる。O AA,AO A
（当然、御存知だろうが 遺伝子が劣勢だからと言って特に生物学的に劣っているという意味では無い ）O 。

AB型 B,O,A ボアは韓国の歌手だが、知らない人は単にボアで覚えれば良い

ガラクトース

N-アセチルグルコサミン

フコース

ガラクトースH抗原はどの血液型の人

も持っている。

グルコース

赤血球

ポリペプチド鎖

H抗原
fucose galactose

糖と蛋白の結合で糖
とう

鎖
さ

と呼ばれる。

N-acetylglucosamine

glucose

galactose

polypeptidec hain

酵素 酵素

ガラクトース

N-アセチルグルコサミン

フコース

N-アセチルガラクトサミン

追加して結合する

ガラクトース

ガラクトース

N-アセチルグルコサミン

フコース

追加して結合する

acetylgalactosamine

ガラクトース ガラクトース

グルコースA抗原 B抗原

A型の人はこの抗原

だけを持つ
B型の人はこの抗原

だけを持つ
赤血球 赤血球

erythrocyte aggregation
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【解剖⑦】 血液型について 続き

下図に血液型と赤血球の抗原と血清中の抗体の関係を示す。

【輸血時の血液型検査のチェックについて】
輸血の場合には輸血を受ける の血清と、 の赤血球を混受血者 供血者

。 。ぜ合わせて凝集が起こらないかをチェックする これを と呼ぶ主試験

また、逆に受血者の赤血球と供血者の血清でも凝集が起こらないかど
うかをチェックする。これを と呼ぶ。副試験

交差適合試験（クロスマッチ）このように二重のチェックをする事を
と呼ぶ。

【緊急時の大量出血時の輸血について】

大量出血して細胞外液が失われた場合には、細胞外液に近い成分を持った点滴を直ちに
行う。また、厚労省の｢輸血療法の実施に関する指針｣では、同じ血液型の輸血が無い場
合には、 型の輸血（但し全血は駄目で、 ）を緊急O O型の赤血球成分輸血；濃厚赤血球
避難的に使用する事を認めている。これは、この頁上図をもう一度御覧いただくと理解
しやすいと思うが、 型赤血球には 抗原や 抗原が無いからである。 但し、同型O A B
輸血が可能になった時点で直ちに変更する。

現在、濃厚赤血球は白血球が不活化されていて（放射線照射） ～ ℃で保管する。2 6
また、有効期間は 日となっている。21

A型 B型 AB型 O型
A抗原 B抗原 A抗原 B抗原

血清中抗体
抗A抗体 抗A,B抗体

抗体は
無い抗B抗体

抗原は
無いA抗原

赤血球抗原
B抗原 A抗原B抗原

recipient blood donor
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【解剖⑦】 血液型について 続き

【 ( )と （ 】Rh + Rh -）

血液型の他に 型の血液型がある。これは 血液型と同様に、赤血球膜表面ABO Rh ABO
に 抗原がある事による。この 抗原はアカゲザル（ ）で初めてRh Rh esus macaqueRh

リ ー サ ス マ カ ー ク

確認されたのでこの名前が付けられている。

、 。この が知られているが 人間では が多いRh 24 C,D,E 3抗原は 種類以上 の 種類の抗原
、米国人では が、この つの抗原のうちの一つを持つ。日本人では 99.5% 85% 3

型が最も抗原性が強く ( )この つの抗原のうち 、この抗原を持つ場合を一般には3 D Rh +
と呼ぶ。従って となる。日本人の (－)の割合は約Rh 0.5%

【白血球のヒト白血球抗原( )について】HLA

骨髄移植や臓器移植などで良く名前を聞く について解説する。HLA
臓器移植などの際には人の臓器に対していわば拒絶反応を示す。この拒絶反応に関与す

ＨＬＡる抗原を と呼ぶが、人では初めて白血球で発見されたので、主要組織適合抗原
（ )と呼ばれる。H Auman Leukocyte ntigen

ヒユーマン アンティゲン

ＨＬＡは糖蛋白分子で、クラスⅠとクラスⅡに大きく分かれる。クラスⅠとクラスⅡは
A,B,C DR,DQ,DP 3それぞれ遺伝子の存在する場所によってクラスⅠは 、クラスⅡは の

つに分かれる。

白血球 抗原

Ｒｈ陰性の人は抗Ｄ抗体を持たない。不適合輸血や妊娠によってＲｈ陽性血液が体内に入った時に抗体が産生される

このような抗体を不規則抗体と呼ぶ。抗Ｒｈ抗体の他にも多くの種類がある。

不規則抗体による血液型不適合が問題になるのは2回目以降の輸血や妊娠時である。

Ｒｈ血液型不適合妊娠

母親がＲｈ（ー）

胎児がＲｈ（＋）

胎児Ｄ抗原が母体に入る

ＩｇＧ

母体内で抗Ｄ抗体が産生

Ｒｈ（＋）

次回妊娠時に抗Ｄ抗体が胎盤を通過

して胎児に溶血を起こす。

抗Ｄ抗体

（新生児溶血性貧血）
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【解剖⑦】 血液型について 続き

【白血球のヒト白血球抗原( )について】HLA
ＨＬＡの遺伝子は第6染色体の短腕

に存在している。人の染色体

（イメージ図）
長
腕

短
腕

chromosomes

このあたりにHLA遺伝子があります

人は22対（44本）の常染色体と

１対（2本）の性染色体を持つ

Ｘ
Ｘ
染
色
体
が

あ
る
の
が
女
性

Ｘ
Ｙ
染
色
体
が

あ
る
の
が
男
性

女性 男性

性染色体

Ｘ Ｘ

Ｘ
ＹＹ

ＸＸ

allelomorph

クラスⅠ クラスⅡ遺
伝
子
座

対

立

遺

伝

子

ＤＰ
Ｗ1

Ｗ2

Ｗ3

Ｗ4

Ｗ5

Ｗ6

遺伝子座のA,B,C,Dは血液型のABO型と

同じように考えれば良い。

対立遺伝子というのは更に細分類した

ものだと考えればわかりやすい。

A Ｂ Ｃ ＤＲＤＱ
1

2

3

9

10

11

Ｗ19

23

24

省略

Ｗ66

Ｗ68

Ｗ69

Ｗ74

5

7

8

12

13

14

15

16

17

省略

Ｗ46

Ｗ47

Ｗ48

Ｗ49

Ｗ50

51

Ｗ52

Ｗ53

Ｗ54

省略

Ｗ6

Ｗ1

Ｗ2

Ｗ3

Ｗ4

Ｗ5

Ｗ6

Ｗ7

Ｗ8

Ｗ9

Ｗ10

Ｗ11

1

2

3

4

5

6

Ｗ6

省略

Ｗ53

Ｗ1

Ｗ2

Ｗ3

Ｗ4

Ｗ5

Ｗ6

Ｗ7

Ｗ8

Ｗ9

子供は以下のように父と母の遺伝子の半分ずつを受け取る

HLA遺伝の例

父：A3-BW47-CW10-DR1-DQW9-DPW

A28-B8-CW6-DRW13-DQW4-DPW5

左図のように子供は半分ずつ遺伝子を受け取る。

兄弟同士でＨＬＡの一致する確率は1/4である。

母：AW13-B21-CW8-DRW9-DQW6-DPW4

A11-BW22-CW3-DR7-DQW1-DPW3

骨髄バンク資料によると、1992年から2005年までに

骨髄バンクに登録した人は累計で26万人で患者さん

とHLAが一致した確率は約30%となっています。子 A3-BW47-CW10-DR1-DQW9-DPW

A11-BW22-CW3-DR7-DQW1-DPW3 一致したドナー数は30%の約8万人でしたが、実際に患者さんに

骨髄提供されたのはその約1/10の6300人となっています。
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【解剖⑧】止血のメカニズム
指を切っても血が止まるのは何故か？そのメカニズムについて解説する。

【止血には血管収縮、血小板、フィブリンが関与するが、血液凝固因子の働きも必要】

【血管が傷ついたら？】

【何故、血管の中では血小板は凝集しないのか？】

血小板の表面は糖蛋白で覆われ、また 通常血管内皮細胞はマイナスイオンを帯びていて
血管内皮のは血小板は付着したり凝集しない。しかし、高血圧や糖尿病、喫煙などでは

。これが、動脈硬化の始まりである。細胞が傷害されて、血小板が付着、凝集する

血の固まり（血
けつ

餅
ぺい

）の電子顕微鏡写真。

青く染色してある

blood clot

赤血球

黄色く蜘蛛の糸のように絡まっている

のがフィブリンという繊維

血小板

フィブリンが網のように絡まっているの

でこの状態をフィブリン網
もう

と呼ぶ。

①疼痛刺激やトロンボキサンA２（TXA2)

の作用で出血部位の細動脈が収縮する！

thromboxanes

血管損傷
細動脈収縮

②血管が収縮する事で血流

速度が遅くなり血小板が

付着しやすくなる！

出
血

③傷ついた血管部位に血小板が付着、凝集

する。通常は血小板は円盤の形をしている

が、止血の際には右ように偽足（突起）を

出して、互いに密着する。

血小板

実際の血小板の大きさ

は赤血球の1/4位

このようにして出来た血小板を中心とした血栓を一
いち

次
じ

血
けつ

栓
せん

と呼ぶ

血漿蛋白質のフィブリノーゲンが結合する事で血小板同士

が結合する

しかし、血小板血栓は不安定ではがれやすい

更なる血液凝固機序により、フィブリン繊維網が絡まる

こうして出来た血栓を二次血栓と呼ぶ
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【解剖⑧】止血のメカニズム 続き

【何故、血管の中では血小板は凝集しないのか？】

【外傷などで血管が傷付かないのに血小板が血管内皮細胞に付着、凝集する事がある】
それは、血管内皮細胞が高血圧、糖尿病、喫煙などによって傷害された時である。
以下に動脈硬化に血小板の果たす役割を示す。また、動脈硬化進展も説明する。

サイトカイン（注①） サイトカインは細胞が分泌して他細胞に働きかける生理活性物質の総称。

ウイルス性肝炎の治療に使用されるインターフェロンもサイトカインである。

①血管内皮細胞が陰性荷電（マイナス）を帯びていて

血小板は糖蛋白質に覆われていて内皮細胞に付着しない

血小板

血管内皮細胞

②血管内皮細胞が産生するプロスタグランディンI２

（プロスタサイクリン）によって血小板活性化を阻害

血管内皮細胞（血管は実際は3層構造：単純化して図示した）

プロスタグランディンI2（プロスタサイクリン）

血小板の活性化を阻害する

血小板

赤血球は8μm、血小板は2～4μm程度。

血小板は通常は円盤状。血小板の寿命は

約10日。血小板数は15～40万/μl

赤血球

血管内皮細胞の傷害（高血圧、糖尿病、喫煙など）

この2つの作用によって血小板
が血液中にある場合には凝集し

ない仕組みができている。

血管内皮細胞

マクロファージや泡沫細胞（ＬＤＬコレステロールを含む）の侵入

Tリンパ球の接着、単球の侵入

血管内皮細胞

①第1段階
②第2段階

血小板

マクロファージ
単球

血小板の凝集、付着

血小板

平滑筋細胞の内皮への侵入と増殖→動脈硬化の進展

平滑筋細胞

動脈硬化の進展

動脈硬化部位の狭窄部に血栓が出来て

閉塞すれば梗塞（脳梗塞や、心筋梗塞）
血栓形成

動脈硬化部位には最終的には、内皮細胞やマクロファージ、平滑筋細胞などから増殖因子やサイト

カイン（注①）が放出されて繊維化→繊維性硬班が形成。→更に血管新生、組織の壊死、出血、石

灰化が起きて器質的狭窄は進展する！

血栓が出来やすくなり、また血管自体がもろくなり梗塞、出血の原因となる。
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【解剖⑧】止血のメカニズム

止血には 、 が関与するが、血液（ ）の凝固因子の働きも必要である。血管壁 血小板 血漿
血漿というのは血液の中の赤血球などの個体成分を取り除いた液体部分を指す。血漿中
には凝固因子が含まれていて、この 。凝固因子を取り除いたものが血清

【凝固因子】

まで番号がつけられていてローマ字数字で表示する。血友病には凝固因子には 番13
。血友病 第Ⅷ 第Ⅸ凝固因子の遺伝子異常A,Bの 種類があるがそれぞれ が原因である2 、

数字のつけられていない凝固因子もあり、凝固に作用する。

凝固反応には外傷などを契機とする と体内で始まる に分かれるが相互に外因系 内因系
関連性を持っている。以下主要な凝固因子について図示する。

血漿 血漿の90％は水分

血漿は英語でplasma(プラズマ）

血液を放置したら黄色くなるところが血漿

hemostasis

blood serum

凝固因子の解説
外因系 内因系

出血！
内因系因子に血友病に関連

するⅧ、Ⅸ因子などがある
組織損傷

Ⅲ：組織トロンボプラスチン 種々の変化を経てⅩaになる

Ⅹa
活性化

Ⅹ

Ⅴa

トロンビン

活性化

Ⅹa

aは活性化されたという意味
Stuart因子

Ⅱ：プロトロンビン

凝固の過程ではカルシウムイオンが

必要。 プロトロンビンからトロンビンに変化

するためにはこの２つの因子が必要

ヘパリンはトロンビンを不活化して抗凝固

作用を示す

ⅩⅢa
フィブリン安定化因子活性化

活性化

Ⅰ：フィブリノーゲン フィブリン 安定化フィブリン

出来上がった安定化フィブリンに

赤血球などが絡み合って出来るの

が血
けつ

餅
ぺい

（どろっとした固まり）

thromboplastin

コラーゲンとの接触

prothrombin thrombin

fibrinogen fibrin
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【解剖⑧】止血のメカニズム

【止血の時に出来上がった血餅が消える理由】

止血の時には血餅が出来ないと具合が悪いが、溶けないでいると血栓の原因にもなる。
このページでは出来上がった血餅や血栓が溶解するメカニズムについて解説する。
この溶解システムは と呼ばれて、心筋梗塞や脳梗塞の治療薬である と線溶系 血栓溶解剤
も関連してくる

【酒類（特に焼酎）には血栓溶解作用がある】

プラスミノーゲンをプラスミンに変換するのが組織プラスミノーゲンアクチベータ（ｔ
）だが、酒類にはこの作用と同様な働きがあり、論文としても報告されている。-PA

、 。但し 食道癌のリスクも高くなるので程々に！、 また があるミミズの体内にも同様の成分

尿中から発見された血栓溶解作用をもつ薬品が と呼ばれて以前はよく使用ウロキナーゼ
されていたが、最近は上記組織プラスミノーゲンアクチベータが治療薬として使用され
ることが多い。

その他、 なるものが同様に線溶系の酵素に作用して血栓溶解作納豆のナットウキナーゼ
但し、ワーファリンなどの抗凝固薬に対しては納豆にビタ用を示すとの論文などが発表されている。

ミン が多く含まれていて作用を阻害するので注意が必要である。K

nattokinase

出来上がった血餅や血栓を溶解（分解）するのはプラスミンの働きである

このプラスミンという名前は血漿＝plasma(プラズマ）から由来する。血漿内にあってフィブリン
やフィブリノーゲンに作用してこれらを分解する。

線溶系

プラスミノーゲン プラスミン

組織プラスミノーゲンアクチベータ（tーPA）

活性化

フィブリノーゲンやフィブリンを分解して

血餅や血栓は溶解される。これが現在心筋梗塞や脳梗塞の治療薬として

使用されている
焼酎には血栓溶解作用

があるが飲み過ぎには注意！

納豆

plasmin

plasminogen

urokinase
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新しい抗凝固剤として現在第 因子阻害薬 と が現在臨床試験中Xa rivaroxaban vorapaxar
である。

ヘパリン、ワーファリン、アスピリン、ダビガトラン(商品名プラザキサ）、エドキサンバントシル(商品名
リクシアナ）などの作用機序、作用部位をイラストで示す。

抗血小板薬

①アスピリン アスピリンの歴史：一寸脱線するがアスピリンは1879年にドイツのバイエル社が
世界で初めて人工合成した医薬品である。それまでサリチル酸が解熱、鎮痛薬と

して利用されていたが胃障害を起こしやすいのでアセチル化したものである。

サリチル酸はヤナギの木から分離された。BC400年頃にヒポクラテスはこのヤナギの
樹脂や葉を解熱、鎮痛剤として利用しているという記述がある。

アセチル基

ヒドロキシル基が

アセチル化されて

アスピリンが出来る

ＯＨ

ＣＯＯＨ

Ｃ

O

ＣＨ3

カルボキシル基（carboxyl group）

ヒドロキシル基

サリチル酸化学構造式（C7H6O3）

バッファリンはアセチルサリチル酸を制酸剤であるダイアルミネートで包んだ物

抗血小板薬としての作用機序

トロンボキサン作用の抑制（トロンボキサンA2の抑制）により効果を発揮する

偽足

トロンボキサンA2

アスピリン

不活性状態では円盤系の外観

血小板イメージ図

活性化

thromboxanesA2

血小板

活性化された血小板は球形

になり偽足を出して絡み合う

血
小
板
は
核
を
持
た
な
い

寿
命
は3

～7

日

血小板

密顆粒

密顆粒からセロトニン、ADPが分泌
されて他の血小板を活性化

フィブリンが結合
トロンボキサンA2には血管収縮作用もある

血小板同士が連結され凝集

アスピリンの長期投与は大腸癌の発生率を

低下させるとの報告が多い。

PGI2は血小板凝集を抑制する

低容量（60～80mg）アスピリンは血管内皮でのPGI2の産生に
大きな影響を与えない。

抗凝固薬や抗血小板薬などの作用機序イラスト図
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歴史 1916年に犬の肝臓から発見された。肝臓のhepatoに関連してheparinと名付けられている。

作用機序

外因系 内因系

アンチトロンビンを活性化する。アンチトロンビンⅢはトロンビン、Ⅹa因子の活性セリン
部位と結合してトロンビンの作用を阻害する。

Ⅲ：組織トロンボプラスチン 種々の変化を経てⅩaになる

Ⅹa
活性化
thromboplastin

Ⅹ

Ⅴa

トロンビン

活性化

Ⅹa
Stuart因子

Ⅱ：プロトロンビン
prothrombin

thrombin

ⅩⅢa活性化
フィブリン安定化因子

活性化

Ⅰ：フィブリノーゲン フィブリン 安定化フィブリン

fibrinogen fibrin

ヘパリン heparin

ヘパリンの作用部位
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歴史 牛が牧草を食べて出血が止まらなくなった事がきっかけで発見された！

1920年代に牛がスイートクローバーという牧草を食べて出血が止まらずに死亡。
スイートクローバー病と名付けられた。この腐った牧草からウイスコンシン大学

でジクマロールが分離された。ワルファリンはこのジクマロールを元に作られた。

当初は殺鼠剤として使用されていた。つまり、ネズミが食べて内出血を起こして

死亡するから。人間に応用は困難と考えていたが自殺企図で服用した人が死ななかった

（1951年）事から臨床応用が開始された。1954年心筋梗塞に対する臨床試験が開始された

スイートクローバー

delicious スイートクローバーにはクマリン（coumarin）が含まれている
ハーブティーとしてもスイートクローバは使用されているが

注意書きがきちんと記載されている。

殺鼠剤

rodenticide
出血傾向にはプロトロンビン（prothrombin）の減少が考えられた。1948年にウイスコンシン
大学のLinkがワルファリンの合成に成功した。このwarfarinの名称はWisconsin Alimni Research
Foundationにクマリン系のcoumarinを付け加えて命名されている。

ヘパリンも牛の肝臓から分離されている。何かと牛との関連がある

凝固因子の解説

組織損傷

Ⅲ：組織トロンボプラスチン

ⅩaⅩ

Ⅴa

トロンビン

活性化

ⅩaStuart因子

Ⅱ：プロトロンビン

プロトロンビンからトロンビンに変化

するにはこの２つの因Ⅹa,Ⅴaが必要

ⅩⅢa
フィブリン安定化因子活性化

活性化

Ⅰ：フィブリノーゲン フィブリン 安定化フィブリン

thromboplastin

prothrombin thrombin

fibrinogen fibrin

内因系外因系

活性化

活性化

（Ｃａ
2+
）Ⅳ

活性化

Ⅻ→Ⅻa

コラーゲンとの接触
キニノゲンやプレカリクレイン

Ⅺ→Ⅺa
活性化

Ⅸ Ⅸa
Ⅹ

Ⅷa

（Ｃａ
2+
）Ⅳ

ⅩⅢ

Ⅴ

トロンビン
活性化

安定因子

Ⅷ活性化
抗血友病因子

Ⅶ→Ⅶa

ワルファリンは上図の緑で囲んだ部分 のビタミンＫ依存凝固因子に作用して効果を発揮する。

ワルファリン

warfarin
ビタミンＫ拮抗薬（凝固因子ⅡⅦⅨⅩはこのビタミンＫ依存）。
最近は新しい抗凝固薬にその座を奪われつつある
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商品名プラザキサの名前の由来

PRADAXAのPRはprecision(確かな)prevention(予防)をから命名。医薬品インタビューフォームより

凝固因子の解説

組織損傷

Ⅲ：組織トロンボプラスチン

ⅩaⅩ

Ⅴa

トロンビン

活性化

ⅩaStuart因子

Ⅱ：プロトロンビン

プロトロンビンからトロンビンに変化

するにはこの２つの因Ⅹa,Ⅴaが必要

ⅩⅢa
フィブリン安定化因子

活性化

活性化

Ⅰ：フィブリノーゲン フィブリン 安定化フィブリン

thromboplastin

prothrombin thrombin

fibrinogen fibrin

内因系外因系

活性化

活性化

（Ｃａ
2+
）Ⅳ

活性化

Ⅻ→Ⅻa

コラーゲンとの接触
キニノゲンやプレカリクレイン

Ⅺ→Ⅺa
活性化

Ⅸ Ⅸa
Ⅹ

Ⅷa

（Ｃａ
2+
）Ⅳ

ⅩⅢ

Ⅴ

トロンビン
活性化

安定因子

Ⅷ活性化
抗血友病因子

Ⅶ→Ⅶa

ダビガトランの作用機序

トロンビンを直接阻害する事による。

ダビガトランは直接トロンビンを阻害する

ダビガトラン

dabigatran
商品名プラザキサ(海外ではPRADAXA)

2011年3月14日より国内販売されている。ワルファリンが納豆など制限があったが、この薬は
ビタミンＫとは関係無いので制限する必要が無い。一時脳出血などの事例が話題になったが

ワルファリンとの比較ではダビガトランの方が出血のリスクは低いとする報告が多い。

腎機能低下例、高齢者などへの投与は慎重投与となっている。これらの例での脳出血などの発生が

多かったためである。
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国内初のＦⅩa（活性化第Ⅹ因子）阻害剤

内因系

組織損傷

外因系
凝固因子の解説

コラーゲンとの接触

Ⅲ：組織トロンボプラスチン Ⅻ→Ⅻa
キニノゲンやプレカリクレイン

thromboplastin
活性化

Ⅺ→Ⅺa
活性化

Ⅹa
Ⅸ Ⅸa

（Ｃａ
2+
）Ⅳ

活性化

Ⅹ
活性化

安定因子
Ⅶ→Ⅶa

リクシアナはここを阻害

ⅩⅩa

Ⅴa

トロンビン

活性化
プロトロンビンからトロンビンに変化

するにはこの２つの因Ⅹa,Ⅴaが必要

Ⅴ

トロンビンStuart因子
（Ｃａ

2+
）Ⅳ Ⅷa活性化

Ⅷ

thrombin

活性化
抗血友病因子Ⅱ：プロトロンビン

prothrombin

ⅩⅢa
フィブリン安定化因子

ⅩⅢ
活性化

活性化

Ⅰ：フィブリノーゲン フィブリン 安定化フィブリン

fibrinogen fibrin

リクシアナの名称由来

ReliableとFXaからLIXIANAと命名している(医薬品インタビューフォーム；日本病院薬剤師会より）

現在同様のFXa阻害剤としてribaroxabanが臨床治験中である。

また、血小板上のPAR1(プロテアーゼ活性化)受容体を選択的に阻害して効果を発揮する
Vorapaxarも臨床治験中である。

エドキサバントシル(商品名リクシアナ) 2011年7月販売（第1三共）
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【メモ欄】
紙面の都合でこの頁はメモ欄とします。次の検査成績解説が、見開きにならないので。

この 月 ～ 日に8 25 27
富士山と横須賀に行って来ま
した。

私

横須賀の三笠公園

の戦艦三笠を見てきました

三笠の砲塔

富士山！

戦車が実弾を撃ちます

私も2番目の列で観覧しました。

観客

朝の富士山は雲一つなくとても綺麗

でした！こんな旅行が出来るのも今

しばらくかも知れないので(臨床復帰
したら出来ない事なので）おおいに

楽しんできました。

陸上自衛隊が毎年夏に行なう

富士総合火力演習というイベント

に行った時の写真です。右寄りの

人間という事では無くて、小さい

頃から､飛行機､船､等のモデル製作

が好きだったので興味があります。
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第３章

検査成績の見方

皆さんが健康診断などを受けた際に検尿、血液検査などを受けられると思いますが、
そういった検査について基礎的な解説や異常値がどういった病気などで出現するのかな
どについて説明します。

左頁に異常値の出る病気、病態を記載し、右頁にはイラスト、図で基本的な検査の解説
をしています。

尿糖

検査項目
基準値 異常値の見られる病気や病態

陰性

糖尿病、甲状腺機能亢進症、胃切除後、肝疾患（肝硬変など）、腎性糖尿

薬によるもの；副腎費皮質ホルモン経口長期投与、クロロサイアザイド系

利尿薬。

解説；胃切除後に尿糖陽性になるのは食物が急激に小腸内に入ってくるためで

これを食餌性糖尿とも呼ぶ。腎性糖尿というのは血糖値が高くないのに尿に糖

が漏れる事。

腎炎（急性、慢性糸球体腎炎など）、ネフローゼ症候群、起立性蛋白尿

尿細管障害、 機能性蛋白尿（運動、発熱、寒冷、ストレスなど）
尿蛋白 陰性

解説；起立性蛋白尿というのは立位で腎臓が下垂（特にやせた女性など）する

事によって、蛋白が出る事。ネフローゼ症候群は腎臓の尿を作る糸球体の障害

により、尿中に大量の蛋白が漏出して、血中蛋白が低下する病態の事。

AST(GOT）

0

50

100

150

200

（KU/g)
ALT(GPT）

AST(GOT)は左図のように、肝臓だけで無く
心臓、骨格筋、腎臓などにも多く含まれる。

肝臓 心臓 骨格筋 腎臓 膵臓 脾臓 肺

左頁 右頁

検査項目

基準値

異常値の出る病気、病態

左頁には検査項目、基準値、異常値の出る病気、病態を

記載。

右頁には左頁の検査項目のうち、重要な検査項目

について詳しく解説を加えた。上図は肝機能検査

のAST(GOT),ALT(GPT)解説の例。

右頁には左頁の検査項目の解説を加えた。
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urine analysis【①尿検査】

急性腎炎、腎盂腎炎、膀胱炎、尿道炎、前立腺炎、尿路結石、腎結核

尿路腫瘍（腎臓、膀胱癌）、出血性素因、特発性腎出血

尿糖

検査項目 基準値 異常値の見られる病気や病態

陰性
糖尿病、甲状腺機能亢進症、胃切除後、肝疾患（肝硬変など）、腎性糖尿

薬によるもの；副腎費皮質ホルモン経口長期投与、クロロサイアザイド系

利尿薬。

解説；胃切除後に尿糖陽性になるのは食物が急激に小腸内に入ってくるためで

これを食餌性糖尿とも呼ぶ。腎性糖尿というのは血糖値が高くないのに尿に糖

が漏れる事。

腎炎（急性、慢性糸球体腎炎など）、ネフローゼ症候群、起立性蛋白尿

尿細管障害、 機能性蛋白尿（運動、発熱、寒冷、ストレスなど）
尿蛋白 陰性

解説；起立性蛋白尿というのは立位で腎臓が下垂（特にやせた女性など）する

事によって、蛋白が出る事。ネフローゼ症候群は腎臓の尿を作る糸球体の障害

により、尿中に大量の蛋白が漏出して、血中蛋白が低下する病態の事。

尿潜血 陰性

ウロビリノーゲン

±～＋

強陽性；急性、慢性肝炎、肝硬変、溶血性黄疸、腸閉塞、便秘

陰性；胆管完全閉塞、高度肝不全、抗菌薬投与時

解説；ウロビリノーゲンは、赤血球が脾臓などで壊されたビリルビンが肝臓から

小腸へ胆汁として分泌されて、更に変化した産物である。従って、肝障害や

赤血球破壊によって、強陽性となる。逆に胆管閉塞ではビリルビンが小腸内へ

分泌されないので、陰性となる。

尿沈渣

赤血球

0～2/１視野
白血球

0～4/１視野
上皮

0～1/全視野
硝子円柱

0～1/全視野
細菌、真菌

少数認める

事あり

結晶

少数認める

事あり

尿沈渣とは尿を遠心分離器にかけて、試験管の底に貯まった固形物の事

顕
微
鏡
で
観
察
し
た
時
に
一
つ
の
視
野
で
物
質
が
観
察
さ
れ

る
時
に
１
視
野
と
表
現
す
る
。
沈
渣
は
４
０
０
倍
で
観
察
。

腎疾患（腎炎、腎腫瘍など）、尿路疾患（尿管結石など）、発熱、膠原病

腎盂腎炎、膀胱炎、尿道炎などの感染症で主に見られる

尿道炎や腟炎などの炎症時に見られる。扁平上皮は正常でも見られるが、

立方上皮や移行上皮が見られるのは異常。

腎炎、ネフローゼ症候群、心不全、膠原病など

細菌は膀胱炎や腎盂腎炎などの感染症で見られる。膀胱炎、腎盂腎炎の起因

菌で一番多いのは大腸菌。

【尿酸塩】 肉食、体蛋白崩壊

【シュウ酸塩】 シュウ酸含有食品摂取

【リン酸カルシウム、燐酸アンモニウム、炭酸Ca、炭酸アンモニウム】
アルカリ尿などで見られる



- 377 -

【腎臓の解剖と尿生成の仕組み】
尿は腎臓の中にある という濾過装置で作られる。糸球体は１個の腎臓に 万個糸球体 100

しきゆうたい

もある。この糸球体で 日約 ﾘｯﾄﾙもの血液が濾過されるが、糸球体で濾過された1 150
が全て尿となれば ﾘｯﾄﾙ 日の尿になる！原尿は尿細管を通る間に必要な物質は原 尿 150 /

げんによう

、 。再吸収され不要な老廃物は尿細管から尿管へと移動して 尿となって体外へ排出される

ネフロンはギリシャ語の が腎臓を示すことに由来している。ネフローゼ症候群はネフロンから付けられた病nephros

名です。

集
合
管

糸球体

拡大

腎
臓
に
は
左
図
に
示
す
よ
う
な
糸
球
体
と

尿
細
管
が
尿
を
作
っ
て
い
る
。

腎
じ
ん

皮
ひ

質
し
つ

腎被膜 腎
髄
質 小

しよう

葉
よう

間
かん

動
どう

脈
みやく

腎動脈
葉間静脈

腎
じん

錐
すい

体
たい腎杯

じんぱい

腎静脈 ヘンレループ
腎
じん

盂
う

葉間動静脈
上
じよう

行
こう

脚
きやく

下行脚

尿管 尿
は
腎
杯
へ原尿の流れる方向

糸球体と尿細管を合わせてネフロンと呼ぶ。

糸球体の構造

糸球体とそれを包むボウマン嚢
のう

を合

わせて腎
じん

小
しよう

体
たい

と呼ぶ。
尿

尿は糸球体毛細血管の

血液が濾過されて作られる
尿腔
にようくう

毛細血管

尿腔
にようくう

糸球体

糸球体の顕微鏡写真



- 378 -

【②血液一般検査】

男：39.8～51.8%
女：33.4～44.9%

正
せい

球
きゆう

性
せい

正色素性貧血
正常

溶血性貧血

ヘマトクリット値(Ht)
HtはHematocritの略 小

しよう

球
きゆう

性
せい

低
てい

色
しき

素
そ

性
せい

貧血
減少

鉄欠乏性貧血

慢性炎症など

男女とも同じで

4000～9000/μリットル
μ（マイクロ）は百万分の一

白血球増加

9000以上

白血球減少

3500以下

感染症、慢性骨髄性白血病、組織障害

真
しん

性
せい

多
た

血
けつ

症
しよう

、悪性腫瘍、骨髄線維症など

白血球数（WBC）

WBCはWhite Blood Cell
の略

ウイルスによる感染症、急性白血病

薬物、放射線、肝硬変など

血小板数増加

血小板数減少

本態性血小板血症、真性多血症

慢性骨髄性白血病、骨髄線維症など
血小板数 15～35×104

/μﾘｯﾄﾙ
特発性血小板減少性紫斑病（ITP)
薬物、急性白血病など

白血球百分率 好中球(40~72%)
好中球は以下の2種類に分類される

桿状核球
かんじようかくきゆう

2～13%
分
ぶん

節
せつ

核
かく

好中球38～59%

こうちゅうきゅう

好中球増加

好中球減少

細菌感染症、炎症、真性多血症、溶血

慢性骨髄性白血病、ストレスなど

ウイルス感染症、急性白血病、薬 、

悪性貧血、放射線傷害など

好酸球増加

好酸球減少

アレルギー、寄生虫、皮膚疾患、

好酸球増加症候群、、腫瘍など
好酸球

こうさんきゅう

副腎皮質ステロイド投与時

クッシング症候群など
0.2~6.8%

好
こう

塩
えん

基
き

球
きゆう

0~1%
好塩基球増加

アレルギー性疾患

慢性骨髄性白血病など

リンパ球

26~46.6%

リンパ球増加

リンパ球減少

ウイルス感染症

慢性リンパ性白血病など

急性感染症初期、悪性リンパ腫

再生不良性貧血、SLEなど

単球

2.3~7.7%

単球増加

単球減少

感染症、単球性白血病など

敗血症など

注①

MCVは平均赤血球容積でヘマトクリットを赤血球数で割って計算される。Ht÷赤血球数×10
MCHは平均赤血球ヘモグロビン量で、ヘモグロビンを赤血球数で割って計算される。

Hb÷赤血球数×10
MCHCは平均赤血球ヘモグロビン濃度でヘモグロビンをヘマトクリットで割って計算される。

Hb÷Ht×100

実際の計算式

男：13.5～17.6g/dl
女：11.3～15.2g/dl

血色素量 (Hb)
HbはHemoglobinの略

大
だい

球
きゆう

性
せい

正
せい

色
しき

素
そ

性
せい

貧血
増加 増加 正常

巨赤芽球性貧

血

疾患名または病態

赤血球数 (RBC)
RBCはRed Blood Cell

検査項目 基準値

男：427～570×104
/μﾘｯﾄﾙ

女：376～500×104
/μﾘｯﾄﾙ

貧血のタイプ MCV MCH MCHC 疑われる貧血疾患

MCVなどの略語の解説はこの頁の下の注①を参照
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【ヘモグロビンとは】
とも呼ばれ赤血球内にあって酸素を運ぶ。鉄（ヘム）と蛋白質（グロビン）から血色素

けつしきそ

構成される。

( )【ヘマトクリットとは】 H t Htema ocrit
血液の成分のうち液体成分である血漿を除いた を指す。血球成分には白血血球成分の事
球や血小板も含まれるがこれらの割合は ％以下で、 を1 赤血球成分が男では ～ ％40 50
占める 。従って （比）とも呼（女の正常値はやや低く ～ ％33 45 ） ヘマトクリットは赤血球容積
ばれる。

【末梢血液像 】（白血球や赤血球の形態異常などが確認出来る）
通常の健康診断では白血球は数だけしか調べないが、白血球数が多い、或いは少ない時
には、血液を更に詳しく顕微鏡で観察する。
このうち、最も数の多い する。好中球（ ）は細菌感染時の貪食作用などに関与40 72～ ％

体内には総量で3～4グラムの鉄があるが、その2/3がヘモグロビン鉄である。
1/4がフェリチンなどの貯蔵鉄。赤血球は毎日破壊、産生されるが、新たな
ヘモグロビン合成のために一日20～30ミリグラムの鉄が必要である。

2μ㍍

実際のヘマトクリット測定は右の

ように、遠心分離器で12000回転位
のスピードで血球成分を分離する。

赤血球血漿
遠心分離器

血漿（液体成分）

この赤血球の割合を別の器械で自動的に

読み取ります。
白血球や血小板（1％以下）

赤血球成分 ヘマトクリット（Hematocrit）の語源はヘマトが「血液の」、
クリットはギリシャ語で「審判」、「分ける」という意味。

赤血球

核がこの場合は3つに分かれている。核が
分かれているので分節核と呼ぶ。核は2～5
つに分かれる事が多い。

好酸球

アレルギー性疾患や寄生虫疾患で

増加することがある。

感染時などには好中球のうちの未熟な桿状核球

が増加する。これを核の左方移動と呼ぶ。
青く染まる顆粒が見られる

が、これはヘマトキシリン

エオジン染色（HE染色）で
青く染まった顆粒。

感染症状の見られない発熱、原因不明の発熱など

の場合には、白血球数が正常でもこの白血球分類

を行う。白血病などでは通常は骨髄でしか見られ

ない、異常白血球が末梢血でも見られる。
リンパ球や単球は染色される顆粒

が無い

8μ㍍
ヘモグロビンはこの赤血球内にあって酸素を運搬している。

赤血球は長さ8μm、幅2μmで中心部はややへこんでいる。

好中球の中の

桿状核球

好中球の中の

分節核好中球
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【③血液生化学検査】

【血液検査で使用される という単位について】IU/l
） )で国際単位という意味。I nternational U nit( (I U

(アイソ)はギリシャ語の「同じ」と【アイソザイムとは？】 (アイソザイム)Isozyme Iso
アイソザイムは同じ働きいう意味に由来する。 (ザイム)は酵母、酵素という意味。Zyme

だが、蛋白質構成が異なる。ちなみに、アイソトープは同じ同位元素だが質をする酵素
量が異なる原子の事。

60～200IU/l 高値

検査項目 基準値 病態、または疾患名

AST(GOT) 11~33IU/l 高値

急性肝炎、慢性肝炎、アルコール性肝炎、

肝硬変、肝癌、脂肪肝、胆汁うっ滞

筋疾患、溶血性疾患、急性心筋梗塞など

ALT(GPT) 6～43IU/l 高値

急性肝炎、慢性肝炎、アルコール性肝炎

肝硬変、肝癌、脂肪肝、肝内胆汁うっ滞

閉塞性黄疸など

γーGTP
ガンマ 男：10～50IU/l

女： 9～32IU/l
高値

肝内、肝外胆汁うっ滞（総胆管結石、癌など）

アルコール、急性、慢性肝炎、肝硬変

薬剤性肝障害など

ALP
(アルカリフォスファターゼ） 80~260IU/l 高値

肝、胆道疾患、骨疾患、甲状腺機能亢進症

悪性腫瘍、妊娠など

解説：ALP（アルカリフォスファターゼ）は胆道閉塞（総胆管結石や総胆管癌など）で上昇する
事が多いが、骨、小腸にも含まれる。アイソザイムという手法でどの臓器由来のALP上昇かを
確認できる。肝臓由来はALP1、ALP2など。骨由来はALP3、小腸由来はALP5。

LAP
(ロイシン・アミノペプチダーゼ）

20～70IU/l 高値
胆汁うっ滞、原発性、転移性肝腫瘍、肝硬変

脂肪肝、急性、慢性肝炎、妊娠など

解説：LAPもALPと同様に、胆汁うっ滞の指標として捕らえられることが多い。

LDH
（乳酸脱水素酵素）

120～230IU/l 高値

心疾患、肝疾患、溶血性貧血などの血液疾患

筋ジストロフィーなどの筋肉疾患、悪性腫瘍

甲状腺機能低下症、腎腫瘍など

解説：LDHは健康診断では肝機能の中に含まれるが、腎臓、心臓、赤血球、肺、骨格筋などにも
含まれている。5つのアイソザイムに分かれる。LDH1は腎臓、心臓、赤血球に、LDH2は心臓、肺
LDH3は肺など、LDH4は肝臓、LDH5は骨格筋、肺、肝臓に多く含まれる。

アミラーゼ

膵型アミラーゼの上昇：急性、慢性膵炎

アミラーゼ産生腫瘍（膵癌、卵巣、大腸癌）

唾液型アミラーゼの上昇：唾液腺疾患

解説：アミラーゼというと、膵臓由来と思われるが、唾液からもアミラーゼが分泌され両者の

鑑別はやはりアイソザイムで行われる。膵臓由来型(P型)と唾液腺由来型(S型)がある。

健康診断では以下の検査は肝機能、膵機能検査の項目に入っているが、肝臓や膵臓以外でも異常値

が出る事を知っておく必要がある。
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【 ( )や ( )は肝臓だけに含まれる酵素では無い】AST GOT ALT GPT
( )や ( )は肝機能の指標として知られているが、その他の臓器にも含まAST GOT ALT GPT

れていて特に し、急性心筋梗塞などでも上昇する。ASTは心臓や筋肉にも多く分布

乳酸脱水素酵素( )【 】LDH L d hactate e ydrogenase

は肝臓、赤血球等多くの組織に存在する。運動時などにブドウ糖が使われて乳酸LDH
が産生されるが、乳酸が再利用されてブドウ糖へ再変換される時などにも必要となる。

は全ての体内細胞に存在するので 上昇は何らかの組織障害を示す。他の血液検査或いはLDH LDH
腹部エコー等々画像診断なども参考にしながら総合的に病気を発見しなければならない事もある。

AST(GOT）

0

50

100

150

200
（KU/g)

ALT(GPT）

AST(GOT)は左図のように、肝臓だけで無く
心臓、骨格筋、腎臓などにも多く含まれる。

肝臓 心臓 骨格筋 腎臓 膵臓 脾臓 肺

乳酸

ラクテート デヒドロゲナーゼ

deは取り除くという意味。hydroは水素、aseは酵素の事。
ジアスターゼなど。

ヒドロ アーゼ

激しい運動では酸素を必要としない嫌気性呼吸が行われる。ブドウ糖から乳酸

が作られるが、乳酸を再利用してブドウ糖を産生する回路が体内にはある。

ブドウ糖

肝臓内で作られたブドウ糖が再度利用される

ブドウ糖

激しい運動
筋肉内のATPを利用してブドウ糖はエネルギーに変えられる

肝臓内
ATPを再度作る回路もある

ATP アデノシン三リン酸ADP

ピルビン酸

（エネルギー源のようなもの）
アデノシン二リン酸

酸素が利用できる間は

酸素を利用して運動する

(有酸素運動）

ピルビン酸

肝臓内で再び、ピルビン酸

はブドウ糖になる。 ATP

LDHはここに作用する！

糖新生にATPが必要

乳酸

C COOH

OH

CH3C

O

CH3 COOH
乳酸の水素が無くなっている

乳酸脱水素酵素（LDH）の
名前の由来である。

上記のように酸素が無くてブドウ糖を解糖してエネルギーを得る回路をコリ回路と呼ぶ。コリは人名。

LDHは赤血球内にも存在する。赤血球にはヘモグロビンがあって酸素を運んでいるが、その酸素を
利用してエネルギーを得ることが出来ないので、赤血球内のブドウ糖を嫌気的に解糖してエネルギー

を得ている。 運んでいる赤血球の酸素を利用してエネルギーを得ていたら、各組織に酸素が運べない！
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【③血液生化学検査(続き 】）

総蛋白（TP）
TP（Total Protein）

6.3~7.8g/dl
高値

検査項目 基準値 病態或いは疾患名

多発性骨髄腫、原発性マクログロブリン血症

慢性肝炎、肝硬変初期、慢性炎症、悪性腫瘍

低値

ネフローゼ症候群、重症肝障害、栄養障害

吸収不良症候群、炎症性疾患、悪液質

蛋白漏出性胃腸症、無ガンマグロブリン血症

アルブミン(Alb)
Alb (Albmin)
ｱﾙﾌﾞﾐﾝ/ｸﾞﾛﾌﾞﾘﾝ比

3.7～4.9g/dl 低値
ネフローゼ症候群、栄養摂取不足、肝硬変

熱傷、炎症性疾患、蛋白漏出性胃腸症など

（A/G比） 1.2~2.0 低値
ネフローゼ症候群、肝障害、慢性炎症

M蛋白血症、膠原病、慢性感染症、栄養障害

TTT(Thymol Turbidity Test)

チモール混濁試験
0.5~6.5U 高値

急性、慢性肝炎、肝硬変、慢性感染症

膠原病など

解説：TTTの増加はγグロブリン分画の蛋白やリポ蛋白の増加、或いはアルブミンの減少を反映
している。健診では現在も使用される事があるが、現在はγグロブリンなどを直接検査出来るので

有用性は少ない。臨床検査データブック2011－2012（医学書院）でも有用性は少ないと記載している。

(Zinc sulfate Turbidity Test)

硫酸亜鉛混濁試験

ZTT
2.3~12U 高値

急性、慢性肝炎、肝硬変、慢性感染症

膠原病、IgG骨髄腫など

解説：免疫グロブリンのIgGと最も良く相関する。この検査も健診で未だに利用されているが上記
TTTと同じように蛋白分画、或いはIgGなど直接測定できるので有用性は低い。
臨床検査データブック2011－2012（医学書院）でもTTTと同様に有用性は少ないと記載している。

蛋
た ん

白
ぱ く

分
ぶ ん

画
か く

60.5~73.2%
アルブミン

(Alb)
高値α1グロブリン

α2グロブリン

βグロブリン

1.7~2.9%

5.3~8.8%

γグロブリン

6.4~10.4%

11.0~21.1%

低値

全蛋白分画の増加は脱水で見られる

γグロブリン増加：肝硬変、慢性肝疾患

慢性炎症性疾患、慢性感染症、自己免疫性

疾患、悪性腫瘍(特にリンパ系組織の悪性
腫瘍）

その他多発性骨髄腫などでは特徴的なM蛋白の増加が
見られる

アルブミンの減少：無アルブミン血症

ネフローゼ症候群(Alb↓α2↑)
α1アンチトリプシン欠損症(α1↓)
肝硬変(Alb,α1,α2)↓γ↑
無ガンマグロブリン血症γ↓

解説：この蛋白分画の検査費用は18点(180円）でZTTの11点(110円）とあまり変わらないのでZTTよりはこの検査を
すべきである。
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【体の中の蛋白は殆どが肝臓の中で作られる】
γグロブリン（免疫グロブリン）は細網内皮系やリンパ節で作られる。

さいもうないひ

細網内皮系というのはマクロファージなどの貪食機能を持つ細胞などを総称して言う。

膠質というのはコロイドの事。

【グロブリンは多くの血漿蛋白質の総称である】
グロブリンは電気泳動法（注１）によって大まかにα 、α 、β、γに分けられる。1 2
α 、α 、βグロブリンは肝臓で合成される。これらは生理活性物質と結合してそれ1 2
らを運搬する働きを持つ。たとえばα グロブリンには甲状腺ホルモン結合グロブリン1
が含まれる。

（注１：電気泳動）

肝臓内では、小腸で吸収された食物のアミノ酸から蛋白質が合成される。また、肝臓内では

蛋白やアミノ酸の分解も行われる。蛋白の最終分解産物のアンモニアを尿素に分解する。

他のアミノ酸や蛋白質合成

肝臓

食物中のアミノ酸

アミノ酸を分解してエネルギーとして利用

小腸

肝臓内では1日30gの血漿タンパク質が合成される

肝臓 アミノ酸

アミノ酸を分解して糖や脂肪に変換する

血漿蛋白質には数十種類あるが、アルブミンが最も多く血漿蛋白質の約60％を占める
血漿膠質浸透圧（20～30mmHg）の大部分はアルブミンによって形成される。

血漿膠質浸透圧（20～30mmHg） 血漿膠質浸透圧が高い事で組織（間質）への水分漏出

を防いでいる。ネフローゼ症候群や低栄養でアルブミン

が減少すると、血管内の水分が間質へ漏出して浮腫

が起こる。

間質液膠質浸透圧（6～8mmHg）
膠質浸透圧とは水分を吸収する力の事。

高い方が水分を吸収する力がある。

蛋白質は電気を帯びている（荷電）。この荷電状態が各蛋白質によって

異なるので、セルロース膜などの上に血液を置くと蛋白が分離して記録される

セルルース膜に電気をかけると蛋白質の荷電の違い（例えば＋に荷電

しているとか）によって右図のように分離して記録される。

これが電気泳動の原理。

γグロブリン

アルブミン
M蛋白

M蛋白とはIgGなどの免疫
グロブリンが異常に増殖し

たものです。

一番上の赤いまだら模様の波形が測定器によって

正確に読み取られて上のように表示される

多発性骨髄腫などでは特徴的なM蛋白と呼ばれる急峻
な曲線を描くこともある。
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【④免疫グロブリンや炎症反応】
検査項目 基準値 病態或いは疾患名

免疫グロブリン

IgG 739～1649mg/dl

免疫グロブリン

IgA 107~363mg/dl

免疫グロブリン

IgM 46~260mg/dl

免疫グロブリン

IgE 250IU未満

免疫グロブリン全体が増加している場合（多クローン性増加）

慢性肝疾患、膠原病、悪性腫瘍、慢性炎症など

減少する場合：原発性免疫不全症（免疫glb欠乏症）
続発性減少：ウイルス感染症、ネフローゼ症候群

尿毒症、蛋白漏出性胃腸症、悪液質、放射線照射

ステロイド、免疫抑制剤投与

単クローン性増加（例えばIgGだけが増加）
多発性骨髄腫、本態性（良性）M蛋白血症など

高値：気管支喘息、アレルギー性鼻炎、寄生虫感染

アトピー性皮膚炎、急性、慢性肝炎、肝硬変

原発性肝癌、SLE、関節リウマチ、IgE型骨髄腫

炎症反応検査など

CRP
（C反応性蛋白）

C-Reactive Protein
0.3(~0.6)mg/dl以下

高値：急性炎症性疾患、炎症性疾患の初期、回復期

細菌感染症、悪性腫瘍、心筋梗塞、関節リウマチ

膠原病など

解説：CRPは肺炎球菌に含まれるC多糖体と結合する蛋白として発見された。細菌感染など炎症
が起こると、サイトカインと呼ばれる化学物質が放出されるが、これらが体内（肝細胞など）

のCRP合成を促進する。従って、CRPは良く炎症反応の指標として使用される。

関節リウマチ検査など

RF(リウマチ因子)
RF:Rheumatoid Factor

リウマチ因子陽性：関節リウマチ（RA＝Rheumatoid Arthritis）
膠原病、慢性肝炎、肝硬変など

リユーマトイド

リユーマトイド アルスライティス

関節炎という意味

リアクティブ

解説：リウマチ因子は免疫グロブリンに対する自己抗体。通常のRAテストはIgMに対する抗体価
が反映される。

関節リウマチの診断として良く知られているが、関節リウマチの80～85％で陽性である事に注意
する必要がある。また、関節リウマチ初期の陽性率は約70％。臨床検査データブック2011－2012医学書院による

また、健常者の2～4％、健常高齢者の10％で陽性となる事にも注意する必要がある。
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( )【免疫グロブリン】 I g Igmmuno lobulins
とも呼ばれて、リンパ球の中の 細胞によって産生される。糖蛋白で構成されて抗体 B
、 、 。いて 字型構造をしていて その構成によってY I G,A,M,D,E 5ｇ の 種類に分類される

免疫グロブリンの構造のイメージ図を下に示す。

【今はあまり使われなくなった赤血球沈降速度（血沈、赤沈）検査について】
けつちん せきちん

血液を細長いガラス管の中に入れておくと赤血球が次第に下に
落ちてくる。上に血漿が貯まるがこの長さを測ると炎症などが

CRPあるのかがわかる。診断が確定できるわけでは無いので、
などが利用される現在は余り使用されなくなった。

この先端に抗原（細菌やウイルス等々）が付着する

抗原先端はアミノ基構造（NH
３＋
）になっている

L鎖
抗体が細菌などに結合

して、毒性を弱める。

また、マクロファージ

の貪食能を高める。

細菌など

抗体

Fab(Fragment ab)

Fc(Fragment c)

H鎖

抗原接合部位

補体などに結合する部位

IgGの構造イメージ

補体というのは抗体を補佐する役目を果たす。補体の働きによって

マクロファージなどの食細胞が細菌などを貪食しやすくする

（オプソニン作用）。また、細菌を破壊する（溶菌）。

IgGは免疫グロブリン全体の70～75％を占める。ウイルスや毒素の中和などに働く。
また、IgGだけが胎盤通過性があり、新生児に受動免疫を与える。こうして新生児に
与えられた抗体を移行抗体と呼ぶ。この事によって新生児は免疫を得る。

IgG
IgAは粘膜表面の抗原の侵入阻止する働きがあるが（局所免疫）、乳汁
（特に初乳）に多く含まれる。初乳が大事なのはこのためである。

乳汁に含まれるIgAは新生児の腸管へ移行する。

胎児へ移行する

移行抗体

1時間、2時間の間にどれくらい赤血球が下に沈んでいくかで異常かどうか
判断できる。正常は1時間で5～10㎜程度。但し、貧血、炎症他多数の病気
で、異常を示す(早く落下する）事などから最近はあまり利用されない。
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【⑤脂質や血糖値など】

ヘモグロビンA1C

HDLコレステロール
HDL(High Density

Lipoprotein)

デンシィティ

密度

リポ蛋白

男：40～70mg/dl
女：45～75mg/dlリポプロテイン

高値：原発性高HDL血症(家族性高リポ蛋白血症
長寿症候群、二次性高HDL血症(酒、薬物等）

低値：肥満、喫煙、運動不足、甲状腺機能亢進症

肝硬変、慢性腎不全、糖尿病、ネフローゼ症候群

LDLコレステロール
LDL(Low Density
Lipoprotein)

60~140mg/dl

高値：家族性高コレステロール血症、糖尿病

ネフローゼ症候群、クッシング症候群、ステロイド

肝細胞癌、閉塞性黄疸、甲状腺機能低下症など

低値：家族性低(無)βリポ蛋白血症、肝硬変
激症肝炎、悪液質、急性、慢性肝炎、栄養障害

検査項目 基準値 病態或いは疾患名

中性脂肪(TG)
TG(Triglyceride) 50~150mg/dl

高値：家族性高リポ蛋白血症、肥満、脂肪肝

甲状腺機能低下症、高カロリー食、糖尿病、痛風

低値：βリポ蛋白欠損症、甲状腺機能亢進症、

肝硬変、吸収不全症、肝硬変、下垂体機能低下症

尿酸(UA)
UA :Uric Acid

ウリック アシッド

酸尿の

男：3~7mg/dl
女：2~7mg/dl

高値：痛風、腎不全、飢餓、サイアザイド系利尿薬

白血病、悪性リンパ腫、慢性骨髄増殖症候群

強い運動など

低値：重度肝障害、尿細管性アシドーシス、

腎性低尿酸血症、キサンチンオキシダーゼ欠損症

血糖

Glucose
70~110mg/dl

高値：糖尿病、耐糖能異常（境界型糖尿病）膵腫瘍

胃切除後、甲状腺機能亢進症、褐色細胞腫、急性、

慢性膵炎、グルカゴノーマ、クッシング症候群

低値：インシュリノーマ、インシュリン注射

経口糖尿病薬、下垂体機能低下症、副腎機能低下

甲状腺機能低下症、肝腫瘍、糖
とう

原
げん

病
びよう

など

HbA1C

Hemoglobin A1C
ヘモグロビン

4.3~5.8%(JDS値)

4.7~6.2%(国際基準値)

高値：糖尿病、腎不全、高ビリルビン血症、

異常ヘモグロビン血症

低値：赤血球寿命の短縮（失血、溶血、悪性貧血）

肝硬変、妊娠、異常ヘモグロビン血症

解説：基準値は現在の健診ではまだ、我が国の基準値（JDS）が使用されているが、2012年度
以降は国際基準値（JDS値に0.4を足した数値）が使用されるようになる。
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【脂質】
脂質( )とは水に不溶で、エーテルやクロロホルムに溶解する有機化合物の総称。Lipid
食物中の脂質は として、有用だけでなく必須脂肪酸の供給源とエネルギー源（ ）9kcal/g
して、また脂溶性ビタミンの吸収に必要である。

【脂質の代謝】
食物中の中性脂肪は小腸から吸収されて、 というリポ蛋白に包まれて肝カイロミクロン
臓へ運ばれる。肝臓には水に溶けない中性脂肪やコレステロールを というアポ蛋白
蛋白質の殻に包んで各組織に運ぶ働きをする するリポ蛋白を合成

【コレステロールは本来はステロイドホルモンや性ホルモンの合成、細胞膜の構成成
分であり、胆汁酸の材料にもなる】

コレステロールや中性脂肪はリポ蛋白という殻に包まれて血管内を行き来する。

リポ蛋白のイメージ図 リポ蛋白の形で血中を移動する

リポ蛋白の一番表面がアポ蛋白と呼ばれる物質

アポ蛋白の種類によって

カイロミクロン、LDL
HDLコレステロールなど
に分類される リポ蛋白

カイロミクロンの粒子径は

80～1000nmと大きい
カイロミクロン

ＶＬＤＬ－コレステロール
カイロミクロン

肝臓内で各種のリポ蛋白が合成

される。
ＬＤＬ－コレステロール HDL-コレステロールの

粒子径は8～10nmと小さ
いＨＤＬ－コレステロール

ＬＤＬ－コレステロールはLow Density Lipoprotein
（低比重リポ蛋白）だが、この低比重というのは

生理食塩水の比重1.063より低いという意味。
ＨＤＬコレステロールの比重は1.063より大きい。

HDL-コレステロール
カイロミクロンに包まれて

肝臓内へ運ばれる

食物中の中性脂肪

人類の祖先は大切なコレステロールを上手く再利用するシステムを作り上げて行いた！

コレステロール
ステロイドホルモンや性ホルモン

などの合成にも必要

人類の祖先も飽食の時代となり、脂質異常や糖尿病

が増加している事を嘆いているかもしれませんよ。

嘆か
わし
い！

胆汁酸として排泄されたコレステロールの

約80％が再吸収されて利用される！

排泄
再吸収 飢餓などの時に人類が生きていけるようなシステムを作っ

ていた！飽食の時代にそれが災いした形となっている
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【⑥腎機能と電解質】
検査項目 基準値 病態或いは疾患名

血中尿素窒素

(BUN)
Blood Urea Nitrogen

ウレア ニトロゲン

尿の 窒素

9~21mg/dl

低値：肝不全、低蛋白食、妊娠、多尿（尿崩症など）

高値：腎機能障害（腎不全）、消化管出血、脱水

高蛋白食、絶食、低カロリー食、心不全、

閉塞性尿路疾患（尿管結石、尿管腫瘍など）

解説：組織蛋白や食事の蛋白質が分解されて生じたアミノ酸の脱アミノ反応で生じたアンモニア

が、肝臓で代謝されて尿素となる。腎糸球体で濾過された後、35～70％が尿細管で再吸収されて
残りが尿中に排泄される。従って、尿素窒素の上昇は腎機能障害（腎不全）などで見られる。

クレアチニン

(CR)
Creatinine

男：0.65～1.09mg/dl

女：0.46～0.82mg/dl

低値：筋ジストロフィー、尿崩症、糖尿病初期

長期臥床、多発性筋炎、筋萎縮性側索硬化症

高値：腎機能障害（腎不全）、尿路閉塞（尿管

結石、尿管腫瘍など）、ショック、心不全、

前立腺肥大、脱水、など

解説：クレアチニンは筋肉中のクレアチンの終末代謝産物。腎糸球体で濾過されるが、尿細管での

再吸収や分泌が少ないので腎機能（腎糸球体濾過量）の指標として用いられる。しかし、腎糸球体

濾過量が60％程度に低下するまでクレアチニンは正常範囲にあるので注意が必要である。

電解質

ナトリウム

(Na)

カリウム

(Ka)

カルシウム

(Ca)

クレアチニンの上昇は①腎前性因子（脱水、ショック、心不全など）、②腎性因子（糸球体腎炎、間質性腎炎、

尿細管障害など）、③腎後性因子（尿路閉塞など）で起こりうる。クレアチニンが8mg/dl、尿素窒素(BUN)が
80mg/dl程度まで上昇すると、人工透析の目安となる。

135~149mEq/l

低値：抗利尿ホルモン不適合分泌症候群(SIADH)
慢性腎不全、浮腫性疾患（うっ血性心不全など）

利尿薬、ネフローゼ症候群、アジソン病など

高値：脱水、尿崩症、原発性アルドステロン症、

クッシング症候群、おう吐、下痢に伴う脱水症

3.5~4.9mEq/l

低値：原発性アルドステロン症、おう吐、下痢に

よるカリウム喪失、利尿薬、カリウム摂取不足

高値：急性、慢性腎不全、K保持性利尿薬、横紋筋
融解、降圧剤（アンギオテンシン変換酵素阻害剤）

解説：体内K総量の約98％は細胞内にある。細胞外液（血漿など）の割合はわずか2％である。
従って、カリウム血中濃度は細胞内外の溶液移動により容易に変化しうる。腎不全においては

K濃度が上昇する。高K血症は心筋細胞にも影響を与え、心電図変化を引き起こす。

4.2~5.2mEq/l

低値：副甲状腺機能低下症、低アルブミン血症、

ビタミンD欠乏症、くる病、急性膵炎など

高値：原発性副甲状腺機能亢進症、悪性腫瘍、

ビタミンD過剰症、サルコイドーシス、など
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【尿素窒素】
食物から摂取された蛋白質は肝臓へ運ばれて、 されて色々なアミノ酸がアミノ酸に分解

アンモニア肝臓内で合成される。また、肝臓内ではアミノ酸が分解されるがその過程で
尿素が生じる。アンモニアは毒性が強く特に脳は障害されやすい。アンモニアは肝臓で

に合成される。尿素合成は肝臓のみで行われる。 。尿素は水溶性で腎臓から排泄される

【クレアチニン】
クレアチニンは腎機能の指標であるが、元々は筋肉内のクレアチンの代謝産物である。
クレアチンというのは筋肉内のエネルギー源となるクレアチンリン酸の代謝産物。

上記からもわかるようにクレアチニンは となるだけで無く によ腎機能の指標 筋肉の障害
っても上昇する。

【尿素窒素（ )）やクレアチニンと血液（人工）透析】BUN
尿素窒素が 程度、クレアチニンが 程度に上昇すると腎不全患者にとっては人工80 8.0
透析の準備にいる必要がある。
【人工透析の仕組み】

肝臓内でアミノ酸へ変換される
ミトコンドリアのイメージ図

食事中の蛋白質

吸収 アミノ酸は脱アミノ化されて

アンモニアへ変換される。

ミトコンドリア電子顕微鏡写真

肝臓内のミトコンドリア

でアンモニアは尿素へ変換

尿素は腎臓

から排泄される

アンモニアは特に

脳細胞に有害！

腎不全では尿素窒素が上昇する

筋肉の収縮は大量のATP(アデノシン三リン酸）
というエネルギー源を必要とする

そのエネルギー源供給のために筋肉内の

クレアチンリン酸が活躍する！

大量のATPが必要！ クレアチンリン酸 クレアチン

筋
肉
内
で
こ
れ
ら
の

合
成
が
同
じ
回
路
内

で
行
わ
れ
る

クレアチンの1％が代謝されて
クレアチニンとなり尿中へ排泄される

ADP ATP
アデノシン二リン酸もエネルギー源となるが

ATPの方が更にエネルギー力が大きい
ATPが産生されてエネルギーを得た筋肉
は収縮可能となり、運動を継続出来る。

透析器（ダイアライザー）

実
際
の
血
液
透
析
中

の
写
真

通常は週に3回、4時間程度透析の器械で血液の老廃物
（尿素窒素など）を濾過する必要がある。体の血液は透析器

（ダイアライザー）という細い管の中を通って濾過される。

透析するには動脈と静脈を吻合するシャント形成術と呼ばれる

処置が必要となる。

動脈と静脈を吻合する

（シャント形成術）

体内へ戻る

ダイアライザーの中には1～2万本もの
細長い管が通っていて、血液が通る間に

濾過する。腎糸球体の仕組みに似ている

濾過された血液

透析された血液が体に戻る
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【⑦腫瘍マーカー】

検査項目 基準値 病態或いは疾患名

解説：腫瘍マーカーは現在約50種類が存在するが、いずれも血液検査で早期の癌を発見出来る事は
出来ない。従って、現段階で例えば胃癌を胃カメラも受けずに血液検査で早期に発見は出来ない。

また、擬陽性（癌が存在しないのに腫瘍マーカーが高値に出る）になる事もある。

CEA
（癌胎児性抗原）

Carcinoembrionic Antigen
カルチノエンブリオニック

癌の 胎児の

解説：CEAはCarcinoembrionic antigenであるが、このCarcinoは癌を意味するCarcinomaに由来する。
ところで、日本語の癌は岩（ガン）から生まれた言葉であり、岩のように硬いので癌である。

英語で癌はCancer（カニ）だが、これはカニの脚に似たところから付けられている 。

このCancerがギリシャ語ではKarkinosであるところから英語風にCarcinosに変化してCarcinomaも癌
を意味する。現在は上皮組織由来の癌がCarcinomaであり、非上皮組織由来の癌は肉腫(Sarcoma)
と呼ばれる。

カルチノーマ

キャンサー

ザルコーマ

5ng/ml以下

癌で上昇する場合：大腸癌、肺癌、胃癌、乳癌など

癌以外で上昇する場合：長期喫煙、加齢、糖尿病

腎不全、肝硬変、胃潰瘍、胃炎、慢性気管支炎

肺疾患、甲状腺機能低下症、急性、慢性肝炎など

αーフェトプロテイン

(AFP)
α-fetoprotein

10ng/ml以下

癌で上昇する場合：肝細胞癌、胃癌、胆管癌など

癌以外で上昇する場合：ヨークサック腫瘍（卵巣

のう腫）、急性、慢性肝炎、妊娠など

前立腺特異抗原

(PSA)
Prostate-Specific

Antigen

4.0ng/ml以下
癌で上昇する場合：前立腺癌

癌以外で上昇する場合：前立腺肥大症、尿停滞

急性前立腺炎

プロスターテ

前立腺の

その他の腫瘍マーカー

CA19-9
(糖鎖抗原19-9)
Carbohydrate Antigen 19-9

37U/ml以下

癌で上昇する場合：膵癌、胆道癌などの消化器癌

卵巣癌、肺癌など

癌以外で上昇する場合：若年婦人、子宮内膜症、

卵巣のう腫、胆石など

CA125
(糖鎖抗原125)
Carbohydrate Antigen 125
カルボヒドレート

男性、閉経後の女性

25U/ml未満
閉経前の女性

40U/ml未満

癌で上昇する場合：卵巣癌、子宮癌、肝癌、など

癌以外で上昇する場合：子宮内膜症、子宮筋腫

月経期、妊娠初期（12週まで）など

CA125はヒト卵巣癌を免疫原とする抗体により検査されるため卵巣癌の診断、治療効果の評価に有用。
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【腫瘍マーカーの歴史】
最初に臨床応用されたのは で 年に肝癌マウス、胎児マウスαーフェトプロテイン 1963
から発見されている。 年に が消化器系の癌（大腸癌など）や胎児マウスから1965 CEA
発見されたが、いずれも癌以外の疾患や正常人でも増加する事が知られるようになって
いる。

（癌胎児性抗原）【 】CEA C e Aarcino mbryonic ntigen
カルチノエンブリオニツク アンチゲン

特に胎児消化管粘膜や、消化管粘膜の癌化に際して特異的に出現する事から消化器癌（
大腸癌 病期の）の代表的な腫瘍マーカーとして広く利用されてきた。大腸癌、胃癌など

なり、肝転移などでは更に上昇する。ステージが進むほど高く
また、 する。術後モニタリングは大腸癌で有用術後や化学療法後に肝転移があると上昇
性が確認されていて、ステージⅡ、Ⅲのケースでは ヶ月毎、少なくとも 年間の経過3 3
観察が推奨されている。

【αーフェトプロテイン】
胎児初期に肝臓、ヨークサック（卵黄嚢）で産生される分子量約 万の胎児性蛋白。7

ヨークサックというのは胎児初期に栄養を与えてくれる器官。エコーでも確認出来る。

この胎児性蛋白が肝細胞癌で再び利用される事があるので肝細胞癌の腫瘍マーカーとし
て利用されている。また、肝細胞癌の治療効果判定、再発の指標としても用いられる。
ただ、肝臓癌は腹部エコーや の普及により容易に診断出来る時代になっておりαーCT
フェトプロテインの存在意義は以前より薄れている。

rostate pecif ic ntigen【 （前立腺特異抗原 】PSA ） P S A
プロスターテ スペシィフィツク アンティゲン

スクリー腫瘍マーカーの多くがスクリーニングには役立たないがこの だけは唯一PSA
とされている。ニングに有用

前立腺液中に分泌PSA は前立腺上皮細胞内の粗面小胞体で産生され、
である。従って、前立腺されて凝固した精液を分解する蛋白分解酵素

癌でも上昇するが、前立腺肥大症、前立腺炎などでも上昇する。
前立腺癌の確定診断には生検が必要である。

せいけん

卵の殻

ひよこ

卵白

これは鶏の卵の卵黄嚢

欧州前立腺癌健診無作為化試験（55-69才約16万人）

11年間の追跡調査でも、PSA検診群と非検診群では

死亡率比0.79と差があり、PSA検診が有効だった。

前立腺

膀胱
睾丸

直腸

肛門

経直腸生検では肛門から

挿入した器具で前立腺組織

を採取する

前立腺は右図のように膀胱から出た尿道周囲に存在する

ので、前立腺肥大、癌では尿が出にくくなる。
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第 章4

画像診断の話

この章においては画像診断を中心に解説する。まず、レントゲン撮影などに使用される
放射線発見の歴史、放射能や放射線の基礎知識を解説する。

その後、胸部レントゲン撮影などのレントゲン写真の基礎的な解説と実際の胸部レント
ゲン写真の異常陰影の解説も行う。また、腹部エコーなど超音波の基本的な原理と解説
を行う。その後、 、 、 （ペット）検査などの解説も行う。CT MRI PET
ペットと言っても犬、猫のペットでは無い。
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【①レントゲン発見の歴史 】
レントゲンはドイツのレントゲン博士からの命名であるが、レントゲンが 線を発見X
する前の 年には が現在の蛍光灯やネオン管の原型ともなっているガイ1857 ガイスラー
スラー管を発明している。

その後、 年頃にレーナルトや （ ）らによ1888 ヘルツ博士 現在使用されているヘルツ の名前の由来Hz

って、陰極線という電子の流れの研究が行われていた。これらの研究が下地となってレ
ントゲンの 線発見へとつながっている。X

【その後、フランスのベクレル博士がウラン鉱石でも放射線を確認した 】。
このベクレルという名前は現在の放射能の単位としても使用されている。

【 】1898年キューリー夫妻がウランからポロニウムという放射線を出す元素を分離した

クルックス管

－極 ＋極

陰極線という電子の流れが起こる（放電）

レントゲン博士

1895年に黒いボール紙に覆われた
クルックス管から2mも離れた蛍光
物質が光る事に気付いた。

黒
い
ボ
ー
ル
紙

陰極線

X線
目に見えない新種の光

だから、数学のX（正体不明）
を使って、X線としよう！

ちなみにこのガラス管に蛍光物質を塗って

光るのが蛍光灯の原理。

ベクレル博士 ウラン鉱石

1896年ベクレル博士はウラン
鉱石の近くに、写真乾板を

置くと乾板が黒化する事を

発見した。

写真乾板

ウラン鉱石が乾板

を黒化させる

当初ベクレルはこれをウラン線とかベクレル線と呼んだが、その後

吸収性や透過性の違いからα、β、γ線に分類された。

マリキュリー

ピエールキュリー

この発見にキューリー夫妻が興味を持った

私が、ポロニウムに関する論文の中で

初めて放射能という言葉を使いました。

ポロニウム(polonium)は原子番号84の元素
ちなみにこのポロニウムはマリーの祖国

ポーランドから付けられている。

更にその後、ウランからラジウムを分離して

1902年に論文を発表している｡
青白く光るラジウム

ラジウム（radium）
は原子番号88の元素
空気中では容易に酸化

されて青白く光る

ラジウムがα溶解してラドンになる。ラドン温泉などのラドンである。以前はこのラジウムの持つ

放射能をキュリー（キュリー夫妻に由来する）Ciと呼んでいたが現在、放射能の単位はベクレル(Bq)と
呼ばれる。

キュリー夫妻はポロニウムとラジウムの放射性元素の発見によって、1903年にノーベル物理学賞を受賞している。
ピエールが1906年に死去後もマリーは研究を続けて1911年にはノーベル化学賞を受賞している。
66才でマリーは死亡しているが、最近の研究では第1次大戦の際に負傷兵士のためにレントゲン撮影をする「プチキュリー
号」という車を自ら運転して大量の放射線被爆のために死亡したと言われている。（金沢大学ラジウム発見100周年記念講演より）

ル
ク
ス
管
の
中
は
真
空

陰極線は電子の

動き

蛍
光
板
が
、
か
す
か

に
光
っ
た

電
圧
を
か
け
る

蛍光板
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【②放射能や放射線で使用される言葉や単位の意味について】
原発事故以降マスメディアでは色々な放射能や放射線に関する言葉や単位が報道され
ているが、この頁ではそれらについて解説する。

【放射性物質】前頁で出てきたポロニウムやラジウムは放射線を出す物質だから
であり、その放射性物質が出す放射線の性質や能力が である。【放射能】

これらの単位はいずれも人名に由来している【ベクレル、グレイ、シーベルト】
ベクレル(Bq)：放射線を放出する能力
１秒間に１個の原子が他の原子に変わる（放射性崩壊）のが１ベクレル

グレイ(Gy)：放射線にあたった物質が吸収するエネルギー量（吸収線量）
物質１㎏あたり１ジュールの放射線エネルギーが吸収されるのがⅠグレイ

ジュールというのはエネルギーの単位で１ジュールで２０℃の水１グラ

ムを０.２４℃上昇させる事が出来る。

シーベルト(Sv)：人体に与える影響の度合い（放射線被曝）の量
人間の場合、放射線の種類や組織（臓器）によって放射線の吸収が異なる。

放射線の種類による人体へのダメージ度合い（線質係数）にグレイの数値

をかけたものがシーベルト。

例えばβ線やγ線の線質係数はⅠだがα線の線質係数は２０である。従って、人体にはα線は

β、γ線の２０倍も有害だという事になる。

１秒間に１個の放射線が出れば１ベクレル

放射性物質

放射線

放射線

放射線

現在、１００ミリシーベルトが一応の目安となっている。これは１ミリシーベルト/１時間被爆したら１００
時間までは安全だという事を示している。医療現場では正確に把握出来るが、今回のような原発事故では実際

には場所により放射線量も異なり、正確に測定出来ていないので個々の放射線被曝量を推定する事すら困難と

個人的には考える。

医療現場で使われるX線検査の実効線量（単位はミリシーベルト/検査1回あたり）
胸部レントゲン撮影 ０.０５３ 胃透視検査 ０.６ ＣＴ（胸部全体） ６

おおよその目安

グレイに線質係数をかけたのがシーベルト

１シーベルトは１０００ミリシーベルト

人体被曝線量の単位が

シーベルト

１キログラムあたり１ジュールのエネルギー

を吸収させる放射線エネルギー量が１グレイ

エネルギー吸収量

（吸収線量）

検査方法、スライス幅

等で当然異なる
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【放射線とは何か？】
それでは放射線（ 線）とは何か？と言うと、 である。X 電磁波の一種

（ ）空間を伝わる波長の長さによって電磁波はラジオにも使用される中波 波長 ～ ㍍100 1000

やテレビ電波の （ ＝極超短波、 ）などがある。UHF ltra igh requencyU h F 波長 ～ ㎝10 100

波長が短くなった電磁波が、赤外線や目に見える可視光線、或いは紫外線などである。
可視光線の波長は ～ (ナノメートル；ナノは )である。380 750nm 10-9

それより更に短い波長が や である。 線は 、γ線は 程度。X線 γ線 X 10nm 10 nm-4

【放射線のうちβ線やα線などは を指す】電気を持った粒子線

β線は原子核から放出される電子でマイナスの電気を持つ。α線は原子核から放出され
るヘリウム原子核。

Ｘ線やγ線は電磁波の一種である

波長が長いのがラジオ放送の中波など。

短くなると、紫外線やX線。

波長

赤
、
橙
、
黄
、
緑
、
青
、
青
紫
、
紫

せ
き
（
赤
）
、
と
う
（
橙
）
、
お
う
（
黄
）
、

り
ょ
く
（
緑
）
、
せ
い
（
青
）
、
ら
ん
（
青

紫
）
、
し
（
紫
）
と
覚
え
て
ま
し
た
。

波長が長い

波長が短い

赤の波長が一番長い、紫にいくに

従って波長は短くなる。

可
視
光
線
も
電
磁
波
の
一
種

ちなみに紫外線は紫の

波長から外れて更に短い

波長なので、紫外線。

英語でも紫外線は

Ultravioletで同じ意味。
化粧品のUVカットは
（Ultraviolet）カットという
事になる。

赤より波長が長いのが赤外線

波長が短い電磁波ほどエネルギーが大きく、物質透過性が高い。これを利用しＸ線がレントゲン撮影に使用

照射Ｘ線

被写体

（人間）

X

線
フ
イ
ル
ム

X線フィルム

薄
い
部
位
ほ
どX

線
は
良
く
通
過
し
て

黒
く
写
る
。
皮
膚
や
骨
は
通
過
し
に
く

い
の
で
白
く
写
る
。

息を止めて～
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【③胸部レントゲン検査】
、 、 、 、胸部レントゲン検査は肺炎 肺結核などの感染症や肺癌 縦隔腫瘍 胸部大動脈の蛇行

拡張なども確認出来る。また、骨折や癌の骨転移を確認する事もできるなど昔からある
但し、肺癌などの腫瘍性疾患簡単な検査だが色々な情報を提供してくれる有用な検査である。

や骨転移に関しては早期発見は困難である事に注意する必要がある。肺癌は 骨転移は骨シンチグラフィーなどがCT,

有用である。

鎖骨
上大静脈のライン 下行大動脈のライン

乳房のライン

このように皮膚

組織も写る。

右肺動静脈
左肺動静脈 左肺動静脈

右気管支

右肺動静脈

右心房のライン
これはネガポジ反転したレントゲン写真

左心室のライン

胃泡

（胃の上部にある空気

が黒く写る）
横隔膜

気管、気管支は空気が入っているので黒く移る。

大きな気管支までしか見えない

上葉
上葉

上葉 上葉

上行大動脈
肺動脈

上葉 上葉
中葉

右室
下葉

心臓

下葉
下葉

中葉 肝臓

下葉下葉

左肺は上葉と下葉の２つ

右肺は上、中、下葉の3つに分かれる
上葉

上葉

上行大動脈
上葉気管支

大動脈弓

中葉

下葉

下葉

左心室

下大静脈
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【③胸部レントゲン検査】 続き
胸部レントゲン検査では肺炎、結核などの感染症、肺癌などの腫瘍などがわかる。
以下にそれぞれの疾患のレントゲン写真を供覧して解説する。
【肺炎】

【肺炎と肺結核の違い】
風邪に引き続いて痰が黄色、錆色、緑色になり咳、高熱（時に悪寒を伴う）や時に胸痛
が見られれば肺炎を疑う。従って一般的には肺炎の診断はつきやすいとも言える。

しかし、結核の場合には （特に午後から夕方 、 、 などの非特異的症状微熱 寝汗 倦怠感）
（ ）から始まる事が多い。 。病気が特定出来にくいという意味 その後、咳や痰が出現する
通常は感冒症状を伴わない 週間以上にわたる咳や痰がある場合、我々にとっては2

（年齢にかかわ胸部レントゲン写真を撮影するのが常識！だが、最近の若い医師の中には
レントゲン撮影をしない人がいる。らず結核という診断名が頭に無い医師の場合もそうであるが 、）

最近は良くタレントさんが肺結核になって話題になる事も多いが、長い間診断が付かな
いでいる事自体が如何に結核の存在が頭に無い医師が多すぎるかを物語っているとも言

。 。える 現在でも いる事を忘れてはならない新規結核患者数は約 万 千人 年2 6 2006（ ）

右肺は上、中、下葉の3つに分かれるが
この写真のように中葉全体に及ぶような

場合を大葉性肺炎と呼ぶ。

白くなった部分が肺炎。浸潤様陰影

上葉

肺炎で通常は見えない小さな気管支まで

見える事があり、気管支透亮像(Air
broncogram＝エアブロンコグラム)と呼ぶ。

肺炎は癌、心臓病、脳卒中などに次いで死亡原因の第4位であり、毎年約11万人が死亡している。
特に高齢者の死亡原因の上位を占め、85才以上では死亡原因の第2位となっている。

肺炎は死亡原因第４位！

原因は肺炎球菌が第１位

市中肺炎（一般の人がかかる肺炎の事）の起因菌の第1位は肺炎球菌。ブドウ球菌やインフルエンザ
桿菌などと続く。小児ではマイコプラズマ肺炎も多い。

院内肺炎（いわゆる院内感染）では緑膿菌や黄色ぶどう球菌などが多いが、

耐性菌による感染も見られて治療が困難な事も多い。

肺炎球菌

肺炎球菌は連鎖（レンサ）球菌に

属していて、上図のように鎖状に

連結している。

白血球（好中球）による貪食を受ける

肺炎球菌（青く染まったのが肺炎球菌）

好中球

肺炎球菌

肺炎球菌は小児や高齢者の肺炎の起因菌として特に多い。特に小児における髄膜炎

や中耳炎の原因にもなる。肺炎球菌ワクチンが推奨される。Hib(ヒブワクチン）との
同時接種が問題になったが再開されている。ヒブワクチンはインフルエンザ桿菌

（インフルエンザウイルスとは違って、細菌）のワクチンの事。

私も右上葉の大葉性肺炎に35才頃に罹
患したが、大変きつかった。

結核菌の電子顕微鏡写真（このように棍棒状の形をしている）
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【③胸部レントゲン検査】 続き【間質性肺炎】
肺炎という名前が付いているが特殊なタイプの肺炎で肺で酸素と二酸化炭素のガス交換
を行う肺胞の上皮細胞の増殖と周囲の間質の炎症、繊維化を特徴とする。

【特発性間質性肺炎】
間質性肺炎の中で薬などの明らかな原因となるものが無いものを総称してこう呼ぶ。
厚労省の難病指定（公費対象）疾患である。 されるがそ特発性間質性肺炎は つに分類7
のうちの ～ ％が特発性肺腺維症であり、確定診断後の生存率は平均値で 年であ80 90 5

歌手の美空ひばりさんもこの病気で亡くなられている。り予後は良くない。
万人あたり ～ 人の有病率である。10 10 20

【薬による医原性の間質性肺炎】
間質性肺炎は薬などによっても生じる事がある。最も有名なのが肺癌治療薬として使用
されている で、 年販売以後約 年で 人余りの死亡報告がなされた。イレッサ 2002 3 600
肺癌そのものの予後が悪く治療そのものが困難な事は言うに及ばない。

【エイズによって引き起こされる間質性肺炎（ニューモシスチス肺炎 】）
エイズは過去の病気のように捕らえている人もいるかも知れないが、我が国では毎年約

人を超える新規の 感染者が報告されており、 である1000 HIV 累計患者数は約 人13000
またエイズを発症している人は最近は毎年約 人、累計患者数は約 人（ 年末 。2010 ） 400 6000

であり、 感染者数、 発症者数は漸増している事に注意が必要である。HIV AIDS

【エイズ患者の約 ％がこのニューモシスチス肺炎で発症する】40
真菌であるニューモシスチス・イロヴェチ（ ）によって引きPneumocystis jiroveci

起こされる。正常者では発症しないがエイズに限らないが免疫低下する
病気で発症する。

肺野は透過性が減少してスリガラス様陰影と呼ばれる

横隔膜辺縁が不鮮明となる

正常肺胞

間質性肺炎の顕微鏡写真

正常肺胞

この中は空気が

入っている

二 酸 化 炭 素

酸素（O2）

正常ではこの薄い肺胞壁の毛細血管

を流れる動静脈によって二酸化炭素

は肺胞へ放出されて呼気で体外へ、

また酸素は血中へ取り込まれる。

肺胞壁

間質性肺炎では肺胞上皮細胞

の増殖や周囲の間質の増殖で

ガス交換の障害が起こる。

ガス交換が上手

くいかない

この肺炎が通常の間質性肺炎やマイコプラズマ肺炎と誤診されている事も多く

医師は注意する必要がある。口腔カンジダ症の存在（口腔内や舌に白い白苔のような

ものが出来る）などに注意して観察する。

ニューモシスチス

の顕微鏡写真

idiopathic interstitial pneumonia
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【③胸部レントゲン検査】続き 【肺癌】
右写真はいわゆる末梢型肺癌の一例。

肋骨に重なって丸い腫瘤状陰影がある。

【肺門リンパ節腫脹の見られる疾患；サルコイドーシスや悪性リンパ腫】

鎖骨

肺癌 心臓や横隔膜、或いは肺血管陰影に邪魔されない肺野型の肺癌は比較的発見

されやすいが、このように肋骨に重なると小さな場合には医師の能力が低いと

発見されない事もあるので注意が必要である。

胸部CTに比べると、肺癌の初期発見能力は低いが、それ以外にも上記の様に
胸部レントゲン写真の読影には解剖学の知識と読影の基礎知識を必要とする。

私が勤務していた健康診断センターは、午前中に各医師が胸部レントゲン写真

などを読影して患者さんに説明していたが、午後には5名くらいの健診担当医
が集合して合同で胸部レントゲン写真や胃透視の写真の読影を行っていた。

このようにダブルチェックをする健診施設は残念ながら少ない。

両側肺の後ろの部分はこのように

心臓の白い陰影に邪魔されて読影

出来にくい。腫瘤が発見出来にくい

横隔膜下のこの部分にも肺があるが

白くなっていて見づらい。

肺にはリンパ節が多数存在するが

肺門付近にもリンパ節がある。

肺血管が心臓に出入りしたり気管が気管支に分岐

するこの付近を肺門と呼ぶ。

両側の肺門リンパ節が腫脹している

両側肺門リンパ節腫脹の典型的

な病気はサルコイドーシスが有名

である。片側性のリンパ節腫脹は

悪性リンパ腫などを念頭に検査を

進める必要がある。

これはサルコイドーシス患者

サルコイドーシスは類上皮細胞肉芽腫という良性疾患である。病変部位は

肺門、縦隔リンパ節、眼、皮膚、心臓などである。

自覚症状の無い両側肺門リンパ節腫脹は胸部レントゲン検査で発見される

事が多い。肺野病変が無い場合3年後に80％が自然消退する。

サルコイドーシスの肉芽腫病変は多くの場合寛解して予後は良好である。

原因は不明である。肺病変は95％以上に見られるが、眼病変として出現する
と霧
む

視
し

（目がかすむ、視界がぼやける）が出現する。眼病変の頻度は30～40
％である。まれであるが、心臓にサルコイドーシス病変が出現して完全房室

ブロックになり、人工ペースメーカー植え込み術をした患者さんを大学病院

時代に経験しています（学会報告するくらい希です）。
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【③胸部レントゲン検査】 続き 【縦隔腫瘍】
縦隔は左右の肺の真ん中にある部分を指す。前は胸骨、後ろは脊椎 、下は横隔膜（胸椎）
までの部分を指す。縦隔には胸腺、心臓、食道、などが含まれる。 などがある。胸腺腫

【胸腺腫】
胸腺とはリンパ球の産生をする組織だが、思春期頃に大きくなり（約 ）その後、30g

成人では脂肪組織に置き換わる。胸骨の裏面にあって心臓の前面付近に位置する。

重症筋無力症

胸部を輪切りにして見たところ

胸骨前

胸椎

縦隔肺
肺

胸膜

Ｔリンパ球の分化などに関与する免疫系に重要な組織である。

胸腺
腫大した胸腺腫

肺動脈

神経と筋肉をつなぐ接合部で、神経からの伝達物質（アセチルコリン）が上手く伝わらない事により発生する病気。眼瞼下垂

で始まる事が多い。骨格筋の障害が起こると手足の筋力低下などが起こる。厚労省難病指定疾患であり、約1万6千人が登録されて
いる（平成21年）。自己免疫疾患と呼ばれる病気の一種でアセチルコリンの受容体に対する抗体が産生される事が主な原因。

骨格筋
神経細胞

神経筋接合部

神経細胞側のシナプス

アセチルコリン

アセチルコリン

受容体

筋細胞側のシナプス

アセチルコリンが

受容体と結合して

筋収縮が起こる。

自己抗体が受容体

と結合する

アセチルコリン

命令が

伝達出来ない！

眼瞼下垂する

縦隔とは左右の肺に囲まれたこの部分を指す。

下は横隔膜。前は胸骨、後ろは脊椎（胸椎）。

thymus

胸腺腫の約８０％は良性。発症率は１００万人あたり１～５人と比較的希な疾患。胸腺腫患者の３０～６０％に重症

筋無力症（myasthenia gravis）が発生する。また、重症筋無力症の１０～１５％が胸腺腫を伴っている。重症筋無力症
の約６５％に胸腺過形成が見られる。
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【③胸部レントゲン検査】続き 【心拡大】
胸部レントゲン検査では肺、縦隔の他に心臓の拡大を確認出来る。心臓弁膜症、先天性
心臓病（心室、心房中隔欠損症など 、心不全（拡張型心筋症などによる）などで見ら）
れる。診断確定のために心エコーなどを行う事も多い。
【拡張型心筋症の心拡大】

【胸部レントゲンと心臓などとの関係について】

気管

下行大動脈のライン

左第４弓うの拡大が見られる事より、左心室の拡大が推定される。臨床では聴診で

心雑音が無ければ拡張型心筋症や高血圧による心拡大などを考えて心エコー

を行う事になる。この症例では心エコーで左心室の収縮力の低下と左心室の拡張

が確認された。

両側肺静脈の拡張が見られない事より、心拡大はあるが左心不全は起こしていない

と推定される。このように、胸写は見るだけで色々な情報を知る事が出来る。

左第４弓の拡大という語句の意味に関しては以下の記載を参照。

右第1弓は上大静脈のライン

上
大
静
脈右第1弓

上
大
静
脈

心臓の中はこうなっている

右心房

右心室

肺
動
脈

左心室

心室中隔

上
行
大
動
脈

左心房

下
大
静
脈

右第2弓

右第2弓は右心房のライン

大動脈弓

左第1弓は下行大動脈のライン

左第1弓

下行大動脈

肺
動
脈

左第2弓は肺動脈幹のライン
左第2弓

左第4弓は左心室のライン

左第4弓

左第3弓は左心房のライン
左第3弓

右

心

室

下
大
静
脈

胸部レントゲン写真で心臓と胸郭の大きさを

測定して心臓の大きさが正常か判定する｡これを

心胸郭比(CTR＝Cardio-Thoracic Ratio)と呼ぶ。

右側の最大径

胸郭最大径

A

左側の最大径

B

C

心胸郭比はA＋B
C

で計算される。

正常では50%以下。

CTR(Cardio-Thoracic Ratio)のCardio(カ
ルディオ）は心臓のという意味。

Thoracic（ソラキック）は胸郭のとい
う意味。

最近は放射線医学テキストでは弓という呼び名を

使用しないがここでは説明の都合上使用した。
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【③胸部レントゲン検査】 続き 【心不全】
胸部レントゲン検査では心不全の診断も可能である。心不全には左心不全と右心不全が

、 。あるが 臨床現場では実際には両方が組み合わさった両心不全の形をとる事の方が多い
心不全の原因には弁膜症、心筋症、心筋梗塞などがある。

心拡大

両側の肺血管陰影が拡張、怒張

している｡肺うっ血が著明。

心拡大 左肺野は肺胞に浸出液が貯留し

た状態がわかる。このような陰

影が両側に見られればバタフラ

イ様陰影と呼ばれて、肺水腫に

特徴的。

肺血管が拡張している

肺動脈

肺静脈は静脈と名前が付いているが、肺から酸素をもらったばかり

の血液が流れていて実際には動脈と同じ酸素が流れている。

心不全では左心室の機能が低下しているので左心房の血液が戻りにくい。

従って、左心房に流入してくる肺静脈も拡張する。

肺静脈

左心房

心不全で肺水腫を起こした肺胞

正常肺胞

肺胞内には浸出液が貯留している

正常肺胞

正常肺胞肺胞内には空気が入っている

空気

浸出液

浸
出
液
が
肺
胞
内
に
貯
留
し
て
酸
素

が
上
手
く
取
り
込
め
な
い
。
呼
吸
困

難
が
生
じ
る
。

心不全では左室機能が低下→左心房の血液が還流

しにくくなる→肺静脈も血液が左心房に戻りにい。

従って、肺静脈の血管が怒張する。

酸素を多く含ん

でいる
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【③胸部レントゲン検査】 続き 【胸水貯留】
胸水貯留もレントゲンで確認出来る。胸水貯留の原因としては胸膜炎、肺癌などの悪性
腫瘍に伴うもの、心不全に伴って貯留するものなど様々である。

正常者

正常ではこの肋骨横隔膜角(Costphrenic angle)
が鋭角でシャープなことが特徴的。

角度が鈍になってい

て胸水貯留がわかる

胸水貯留
この付近に腫瘤様陰影があり、肺癌などの悪性腫瘍

に伴う癌性胸膜炎による胸水貯留を念頭に検査を進

める

これも鈍角になっていて胸水貯留がある。

大量の胸水貯留を認める。心拡大な

どから見てうっ血性心不全に伴う

肺水腫、胸水貯留が考えられる。

このように上葉と中葉の間にも水が貯まって

いるのが確認出来る

大量の胸水貯留に隠れて腫瘤などがある事

もあるので、心不全などの原因が無ければ

CTなどの検査を進める。また、胸膜炎など
であれば胸水を穿刺して癌細胞が無いか等

検査をする。
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【④エコー(超音波検査 】）
超音波というのは人間が聞き取れない音で通常は 万 以上を指す。2 Hz
エコー検査では大体、 ～ （ メガヘルツ１メガは ）が使用される。3 10MHz MHz= ; 10６

エコーの原理はその名前の通り反射を利用していて送信した超音波を体内に送って
その反射波を受け取る事によって画像にデジタル変換している。

エコー検査は頚部動脈、甲状腺、乳房、腹部などの検査に利用されている。また、手足
の静脈血栓の検出や中心静脈栄養の際に鎖骨下動脈を穿刺する時のガイドの役目をする
など良く利用されている。また、血流をカラーで表示出来るカラードプラーエコーなど
もある。以下、各部位のエコー検査について解説する。

【 頚部(頸動脈）エコー検査】a :
頸動脈エコーでは、頚動脈の動脈硬化やプラーク(粥状粥腫）などがわかる。
頸動脈の内膜、中膜の肥厚の有無や血流速度などがわかる。

超音波検査で腹部などに当てられるこの部分をプローブ

と呼ぶ。これ1つで超音波を体内に送信、受信している。
プローブ

プローブはprobeからきていて探査、探るという意味。
まさしく体内を探査する器具。

ちなみに、このプローブ一つで数十万円もするので大切

に使用しなければならない。落下させたら大変！

臓器など

送

信

受
信

臓器などによって超音波の反射する抵抗(インピーダンス）
が異なるので、超音波の波の強度が変わる。この反射の違い

を同じプローブが受信する。

頚動脈はのど仏(甲状軟骨)のすぐ
横を走行しているので、触れる事

が出来る。

頚部エコー検査：

プローブの種類を変えれば

甲状腺も同時に観察可能。

頚動脈の解剖を以下に示す。

頸動脈エコーは総頚、内頚、外頚、椎骨動脈などが観察出来る。

このうち、血管径や内、中膜径の計測出来る部位で測定を行い、動脈

硬化の判定などを行う。

脳底動脈

後大脳動脈

内頚動脈 内頚動脈（海綿静脈洞部）

総頚動脈 総頚動脈

甲状軟骨

椎骨動脈

内頚動脈

3DCTA画像

内頚動脈

総頚動脈

椎骨動脈

甲状軟骨

椎骨動脈

頸
椎
棘
突
起

下顎骨

外頚動脈
外頚動脈

内頚動脈（椎体部）

鎖骨下動脈

海綿静脈洞

顎動脈

下甲状腺動脈

周波数は各臓器の検査に

よって異なる。
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【 頚部(頸動脈）エコー検査】続きa :
実際の頚動脈は下図のように観察される。

【 甲状腺エコー検査】b:
甲状腺は甲状軟骨の下にある。腫瘤発見に有用である。

頸動脈エコーでは内膜の厚さと中膜の厚さを合計して

「内膜中膜複合体厚」（Intima Media Thickness=IMT）
として表現して、動脈硬化の指標としている。

頚部の皮膚
頸動脈血管内腔

血管壁は内膜、中膜、外膜の3層からなる

内膜と中膜の厚さを合計したものを「内膜中膜複合体厚」と独特

の表現をして動脈硬化の指標としている。内膜、中膜を合計した

厚さが動脈硬化と相関する事からこの厚さが使用されている

頸動脈の血管内腔 内膜
中膜

脂肪組織
血管壁

外膜

正常頸動脈

正常では総頚動脈付近で

内膜中膜複合体厚は0.5～
1.0mmである。

動脈硬化による内、中膜肥厚の

認められる患者

動脈硬化によるプラーク(粥状粥腫)
形成の見られる患者

頸動脈の血管内腔 プラーク
血管内腔径

内、中膜の肥厚

正常では総頚動脈付近の血管内腔径は

収縮末期で6.0～8.0mmである。
実際には心電図を同時測定して計測する。

左図の正常者と比べて明らかに

内、中膜が肥厚している。

血管内腔にせり出したプラーク形成

が明瞭に認められる

甲状軟骨

舌骨（ぜっこつ）

右葉 左葉

甲状軟骨
峡部

甲状腺

甲状腺
内頚静脈

甲状腺は左葉と右葉の2つの側葉、及び
中央（気管前面）にある峡部より構成さ

れる

気管軟骨

腕
わん

頭
とう

静脈

気管

右葉

峡部

頚部皮膚表面

右鎖骨下静脈

右葉

峡部

上大静脈

左
反
回
神
経

上行大動脈

左葉 右
図
と
同
じ
方
向
か
ら
見
た

甲
状
腺
エ
コ
ー
写
真

左葉

気管

甲状腺腫瘍が良性か悪性かの判定には

エコー下針生検
せいけん

を行って組織を採取する。

実際の甲状腺エコー写真

生検というのは甲状腺などの組織の一部を

針を刺して採取し、顕微鏡で癌細胞が無い

かなどを調べる検査の事。肝臓や他の組織

でも行われる。英語でバイオプシー

(biopsy)
甲状腺縦断面図
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【 乳房エコー検査】C:
乳癌は、近年罹患率が上昇していて約 万人年の患者発生が推定されている。乳癌は5 /
早期発見すれば予後の良い疾患であり、 １( の 年Stage 5腫瘤が センチ以下で腋窩リンパ節転移無し）2

生存率は ～ である。胃癌などと同様に早期発見して「この病気に罹患して死ん90 98%
ではいけない」癌の一つであると個人的には思っている。

乳癌死亡率は2010年で20人/10万人であり
女性の癌死亡の第4位である。これは、乳癌
が罹患率第1位である事を考えると、予後が
良い事を示している。

我が国の乳癌死亡者数は増加傾向にある

マンモグラフィーやエコー健診率が外国に

比べて低いのも一因だと言われている。

1998年の罹患率
青表示

1978年の罹患率

1988年の罹患率

上図には癌の罹患率を年毎に表示しているが、最近癌の罹患率が上昇してきている

のが良くわかる。また、30才前後から発症しているが若い年代での発症が増加して
いるのも良くわかる。45歳前後がピークになっているが、30才を過ぎたら癌検診を
受ける方がより早期に発見出来るので良いのではないかと考える。

我が国の罹患率は外国に比べると低い

が、食生活の欧米化、脂肪、肉食の増加

も一因ではないかと言われる。

癌の原因にはその他、遺伝(遺伝因子も
確認されている）、女性ホルモンなどが

あげられている。
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【 乳房エコー検査】 続きC:
【乳房の解剖】
乳房イメージ図 脂肪

大
だい

胸
きよう

筋
きん

乳房の底は大胸筋に接している

乳管

乳腺葉

腺房が集合した乳腺小葉から分泌された乳汁は導管を通って一本の乳管となり

乳管洞へ集まる。乳頭部では15～20個の乳管が開口している。
乳頭

乳管洞
乳房は乳腺葉が10～20個集合して形成されている。妊娠していない女性の乳房は
この腺組織よりも脂肪組織の方が多くなっている。乳管洞には15～20個

の乳管が開口している

乳癌のエコー写真 最近はMRIマンモグラフィーも試みられる。

約2800人の乳癌リスク、高密度乳を対象に行った感検出効果を検討した文献では感度と特異度
は以下の通り。マンモのみの感度と特異度は0.52と0.91。＋超音波で0.76と0.84と感度がやや向上。
更にMRIを加えると、感度1.0と向上した。JAMA2012:307(13):1394-1404

乳癌検診はマンモグラフィーと超音波検査のどちらを受けるのが良いのか？

左写真はマンモグラフィー。非常に鮮明に写っているのでマンモグラフィーで十分かと思うかも知れな

いが、残念な事に若い人は乳腺組織が発達しているために白く写る事が多いので鮮明に写らない事もあ

る（一番下の写真参照）。また、マンモグラフィーは石灰化病変を得意とする検査方法でもある。
マンモグラフィ

乳管が綺麗に描出

従って、若い人達(40才前後)は超音波検査を主体とした検査＋自己検診(触診）が推薦されるが、もちろ
んマンモグラフィーの併用も構わない。（現在、マンモグラフィー＋超音波検査併用による乳癌検診の

疫学調査が大規模に行われている。）

50才以降になると乳房組織の繊維化が進むので逆に超音波検査が不利になると言われる。従ってマンモ
グラフィーを主体として自己検診が推奨される。もちろん、超音波検査併用も構わない。

乳癌発見はどの統計を見ても触診は超音波、マンモグラフィーに劣っている。触診による発見率が約60
％に対してマンモグラフィーや超音波検査による発見率は85％と高い数字を示している。

マンモグラフィーやエコーによる健診が有用で無いという海外の報告に関して：時折海外からの報告では擬陽性

（本当は良性なのに癌では無いかと疑ってしまう事）の人に無駄に検査をしたり、或いは切除する事があるとしている

また、上述のようにマンモグラフィやエコー検査で診断できない事を批判する報告もある。

しかし、これはそれぞれの検査に特徴（短所）がある事を良く認識して検査を受ければ良いのでは無いかと考える。

また、このような結果が生まれるから健診自体を否定するのは誤りだと個人的には考えている｡

50歳代のマンモグラフィ
（正常者）

左写真のように乳腺組織や脂肪の発達により全体的に白く写っているので癌が存在してもわかりにくい

総ての若い人達が全体的に白く写るわけでは無いが若い人達のマンモグラフィーが必ずしも100％
乳癌を発見出来ない理由がこの写真を見れば理解できよう。50歳代以降は逆に上写真を見てわかるよう
にマンモグラフィーが有効。

30歳代のマンモグラフィ

白く写っていて見えにくい部分がある。エコーとの併用が有用と考えられる。

35才以降の乳癌が最近増加しているのでこの点を良く理解して検診を受けてもらいたい。

乳房の最も最小単位は腺房と呼ばれる細胞で、それらが集まって乳腺小葉を形成

している。乳腺小葉が集合して乳
にゆう

腺
せん

葉
よう

となる。乳房はこの乳腺葉が10～20個集合
して形成されている。
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【 心臓超音波検査】d:
心臓エコー検査では弁膜症や左心室壁の肥厚、左心室腔の拡大などの他左心室機能の評
価など多くの有用な情報を得る事が出来る。また、カラードプラーにより血流も見る事
が出来る。

三尖弁

僧帽弁

三尖弁

僧帽弁

心エコー検査ではこの

第4肋間付近や心尖部
にプローブを置いて検

査する。

プローブ

プローブ
第4肋間付近にプローブを置くと下図の
ような心臓の各部位が観察出来る。

左心室

皮膚
肋骨

左心室心尖部

左心室

右心室

左心房

心室中隔
大動脈

僧帽弁

心室中隔

左室壁

左室壁

左心房

大動脈

右心室

左心室

時間経過

拡張末期の心臓
収縮末期の心臓

上図は左心室の収縮と拡張を時間経過で示した

この赤いラインのところを時間経過

を追って記録したのがMモード

収縮末期 拡張末期

この時期に撮影された写真が上図 この時期に撮影された写真が上図

収縮末期
拡張末期

左室壁の厚さ

左室壁の厚さは正常では約10mm。心筋症(肥大型）
や、高血圧では肥大するが高血圧による心筋肥大

は全体的に均等に肥大する事によって鑑別される。

左心室拡張末期径は正常では

40～50mm。拡張型心筋症や
心不全で拡大する。

心エコーではこのように収縮

や拡張がわかるので、心臓の

収縮力も判断出来る(左心室
駆出率などから心機能が良い

か悪いかも判断出来る）。

右心室
右心室

左心房

左心房

僧帽弁

右心房

左室壁

心室中隔

大動脈

大
動
脈
弁
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【ｄ；心臓超音波検査】 続き

【心エコーでは心筋梗塞などの壁運動異常も観察出来る】
残念ながら良いエコー写真がなかったので心カテの左室造影で代用させていただく

【心エコーでは心嚢液 貯留も確認出来る】(心膜液）

心尖部
心尖部

僧帽弁

こ
れ
は
カ
ラ
ー
ド
プ
ラ
ー
エ
コ
ー
で
す

三尖弁

左心室右心室

心室中隔 僧帽弁

三尖弁、僧帽弁閉鎖不全の弁膜症。

青く見えるのが逆流する血液。

逆流する血液

左心房右心房

プローブ

プローブを左図のように心尖部に置いて上方を見上げたエコー写真が左図。

救急車が近づいてくる時にはピーポーが大きく聞こえ、遠ざかる時には小さく聞こえる。これがドプラーの原理。ドプラー効果は

高校で習った人がいるかもしれない。この原理を応用してプローブに近づく血流が赤く表現され逆に遠ざかる血液が青く表現される。

この図では心臓が収縮している時に右心房や左心房に血液が逆流している(青くなっている＝プローブから遠ざかっている）。

収縮期
拡張期

左心室
左心室

左と比べてこの部分は良く収縮している

しかし、この部分は全く収縮していない。

上図は心筋症（蛸壺型心筋症）の例だが、心エコーでも同様に壁運動の異常を観察する事が可能である。

心室中隔

心嚢液貯留は希にしか見られない。急性心外膜炎などで見られる。

大学病院で、特発性心外膜炎の患者さんがいたが、大量に心嚢液が貯留して

頻回に心嚢液穿刺をした経験があるが心臓そのものを穿刺するといけないの

で緊張した経験がある。

左心房

この部分に黒い隙間がある(エコーフリースペース)。心外膜と
心臓の間に心嚢液が貯留している。

この症例では心室中隔の厚さに比べて遙かに左室壁が大きい。正常では

左室壁、心室中隔ともに10mm程度である。肥大型心筋症では壁肥厚に
差がある事も良く見られる。 高血圧でも壁肥厚が見られる事がある

が心室中隔、左室壁が同じように肥厚してくる。高血圧の未治療では血

圧が高い事で心臓に負担がかかるために代償的に肥大してくる。

左室壁

ASH(心室中隔厚/左室壁厚が1.3以上）が認められる事もある。
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【 腹部エコー検査】e:
他部位のエコー検査と同様に腹部エコーでは多くの情報を得る事が出来る。
肝臓、腎臓、膵臓、胆嚢、膀胱などの腫瘍、結石などの診断の他に男性では前立腺、女
性では子宮、卵巣の腫瘍なども診断出来る。但し、膵臓に関しては肥満者はエコーが入
りづらく膵臓全体を描写できないことがある。同様に脂肪肝では肝臓下面(時には肝臓
全体）が肥満者では観察しにくい。この場合は などを併用する。CT

腹部エコー検査は放射線被曝も

無く、簡単に素早く検査できる

骨盤

肝臓

腎臓

右の場所での横断面は下図のようになる

膵臓

胃があるために、下の膵臓が描出されにくい事もある。

（胃の泡を消す消泡剤を服用することもあ）

肝臓 右腎

左腎

脾臓

正常な肝臓

肝臓下面

お腹側

他癌からの肝臓転移

円
形
の
腫
瘤
を
認
め
る
。

腫
瘤
周
囲
に
低
エ
コ
ー
像

腫瘤

門脈

肝静脈

正常胆嚢像

肝臓 胆
嚢

胆石

胆嚢

胆石

胆石があると超音波ビームがそれ以上

下にいけないので、黒くなる。これを

音響陰影（acoustic shadow）と呼ぶ。

肝臓

腎臓

肝臓

腎臓
脂肪肝

肝臓と腎臓は実質臓器なので本来のエコー輝度は同程度だが、脂肪肝

では左図のように肝臓の輝度が高い。これをbright liverと呼ぶ。
脂肪肝の高度な人はエコービームが途中で入らなくなり、正常者では

肝臓下面まで見えるが、高度の脂肪肝では下面まで見ることが出来ない

エコー輝度の増強
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【ｆ；ＣＴ（ 】コンピューター断層撮影C Tomputed omography）

【ＭＲＩ（ 】核磁気共鳴画像診断M R Iagnetic esonance maging）

2005年データ

左グラフは2005年のデータだが、日本のCTやMRI普及率はダントツ
1位である。CTなどは約1万人に1台ある勘定になる。

日本

英国からは日本はＣＴ検査の放射線被曝による発癌が2～3%あるなどと
揶揄されている。

無論、不要な検査を安易に行う事は医療従事者側が認識しなければ

ならない。癌の早期発見などに威力を発揮するのもまた事実である。

①単純ＣＴ 通常のＣＴ検査はこの単純ＣＴと呼ばれて造影剤を使用しない。

検査部位は総ての体の部位が検査可能で、頭部、胸部、腹部、脊椎、骨などの疾患

の診断に極めて有用である。特に胸部ＣＴでは肺癌など胸部レントゲン撮影では発見

困難の場合でも威力を発揮する。肝臓、腎臓の病変描出には腹部エコーでも可能だが、

悪性の鑑別が必要な場合に後述する造影ＣＴなどが診断に有用。

欠点は放射線被曝量が多いこと。低線量ＣＴが使用されることもあるが、胸部レントゲンの被曝量が

0.06msv程度なのに対して胸部ＣＴは7msv程度になる事もある（但し、スライス幅や機器によっても
当然異なる）。また、胃透視検査は0.6msv程度である。

低線量ＣＴ器械の進歩、開発：上記の様に被曝量が多くなりがちなＣＴであるが、各医療機器メーカー

では低線量ＣＴ器械の開発に取り組んでおり、被曝量の軽減が進めば胸部レントゲン撮影の代わりに

ＣＴが導入されるようになるかもしれない（費用がネックだが）。

②造影ＣＴ
造影剤を通常は静脈から静注して撮影する。血管腫などの診断や血管の豊富な癌の診断

に有用となる。但し、造影剤（ヨード剤）によるアレルギーでアナフィラキシーショック

に陥ることもあるので、念入りな問診と、ショックに備えた薬品（アドレナリンやステ

ロイド）、気管挿管など人工呼吸のための器機も準備しておく。

最近は特に冠動脈造影の代わりにこの造影ＣＴが利用されることもある。３ＤＣＴＡ

と呼ばれ、急速静注する。但し、心臓の働きを抑えるための薬品（交感神経遮断剤等）

が必要となる。

普及率１位
Ｃ
Ｔ
Ｍ
Ｒ
Ｉ

放射線被曝が無いという利点がある。ＣＴに比べると検査時間が長くなり、頭部ＣＴなど騒音がひどいので、耳栓

を使用して検査を受ける。私も数年前に血管雑音性の耳鳴り（シューッ、シューッと聞こえる耳鳴りの事）が

あって、MRIをしたが、鉄道踏切の音（チンチン、カンカンといった感じ）のような音が時折聞こえた。また、
検査時間も20分程度はかかる。

ＣＴが360度方向からの放射線をコンピュータ解析して画像を作り出すのに対して、このＭＲＩは器械から発生する
磁気（磁力）と体内の水素、酸素、炭素などの原子核とが共鳴する事を利用して画像を作り出している。共鳴というと

難しく感じるかも知れないが、音叉を思い出すとわかりやすい。音叉が出す周波数と同じ音叉（振動していない）を

そばに置くと共鳴して止まっていた音叉も振動を始める。これと全く理屈は同じで器械と体の色々な原子核が共鳴

する。この共鳴の違いによって画像が得られるという事になる。
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【ＰＥＴ（ 】陽電子放出断層像P E Tositron mission omography）

は当初脳の研究にブドウ糖代謝の関連で使用されていた。その後、癌の診断に役PET
立つ事から利用されているが現在は を併用した が一般的に行われる。CT PET/CT

【上記の様な特徴を持つのがＰＥＴ】
従って、ＰＥＴを過信する事無く、不得意とする胃癌の検診には胃カメラ（胃透視 、）
肝臓、腎臓、膀胱などに関しては腹部エコー検査など通常の健診もうける必要がある事
を忘れてはならない。

Scintigraphy【シンチグラフィー】

ＰＥＴの原理は上述のようにブドウ糖代謝を利用したものである。18Ｆ（フッ素）で認識したブドウ糖を体内に

投与する。この時に体内でこの18Ｆ（フッ素）で認識したブドウ糖が代謝される時に陽電子（ポジトロン；positron）
を放出して、これを検出して画像化するのでＰＥＴと呼ばれる。

ＰＥＴ或いはＰＥＴ/ＣＴさえ受けていれば癌が総てわかる、と勘違い
している人が多いが、原理を良く理解していればそうでは無い事が

わかるはずである。投与したフッ素のくっ付いたブドウ糖は胃癌や

肺癌の一部、肝臓癌などには集積しにくい。また、投与したブドウ糖

が、腎臓、尿管、膀胱へと排泄されるためにこの部位には正常者

でもフッ素のくっ付いたブドウ糖が陽電子を放つので描写される（左

図を見てもそれが良くわかる筈である）。また、癌病巣５㎜以下では

検出率が低下する。

ＰＥＴの短所などについて

腎臓、尿管、膀胱には正常者でも投与されたフッ素付きブドウ糖

が陽電子を放っている。これらの器官へ排泄されるからである。

腎臓

尿管

膀胱

正常者のＰＥＴとＰＥＴ／ＣＴ 癌の発見に有用な部位もあるが、癌の治療後の転移巣やリンパ節

転移の確認などに有用でもある 。

シンチグラフィーの原理は、放射性同位元素（例えば骨シンチグラフィーならテクネシ（チ）ウム99mTc）を投与
して、癌の部位に集積したテクネシウムが放射線を発生して診断する。

頭蓋骨、肋骨、骨盤など黒の度合いが強い所にテクネシウムが集積して

癌の骨転移がある事が診断できる。

シンチグラフィーにはこの様に癌の骨転移発見に有用な骨シンチの他

脳血流シンチや心筋シンチなどがある。脳血流シンチにはテクネシウムや

ヨウ素の同位元素が使用される。

骨シンチグラフィー

赤印は骨転移

正常者 ちなみにシンチグラフィーのscintiはラテン語の光る、輝くという意味。
この放射線を検出する器械がシンチカメラ（スキャナー）

放射線同位元素の放出する放射線を光、或いは光り輝く物としてとらえて

命名されたと推測される。

放出陽電子
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【胸部ＣＴ；心血管系画像（横断面 】）

大動脈弓胸椎

上行大動脈

肺動脈

右心室

ＣＴ検査は上記の様に心血管系を観察する事が出来る｡解離性大動脈瘤などの診断も可能｡この画面では

肺が描出されていないが、デジタル画像の変更で肺を中心に観察する事も出来る。MRI、MDCTも使用される

ＣＴはX線に比べて放射線被曝量は多い｡例えば頭部ＣＴの実効線量は2mSVである。胸部CTは8、腹部CTは
10mSVとなっている｡胸部レントゲン撮影は0.06mSV。PET/CTは37.0mSVと高い｡胸部のCT第３版（メデイカル

サイエンスインターナショナル）2011より引用。

気管

左鎖骨下動脈 右腕頭静脈大胸筋

気管

上行大動脈

下行大動脈

右心房
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。下の写真は 年 月に家族でハワイ旅行に行った時の私にとって大事な写真である2006 8
生保の産業医という仕事をしていて１週間以上の長期休暇を取れたお陰でハワイ 回2
グアム 回、サイパン 回と海外旅行など家族との楽しい思い出が作れた事は感謝した2 1
い。臨床を出来なかったのは寂しい限りだが。

４輪バギーで運転して周遊する

次女 長男 長女

妻

私が５６才の頃。まだ、若い！

【メモ欄】

紙面の都合でこの頁はメモ欄とする。

１頁追加しないと次章の薬の解説が見開きにならないので。
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第 章5
薬の解説

病院で処方されている薬の解説をする。患者数の多い高血圧、糖尿病、脂質異常、
高尿酸血症（痛風 、鎮痛剤、抗生物質、胃腸薬などについて説明する。）

先発薬品、一般名、薬価 、後発品の有無、後発品があれば(薬価は小数点以下四捨五入にて表示）
その数と最安値から最高値までの値段分布、などを記載する。
薬の解説の読み方：左頁に薬の商品名や一般名などを記載。右頁にその薬の効果、仕組みなどについて

解説している。

ミカルディス テルミサルタン 20mg1錠75円

2mg1錠42円

50mg1錠74円
後発品無し

ブロプレス カンデサルタン 武田 2,4,8,12mg

アバプロ

イルベサルタン

大日本

住友

塩野義

50,100mg
イルベタン

ベーリンガー

アステラス

20、40，80
mg

薬品名 製薬会社 1錠組成 薬価一般名 後発品 後発品薬価範囲

左頁 右頁

アンギオテンシⅠ

アンギオテンシン変換酵素

以前はこの酵素の阻害剤

（ACE＝Angiotensin-Converting
Enzyme）ブロッカーが使用
されていたが最近は余り使用

されない

アンギオテンシⅡ

糸球体の輸出、輸入細動脈の間

付近に傍糸球体装置（細胞）があって

本来は腎血流が低下したり、炎症等が

あるとレニンが分泌される｡

ARBはこの過程をブロックする

アンギオテンシンレセプターブロッカーの作用機序

腎臓

傍糸球体装置

（傍糸球体細胞） レニン分泌から

始まる血圧上昇

アンギオテンシノーゲンⅠ

レニン

レニンによってアンギオテンシノーゲンⅠ

はアンギオテンシンⅠへと変換される。

薬品名

製薬会社名 薬価

後発品の有無と最安値

左頁の薬剤に関連した詳しい説明、解説をしている
薬品（商品）名など記載。また後発品の有無と最安値

なども記載している

左頁 右頁

薬価は平成24年4月からは変更になっているので、若干安くなっていると思われるが訂正していない。
当初出版したのが24年3月で一般向けに記載したためである。
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①高血圧

25mg1錠82円ニューロタン ロサルタン MSD 25,50,100mg

5mg1錠39円オルメティック オルメサルタン 第1三共
5,10,20,40m

g

ディオバン バルサルタン
ノバルティス

ファーマ

20,40,80mg
160mg

20mg1錠37円

バルタン星人のような名前だ！

ミカルディス テルミサルタン 20mg1錠75円

2mg1錠42円

50mg1錠74円
後発品無し

ブロプレス カンデサルタン 武田 2,4,8,12mg

アバプロ

イルベサルタン

大日本

住友

塩野義

50,100mg
イルベタン

ベーリンガー

アステラス

20、40，80
mg

薬品名 製薬会社 1錠組成 薬価一般名 後発品 後発品薬価範囲

フォーフォーッフォッフォフォフォ

レニン阻害薬

薬品名

ラジレス

一般名

アリスキレン

製薬会社

ノバルティス

1錠組成

150mg

薬価

150mg1錠
152円

後発品 後発品薬価範囲

後発品無し

カルシウム（Ca）拮抗薬 カルシウム（Ca）チャネル遮断薬とも呼ぶ

薬品名 一般名

アムロジピン

(ジヒドロピリジン系

カルシウム拮抗薬)

製薬会社

大日本

住友

1錠組成

2.5,5.10mg

薬価

2.5mg1錠
35円

後発品 後発品薬価範囲

アムロジン

ノルバスク

ペルジピン ニカルジピン

(徐放カプセル＝LA

カプセルもある）

現
在
カ
ル
シ
ウ
ム
拮
抗
薬

の
中
で
使
用
頻
度
が
高
い

有り

約36社
販売

2.5mg1錠で最安値17円
最高値27円

ファイザー

アステラス

10,20mg

10mg1錠13円

10mg1錠11円

有り

約9社
販売

どの会社も10mg1錠6円
ニコデール バイエル

有り

約18社
販売

アダラート

ニフェジピン

(ジヒドロピリジン系

カルシウム拮抗薬)

バイエル

現在はCR(Controlled

Release)、L=徐放錠が多い
CR錠10mg22円

CR錠の最安値11円
L錠の最安値6円

30mg1錠14円
有り

約11社
ヘルベッサー ジルチアゼム 30，60mg 10mg1錠最安値6円

上記薬剤はいずれもジヒドロピリジンカルシウム拮抗薬と呼ばれている。アダラート等が最初発売されたがいずれも

血中濃度が急激に上昇するために、ニフェジピンやニカルジピンは徐放錠や徐放カプセルタイプが販売されている｡

アムロジピンは血中濃度上昇が緩やかである。その他この種の薬剤にはニソルジピン（バイミカード；バイエル）などがある。

田辺三菱

ベンゾチアゼピン系カルシウム拮抗剤：房室伝導系にやや影響があり、徐脈傾向になる事もある。逆に上記アダラートは徐放錠でない場合、血管拡張

作用で頻脈になる。

有り

4社
ワソラン ベラパミル エーザイ 40mg 40mg1錠7円 40mg1錠最安値6円

ジフェニルアルキルアミン系カルシウム拮抗剤；房室伝導系への影響が上記ヘルベッサーより強い。上室性頻拍性不整脈にも良く使用されていた。

ATⅡ受容体拮抗剤（ATⅡ＝AngiotensinⅡ；アンギオテンシンⅡ）
ARB（Angiotensin Receptor Blcker）
アンギオテンシン受容体遮断剤とも呼ばれる
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【降圧剤の種類と作用機序】
レニン→アルドステロン分泌に伴う血圧上昇の過程降圧剤には腎臓から分泌される①

する類の薬がある｡現在は ( ) アンギオテンをブロック ARB A R Bngiotensin eceptor locker =
シンレセプター（受容体）ブロッカー（遮断剤）が多く使用される｡
また、カルシウムの血管内流入を抑える事によって血管拡張作用等による降圧効果をね
らった がある。その他 や による降圧剤② ③ ④カルシウム拮抗剤 利尿剤 交感神経ブロック

、もある｡最近は に利尿剤やカルシウム拮抗剤を配合した も販売されておりARB 配合薬
数種類の薬を服用しなければならない患者が少量で済むように改善されてきている｡
但し、この配合薬は新薬なので薬価はまだ高い｡

肝臓で作られる

アンギオテンシⅠ

アンギオテンシン変換酵素

以前はこの酵素の阻害剤

（ACE＝Angiotensin-Converting
Enzyme）ブロッカーが使用
されていたが最近は余り使用

されない

アンギオテンシⅡ

糸球体の輸出、輸入細動脈の間

付近に傍糸球体装置（細胞）があって

本来は腎血流が低下したり、炎症等が

あるとレニンが分泌される｡

ARBはこの過程をブロックする

アンギオテンシンレセプターブロッカーの作用機序

腎臓
傍糸球体装置

（傍糸球体細胞） レニン分泌から

始まる血圧上昇

アンギオテンシノーゲンⅠ

レニン

レニンによってアンギオテンシノーゲンⅠ

はアンギオテンシンⅠへと変換される。

アンギオテンシンⅡ受容体（AT1） アンギオテンシンⅡ受容体(AT2）

アンギオテンシンⅡ受容体にはAT1とAT2の2種類あるが、アンギオテンシンⅡ
の作用の大部分はAT1を介して行われる｡

アルドステロンは

副腎から分泌される

アルドステロン分泌される

Na(ナトリウム)貯留作用などが有り血圧が上昇する｡

副腎自体に腺腫等が出来ても

アルドステロンが分泌される｡

原発性アルドステロン症と呼ばれる｡

高血圧の6～10%程度を占めると言われる｡

ARBの多くはAT1選択性が強いがその
選択性には差がある。

ARB
Angiotensin
Receptor（受容体）
Blocker （遮断剤）
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ＡＲＢ解説 ＡＲＢ開発の歴史は本書｢わかりやすい高血圧の話｣の最後の頁に記載している。

発売の早い順に並べてみた

①

②

③

④

⑤

ロサルタン（ニューロタン） ＭＳＤ

ニューロタン２５ｍｇ

１９９８年販売開始

カンデサルタン（ブロプレス） 武田

１９９９年販売開始

バルサルタン（ディオバン）ノバルティス

２０００年販売開始

４０ｍｇ ８０ｍｇ

１６０ｍｇ

２０ｍｇ

オルメサルタン（オルメテック）

第一三共

２００４年販売開始

５ｍｇ １０ｍｇ ２０ｍｇ ４０ｍｇ

２ｍｇ ４ｍｇ ８ｍｇ

２５ｍｇ ５０ｍｇ １００ｍｇ

テルミサルタン（ミカルディス）

アステラス

２０ｍｇ ４０ｍｇ ８０ｍｇ

２００５年販売開始

⑥

イルベサルタン

（アバプロ）大日本住友

（イルベタン）塩野義

アバプロ５０ｍ アバプロ

１００ｍｇ

イルベタン

５０ｍｇ

イルベタン

１００ｍｇ

２００８年販売開始
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２０１２年４月に武田からアジルサルタン（アジルバ）発売

薬の名前の由来 由来は日本病院薬剤師会のインタビューフォームを参考に記載している

①ニューロタン（ロサルタン） ＮＵーＬＯＴＡＮ

本剤が新しいアンギオテンシンⅡアンタゴニストという意味でニュークラスをあらわすＮＵと

ロサルタンをあらわすＬＯＴＡＮを合わせてＮＵーＬＯＴＡＮ（ニューロタン）と命名された。

②カンデサルタン（ブロプレス）

AT1への選択性1000倍、半減期2時間

AT1への選択性10,000倍、半減期9時間
Ｃａｎｄｅｓａｒｔａｎ

ブロプレスのブロはブロック（Block）とBlood Pressureを掛け合わせて作られている。
アンギオテンシンⅡ受容体部位に作用し、アンギオテンシンⅡをブロックする事によって血圧

を下降させるという意味。

③バルサルタン（ディオバン） Ｖａｌｓａｌｔａｎ
AT1への選択性30,000倍、半減期4～6時間

ディオバンはAT1選択性が高いので、受容体に対してDual effects（AT1受容体をブロックする事と
AT2受容体に対しては刺激作用を持つ）。ValsaltanのVanを加えてディオバンとなった。

④オルメサルタン（オルメテック） Ｏｌｍｅｔｅｃ

オルメサルタンメドキソルミル（Ｏlmesartan Medoxomil）のオルメとTecnologyのテックから
オルメテックと名付けられている。

AT1への選択性12,500倍、半減期6時間

⑤テルミサルタン（ミカルディス） Ｔｅｌｍｉｓａｒｔａｎ

AT1への選択性30,000倍、半減期20～24時間

MycardisはMyocardial diseaseとCardiovascular diseaseからミカルディスと命名。

⑥イルベサルタン（アバプロ、イルベタン） Ｉｒｂｅｓａｒｔａｎ

血中半減期は各資料にバラツキがあるがおおよその目安を記載

AT1への選択性8500倍、半減期10～15時間

アバプロの名前の由来はインタビューフォームに記載されていないが、Advanced Productらしい

イルベタン（Ｉｒｂｅｔａｎ）はそのまま、Irbesartanから付けられていてわかりやすい。

一般名処方が今後、定着すると思われるが、このような一般名から素直に付けられた薬品名があると一般名により親しみが湧く

と思うが、似たような名前が増加しても紛らわしくなるかもしれない。薬品名記載の処方でも似たような名前での誤処方が多い。
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①高血圧 続き
交感神経遮断剤

薬品名 一般名 製薬会社 1錠組成 薬価 後発品 後発品薬価範囲

ナディック ナドロール 大日本住友 30，60mg
30mg1錠
62円 後発品無し

ベータ（β）ブロッカー（遮断剤）

セロケン

メトプロロール

アストラ

ゼネカ
20，40mg

20mg1錠
17円

後発品有り

５社販売

最安値20mg1錠6円ロプレソール ノバルティス

テノーミン アテノロール アストラ

ゼネカ

25，50mg
25mg1錠
61円

後発品有り約１３社発売

最安値25mg1錠6円

インデラル プロプラノロール
アストラ

ゼネカ
10，20mg

10mg1錠
16円

後発品有り５社販売

最安値10mg1錠6円

アルファ（α）ブロッカーは、主に血管平滑筋に作用して血管拡張作用によって降圧剤として使用されていたこと

もあるが、降圧効果が限定的、心血管予後改善を証明した臨床試験が無い事等より、現在は単独の使用は行われず

上記βブロッカーとの併用薬剤が販売されている。高血圧治療ガイドライン2009でもαブロッカー単独の使用は第１選択剤としても

推薦されていない。インデラル〔プロプラノロール）は下記で説明するβ１選択性が無いので、気管支喘息患者には使用禁忌である。

アルファ、ベータブロッカー〔α、βブロッカー）

アーチスト カルベジロール 第１三共
1.25，2.5mg
10，20mg

10mg1錠
75円

後発品有り６社販売

最安値10mg1錠29円

トランデート ラベタロール ＧＳＫ 50，100mg 50mg1錠
19円

後発品有り２社販売

最安値50mg1錠６円

ベータブロッカーは現在、心臓に選択的に作用して気管支収縮に影響の無い薬剤も増加しているが、喘息患者

には慎重に投与する必要がある。これは交感神経β（ベータ）刺激が気管支拡張作用があるため、βブロッカー

使用が気管支を収縮させるためである。心臓に選択的に作用するβ１ブロッカーが使用されることが最近は多い。

また、βブロッカー単独使用、又は利尿薬との併用は糖、脂質代謝に悪影響を及ぼす。従って、高齢者や糖尿病

患者などには第１選択薬とはならない。高血圧治療ガイドライン2009

アルマール アルチノロール 大日本住友 5，10mg
5mg1錠
33円

後発品有り７社販売

最安値5mg1錠８円

ローガン アモスラロール アステラス 10，20mg
10mg1錠
29円 後発品無し

モスラの名前が付いているが怪獣モスラとは

無関係である〔笑）。

利尿薬〔我が国での使用頻度は約10％と少ない。主にサイアザイド〔チアジド）系利尿薬が使用される。）
最近はARBとの併用〔合剤）の形で製品となっているものもある。薬価は安いが、糖、脂質代謝に影響を与える。
また、カリウムが減少することもある〔スピロノラクトンは逆に高Kに注意）。尿酸値を上昇させることもある。

ニュートライド
ヒドロ

クロロチアジド
東和薬品 25mg

25mg1錠
6円 後発品のみになっている

フルイトラン
トリクロル

メチアジド
塩野義 1，2mg

1mg1錠
10円

後発品有り。１０社販売

最安値1mg1錠6円

アルダクトンA スピロノラクトン ファイザー 25mg,50mg
25mg1錠
23円

後発品有り１３社販売

最安値25mg1錠6円
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【降圧剤の作用機序】
【カルシウム拮抗剤の作用機序】
細胞外から細胞内へカルシウムイオンが流入することで血管や心筋平滑筋が収縮する。

することによって させ、心筋収縮力を抑カルシウム拮抗剤はこの流入を阻止 血管を拡張
えることで降圧効果が得られる。

【交感神経遮断剤（βブロッカーなど）の作用機序】
交感神経刺激のうちα刺激は主として血管収縮に作用する。この刺激をブロックするα

β刺激は心筋を収縮させ、ブロッカーは高血圧に単独では使用されなくなっている。
がある。β１は主に心臓に作用して肺の気管支収縮への関与が少な肺の気管支拡張作用

いので最近はこの が高血圧には使用される。β１遮断剤

カルシウムイオン カルシウムイオン

カルシウム拮抗薬が細胞内への流入をブロックカルシウムチャネル細胞外

血管平滑筋

細胞

細胞内

細胞内にカルシウムイオン

が流入して血管収縮

血管拡張して降圧効果が得られる血圧上昇

交感神経刺激にはα、βの２種類ある
選択的なβ１ブロッカーは心筋収縮力を

抑えて降圧効果を示す。
β刺激は心収縮を強め、肺の気管支拡張作用がある

α刺激は主に血管を収縮させる

心筋収縮力の抑制
血
管

β刺激は気管支拡張作用がある

従って選択的なβブロッカーの使用

が必要。選択性の無いβブロッカー

は喘息を悪化させる。選択性があると言っても100％選択的では無いので、喘息患者には慎重投与が必要

α刺激にもα１とα２の２種類がある。

交感神経のβ２は血管拡張

作用を持つ｡

収縮

拡張
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高血圧治療剤
最近は （アンギオテンシン受容体遮断剤）に利尿剤、カルシウム拮抗剤を配合しARB

薬剤量が増えるた が多く見られるようになった。 がある（配合薬 服薬量の減少などの利点
にカルシほど服薬を怠る傾向にあるので、薬の量が減った方が服薬コンプライアンスが良い）。また、ARB

、或いは死亡率が低いなどウム拮抗剤や利尿剤を併用した方が、心血管罹病率が少ない
の大規模臨床試験結果などが、こういった配合薬が生まれる背景ともなっている。
但し、新薬で後発品がまだ無いことからまだ薬価はやや高い。

レザルタス配合錠
オルメサルタン＋

アゼルニジピン
第１三共

LD/HD
の２種類

１錠９１円 後発品無し

オルメサルタンはARBで商品名オルメティック、アゼルニジピンはカルシウム拮抗薬でカルブロックである。
これも上記と同様に第１三共の製品同士を配合したものである。ＬＤ（Low Dose）はオルメサルタン10mgと
アゼルニジピン8mgの合剤であり、ＨＤ（High Dose）はオルメサルタン20mgとアゼルニジピン16mgの合剤。

ユニシア
カンデサルタン＋

アムロジピン
１錠１５０円 後発品無し

LD/HD
の２種類

武田製薬

カンデサルタンはARBで商品名ブロプレス、アムロジピンはカルシウム拮抗剤。このうち、ブロプレスは武田製薬
が販売している。配合剤の中では最後に承認されたものであり、現在までARB＋カルシウム拮抗剤の配合剤は
この①ユニシア、②エックスフォージ配合錠、③レザルタス配合錠の３種類である。

配合剤（合剤）

②利尿剤＋ARB（アンギオテンシンⅡ受容体拮抗剤）

プレミネント
ロサルタン＋

ヒドロクロロチアジド
MSD １種類 １錠１５９円 後発品無し

ＭＳＤ製薬は以前のメルク万有や他社が合併して出来た製薬会社。ロサルタンはＭＳＤ製薬がニューロタンとして

販売しているARBである。ヒドロクロロチアジドは利尿剤。ロサルタン（ニューロタン）50mgとヒドロクロロ
チアジド12.5mgの合剤である。

エカード配合錠
カンデサルタン＋

ヒドロクロロチアジド
武田

LD錠１錠
８０円

LD/HD
の２種類

後発品無し

カンデサルタンはARBで武田製薬からブロプレスで販売している。武田製薬は上記の様にARB＋カルシウム拮抗剤
の配合剤であるユニシアと、このエカードという２種類の配合剤を販売している。

その他この種の配合剤にはミコンビ、とコディオという２種類があり、合計４種類ある。

コンビニではない。

配合剤（合剤）①Ca拮抗剤+ARB
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【降圧剤の作用機序】
【利尿剤の降圧機序】
基本的には利尿剤は する（つまり、塩分が体の中腎臓での の体内への再吸収を阻害Na

10に取り込まれないようにする）事により降圧作用を示す。我が国での使用頻度は約
％と海外に比べると少ない。薬価は安いが、尿酸値を上昇させたり、糖、脂質代謝への

ARB悪影響の懸念などもある事から我が国での使用量は少ない。最近は前述のように
（アンギオテンシンⅡ受容体拮抗剤）との併用による配合剤として利用されることの方
が多い。
利尿剤は腎臓の中の尿細管からの塩分（Na）再吸収を阻害することによって降圧効果を発揮する。

サイアザイド系利尿薬などは尿細管からの体内への再吸収を阻害する

循環血液量が減少する。減塩食が高血圧に有効なのと同じ理屈 。
体内（細胞内）

糸球体は腎臓の中にあって、尿を作る。細動脈

を血液が流れる間に濾過される。

細動脈

③

糸球体で作られた尿（原
げん

尿
によう

と呼ぶ）は体外に排泄

されるまでに①近位尿細管、②ヘンレループを

通り③遠位尿細管、④集合管へと移動する。

①

尿細管を通る間に、体内の状況によってNa,Kなど
の電解質を体内に再吸収したりする。

逆に、体内の余分な電解質を尿細管に排泄する。

④

尿となって

体外へ排泄

②

尿の流れていく方向
このように、腎臓は濾過作用だけで無く体の

電解質のバランス調節作用も行っている。

例えば塩辛いものを食べすぎたりすると

正常者では尿細管へNaを排泄して調節している
その他尿細管ではアミノ酸や水分などの再吸収も行う。

尿素窒素やクレアチニンなどの老廃物は尿中へ排泄する。

水分の再吸収だけで無く体の状況によって水分が過剰に

なれば逆に水分を尿細管へ排泄する。
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配合薬解説

最近は前述のように服薬コンプライアンスの改善にも役立つような配合薬が増加している。

ARB＋利尿剤、或いはCa拮抗剤などがある。ただ、薬価の高いARBをベースにした、やや乱立模様
の配合剤販売に異議を唱える人もいる。

販売順に以下解説する。

①プレミネント（ロサルタン＋ヒドロクロロチアジド）

2006年発売（ＭＳＤ） ロサルタンカリウム50mg＋ヒドロクロロチアジド12.5mg

Ｐremiea（最初の、主役の）とＥminent（傑出した）を組み合わせてＰreminent

Ｐｒｅｍｉｎｅｎｔ

ロサルタンは単独ではニューロタンとして販売されていて25,50,100mgがある。

②エカード（カンデサルタン＋ヒドロクロロチアジド）

2009年発売（武田薬品） カンデサルタン4mg,又は8mg＋ヒドロクロロチアジド6.25mg

ＥｃａｒｄＬＤ（カンデサルタン4mg）
ＥｃａｒｄＨＤ（カンデサルタン8mg）

Ｅffective Ｃandesartan （期待した効果の得られるカンデサルタン）＋Ａnd Ｒeduced Ｄiuretic（減量した
利尿薬）からＥＣＡＲＤと命名されている。

カンデサルタンはブロプレスとして2,4,8mgが販売されている。

③コディオ（バルサルタン＋ヒドロクロロチアジド）

2009年販売（ノバルティスファーマ）

ＣｏーＤＩＯ ＭＤ（ヒドロクロロチアジド6.25mg）

ＣｏーＤＩＯ ＥＸ（ヒドロクロロチアジド12.5mg）

MDはModerate EXはExtraから命名

コディオ（Co-Dio）はＣombination＋ディオバン（Ｄiovan）から命名している。

バルサルタンはディオバンとして20,40,80,160mgが販売されている。

２つともバルサルタンは80mg含有している

④ミコンビ（テルミサルタン＋ヒドロクロロチアジド）

2009年販売（アステラス製薬発売；製造販売はベーリンガー）

ＭｉｃｏｍｂｉＡＰ（テルミサルタン40mg）
ＭｉｃｏｍｂｉＢＰ（テルミサルタン80mg）

どちらもヒドロクロロチアジド12.5mg含有

ミカルディス（Ｍicardis）＋Ｃombinationからミコンビと命名されている。

テルミサルタンはミカルディスとして20,40,80mgが販売されている。

ARB＋利尿剤（総てヒドロクロロチアジドが使用されている）
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配合薬解説（続き）

⑤カンデサルタン＋アムロジピン

前頁はARB＋利尿剤（ヒドロクロロチアジド）だったが
この頁の配合剤はARB＋Ｃａ拮抗剤である。

ユニシア ＵＮＳＩＡ ＬＤ（アムロジピン2.5mg含有）
ＵＮＳＩＡ ＨＤ（アムロジピン5.0mg含有）

2010年発売 （武田薬品） どちらもカンデサルタン8mgを含有している

和名も洋名もユニシア（ＵNISIA）だが、和名は１つの薬剤（ＵNI）で高血圧患者に（ＳIAWASE）を
与えるという意味でユニシアと命名。洋名はＵNI-ＳuperＩor Ａnti-hypertensiveから命名。

カンデサルタンは武田薬品よりブロプレスとして2,4,8,12mgが販売されている。

⑥バルサルタン＋アムロジピン エックスフォージ ＥＸＦＯＲＧＥ

バルサルタン80mg＋アムロジピン5mg
2010年発売（ノバルティスファーマ） （エックスフォージはこの1種類のみ）

エックスフォージ（ＥＸＦＯＲＧＥ）はＥXTRA（力強さ）＋ＦORGE（鍛造する）から命名。
Forgeには鍛冶屋、炉等の意味も有りforge a swordは剣を鍛造するという意味。その一方で捏造する
という意味も持っていてa forged checkは偽造小切手となる。勿論、エックスフォージにこの意味は無い。

バルサルタンはディオバンとしてノバルティスから20,40,80,160mgが販売されている。

⑦オルメサルタン＋アゼルニジピン レザルタス ＲＥＺＡＬＴＡＳ

ＲＥＺＡＬＴＡＳ ＬＤ（オルメサルタン10mg＋アゼルニジピン8mg）
ＲＥＺＡＬＴＡＳ ＨＤ（オルメサルタン20mg＋アゼルニジピン16mg）

2010年発売（第一三共）

Ｒesult（成果）を期待してＲＥＺＡＬＴＡＳと命名されている。

オルメサルタンは第一三共からオルメティックとして5,10,20,40mgが発売されている。
また、アゼルニジピンは同じく第一三共からカルブロックとして8,16mgが発売されている。

ARBもＣａ拮抗剤も同じ製薬会社の薬を使用してもらった方が製薬会社としても嬉しい所か？

⑧テルミサルタン＋アムロジピン ミカムロ（アステラス製薬､ベーリンガー）2010年発売
製造はベーリンガー

テルミサルタン40mgとアムロジピン5mg
ミカルディスのMicとアムロジピンのamloからMicamlo（ミカムロ）と命名されている。

テルミサルタンは薬物代謝酵素P450では代謝されない｡アムロジピンの代謝には薬物代謝酵素CYP
3A4が関与している｡従ってCYP3A4阻害剤のエリスロマイシン､ジルチアゼム等の併用では血中濃度
が上昇する｡同様に､グレープフルーツもこのCYP3A4を阻害する｡逆にリファンピシンなどの
いわゆるCYP3A4誘導剤は逆にアムロジピンの代謝を促進させて血中濃度が減少する｡

テルミサルタンはベーリンガー､山之内からミカルディスとして2002年発売｡発癌性が話題になった事
もあるが、確証は得られていないようである｡ARBの発癌性云々の論文でで使用されていた86％がこのテルミサルタン
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【糖尿病治療薬】
インシュリン皮下注射を除く経口糖尿病薬は以前より種類が増えている。古典的な膵の
インシュリン分泌促進薬である 薬から解説していく。スルホニル尿素
①スルホニル尿素薬

日本サノフィ

グリベンクラミド

中外

商品名

1.25,2.5mg

一般名

1.25mg
9円

製薬会社

名
薬剤用量

後発品有り

１０社販売

1.25mg最安値５円

後発品有り：２社販売

０．５グラムでは１０円が最安値

薬価 後発品の有無、後発品薬価最安値

ヘキストラスチノン トルブタミド 日本サノフィ 0.5ｇ １錠１４円

オイグルコン

ダオニール

尚余談だが、このアマリールに良く似た名前のアルマール（これはα、βブロッカーで降圧剤）が、間違えられる

事件が起こったという事である。

この薬剤は第３世代のスルホニル尿素薬であり、作用時間が２４時間と極めて長い。

アマリール
0.5，1，3
mg

1mg
２２円

後発品有り約３０社販売

1mg最安値9円
グリメピリド 日本サノフィ

トルブタミドが第１世代のスルホニル尿素薬で、このグリベンクラミドは第２世代の薬である。トルブタミドの作用

持続時間が８時間と短いのに比べてこのグリベンクラミドの作用時間は18時間と長い。

②速効性インシュリン分泌促進薬

以下に示す２つの薬剤はスルホニル尿素構造を持たないが、膵β細胞のSU（スルホニル）受容体に結合して
インシュリンを分泌する。作用時間が２～３時間と短いので食直前に服用して高血糖を抑制する効果がある。

食後高血糖はグルコーススパイクと呼ばれ、血管に悪影響を及ぼす。服用は食前10～30分前に行う。

レパグリニド

スターシス

0.25,0.5mg大日本住友

味の素ー

第１三共

ナデグリニド

アステラス

30,50mg

後発品無し
30mg1錠
２２円

ファスティック 後発品無し

シュアポスト １錠３２円 後発品無し

日医工 50mg

大日本住友

後発品のみ１種類

後発品有り６社販売

最安値９円

③インシュリン感受性亢進薬

スルホニル尿素薬のようにインシュリン分泌促進薬と異なり、標的細胞のインシュリン感受性を高める事で効果を

発揮する。ビグアナイド系薬剤などがある。

a)ビグアナイド薬

メトグルコ メトホルミン 250mg １錠１０円

ジベトス ブホルミン １錠１０円

このビグアナイド剤は乳酸アシドーシスが大々的にマスメディアで報道され、一旦殆どのこの系統の薬剤は市場

から回収された。しかし、臨床大規模試験がその後行われ安全性と効果が再確認されて欧米での使用が増加している

我が国においても大日本住友製薬がこのメトグルコ（メトホルミン）に力を注いでいる。

この薬に限らず、マスメディアの報道はワクチン等に関してもややヒステリックになる事もあるので冷静な対応が

薬剤効果や副作用の報道に関しては必要であろう。余談だが、詰め込み教育を散々批判したマスメディアが一転してゆとり教育を批判

するのには苦笑してしまう。

この他キッセイからミチグリニド（商品名グルファスト5、10mg）も発売されている。
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【糖尿病治療薬の作用機序】
血糖は膵臓から出るインシュリンによって低下する。血糖低下させるホルモンはインシ
ュリンだけである。

①スルホニル（SU）尿素薬は膵β細胞を刺激
してインシュリン分泌を促進する

インシュリン分泌細胞

（膵β細胞）

最近の第３世代薬ではアマリールなど

肝臓での糖新生を抑制する

②ビグアナイド剤は直接膵β細胞は刺激しない。

筋肉,脂肪組織などでの糖利用の促進、肝臓の糖新生抑制、
腸管からの糖吸収を抑制して血糖値を低下させる

メトグルコ（メトホルミン）など

肝臓

腸管からの糖吸収速度も低下させる

糖利用促進 標的細胞のインシュリン抵抗性を低下させる。

標的細胞へのグルコース取り込みの促進

メトホルミンは糖尿病患者の癌発生率を低下させるという解析

結果が最近報告されている。
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【糖尿病治療薬】
経口血糖降下剤は今まで解説してきた が代スルホニル尿素薬とビグアナイド薬の２種類
表的なものであったが、最近は以下に示すような作用機序の薬剤が使用されるようにな
った。その一つが次に示す である小腸からの吸収を遅らせるαグルコシダーゼ阻害剤

0.2mg1錠
44円

後発品有り 約２４社販売

最安値0.2mg17円

①αグルコシダーゼ阻害剤

商品名 一般名 製薬会社名 薬剤用量 薬価 後発品の有無、最安値

ベイスン ボグリボース 武田 0.2,0.3mg

セイブル ミグリトール 三和化学
25，50，
70mg

25mg１錠
30円

後発品無し

グルコバイ アカルボース 田辺三菱 50，100mg 50mg1錠
25円

後発品有り８社販売

50mg1錠最安値17円

この薬は食事のショ糖（砂糖）、麦芽糖、オリゴ糖を加水分解して小腸からの吸収を助けるαグルコシダーゼを

阻害する。従って、小腸からの糖分吸収が遅れることで効果を発揮するという事になる。膵臓そのもに作用する

訳では無い。副作用として、小腸からの糖分吸収を妨げるので、残った糖分などが大腸へ移動することによって

放
ほう

屁
ひ

が増加し、鼓
こ

腸
ちよう

（おなかが張る）等が見られる。

②ＤＰＰ４阻害薬

食物を摂取すると小腸からグルカゴン様ペプチド１（ＧＬＰ１）が分泌されて、膵臓からのインシュリン分泌を

促進させる。このグルカゴン様ペプチドはＤＰＰ４によって分解されてしまう。従って、このＤＰＰ４を阻害

すれば、インシュリン分泌が持続するという理屈で使用される。

ジャヌビア

シタグリプチン

MSD

25,50,100mg 25mg1錠96円

後発品無し

グラクティブ 小野 後発品無し

エクア ビルダグリプチン ノバルティス 50mg 50mg1錠105円 後発品無し

販売されて間もないので後発品も無く、薬価は以前からあるビグアナイド剤などと比べても高い。

③インシュリン抵抗改善薬

アクトス ピオグリタゾン 武田 15,30mg 15mg1錠84円
後発品有り約19社販売
15mg最安値59円

膀胱癌騒動でヨーロッパで話題になったアクトスであるが、現在販売を続けている。膀胱癌発生のリスクがやや高い

ということで、膀胱癌罹患歴のある人などへの投与は避けなければならない。また、浮腫の副作用報告頻度もやや

高い。また肝障害の副作用にも注意が必要である。この薬は膵臓そのものに作用するので無く末梢組織の

インシュリン抵抗性を改善するという作用機序を持つ。

④速効性インシュリン分泌促進薬と糖吸収抑制のアルファグルコシダーゼ阻害薬（α－ＧＩ）の配合薬

降圧剤にはARB＋利尿剤､Ca拮抗剤の配合薬は多いが､糖尿病でも配合薬がある｡
速効性インシュリン分泌薬ミチグリニド（商品名グルファスト）とαーＧＩのボグリボース（ベイスン）

配合剤のグルベスがそれである（キッセイより2011年7月販売）｡

ミチグリニド10mg、ボグリボース0.2mgが配合されている｡

グルベスの名前の由来はグルコースのGluと治療のベストチョイスと言う事でBesからGlubes（グルベス）
と命名されている。合剤なので低血糖への注意が必要｡代謝はグルクロン酸抱合化（UGT1A9,1A3）による。
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【糖尿病治療薬の作用機序】
αグルコシダーゼ阻害剤、 阻害剤等の作用機序の解説DDP4

胆嚢
肝臓

αグルコシダーゼ阻害剤は膵臓そのものには作用しない

十二指腸
膵臓

膵管（主膵管）

食事中の多糖類は小腸粘膜上皮に存在する

αグルコシダーゼによって単糖類になって

吸収される。

αグルコシダーゼ阻害剤はここをブロックする

ファーター乳頭部

吸
収
さ
れ
な
か
っ
た
多
糖
類

糖分の吸収が遅れる

小腸
小腸

しかし！消化、吸収をブロックするので吸収されなかった多糖類が

大腸へ到達すると、腹が張った感じ（鼓腸感）や放屁が増加すると

いった副作用が見られる。腸に病変がある人も服用が出来ない。

拡大

小腸粘膜上皮

ＤＰＰ４という物質がこのGLP1を分解してしまう

ＤＰＰ４阻害剤はこれを阻止する

食物を食べると小腸からGLP1という物質が
分泌されて、膵臓のインシュリン分泌を促す

膵臓

ＧＬＰ１そのものは注射薬として製品化されている。インシュリン

胆嚢

総胆管

ファーター乳頭部

主膵管

肝臓

放屁の副作用は70～80%に見られる。下痢は約14%

単糖類

多糖類

αグルコシダーゼ

吸収

グルコバイはαグルコシダーゼと

バイエルから商品名が付けられている

これはガラクトース

アカルボースの化学構造式

似ている
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【脂質異常症治療薬；その１】
脂質異常は動脈硬化の原因となる。 であるが、これらによって基本は食事と運動療法
も血液の異常が改善されなければ薬を使用することになる。家族性高コレステロール血
症などの場合には、薬が必須である事も多い。
①ＨＭＧーＣＯＡ還元酵素阻害剤（スタチン系）

メバロチンは我が国で最初に開発された言わば国産品

商品名 製薬会社名 薬剤用量 薬価 後発品の有無、最安値一般名

メバロチン プラバスタチン 第１三共 5，10mg 5mg1錠59円 後発品有り、約25社販売
5mg1錠最安値16円

後発品あり。リピトール アトルバスタチン アステラス 5，10mg 5mg1錠67円

リポバス シンバスタチン MSD 5，10、20mg 5mg1錠130円 後発品有り、約12社販売
5mg1錠最安値33円

後発品無しリバロ ピタバスタチン 第１三共 1,2mg 1mg1錠72円

クレストール ロスバスタチン アストラ

ゼネカ
2.5，5mg 2.5mg1錠76円 後発品無し

ロコール フルバスタチン ノバルティス 10,20,30mg 10mg1錠44円
後発品有り、4社販売
10mg1錠最安値29円

同じスタチン系薬剤でもリポバス（シンバスタチン）は多剤に比べて高い。メバロチンが最初に販売されたので

後発品の値段も安くなっている。それなら安い薬の方が良いのでは？と思われるかも知れないが、第１世代の薬

よりも次世代に開発されたリピトール（アトルバスタチン）やクレストール（ロスバスタチン）などの方がLDL
コレステロール（悪玉コレステロール）低下作用は強い。薬は安ければ良いというものでもない？一面もあるということ。

スタチン系薬剤の副作用

②イコサペント酸エチル（n3多価不飽和脂肪酸） 魚の脂の成分と同じ

横紋筋融解症は良く知られた副作用で有り、筋肉痛、筋脱力などの症状出現に注意するが、医師側でもCPK(CK)
などの血液検査を行って注意深い観察を行っている（筈だ）。その他、いわゆる脂溶性スタチンであるリポバス

（シンバスタチン）は、グレープフルーツジュース引用にて血中濃度が上昇するので注意が必要である。

その他、肝臓で作用する薬であるので肝機能のチェックも当然必要であり、定期的な血液検査を医師側もしている

（筈）。

但し約0.01%（1万人に1人）の割合

エパデール
イコサペント酸

エチル
持田

300，600，
900mg

600mg
1錠49円

後発品有り、約17社販売
600mg1錠最安値16円

魚を食べ過ぎても問題は無いが、この薬のように化学物質となってしまうと場合によって出血傾向があると

いうことで、胃、十二指腸潰瘍のある人などに対しては投与禁忌となっている。魚を食べましょう！

また、この薬は閉塞性動脈硬化症にも効能、効果が認められている。

③コレステロール吸収阻害剤 小腸（空腸）にあるコレステロールトランスポーターを阻害して吸収を抑制する

ゼチーア エゼチミブ バイエル 10mg 5mg1錠227円 後発品無し

脂質異常（特にＬＤＬコレステロール高値）ではスタチン系薬剤が第１選択になっていることが多く、この薬剤を

最初に使用することは少ない。スタチン系薬剤単独使用でも効果が期待できない場合などに併用するが、肝機能異常

などには十分注意する。薬価も１錠２２７円！（平成２３年３月末まで；薬価改定があるので少々安くなる筈）と高い。

2011年11月より後発品販売
後発品販売3ヶ月で数量シェア18%を占めた。
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【脂質異常症薬の作用機序】
コレステロールに必要な解説すると難しくなるが、簡単に言うと肝臓の中で合成される

する事で、コレステロール合成を阻害しようという事である。酵素を阻害（ブロック）
還元酵素というのは大変長い名前だが一応こうなる。HMG-COA
還元酵素( ）HMG H M G-COA ydroxy ethyl lutaryl-CoA reductase

脂肪組織

アセチルCoAというのは脂質、糖質、蛋白質が代謝されて出来る
化学物質で左記のような化学構造式を持つ。アセチルCoAは、
この経路以外にもクエン酸回路の初期段階で必要であり、

ATPなど人体に必要なエネルギー生産の原料となる重要な物質。

アセチルCoA

肝臓

HMG-CoA還元酵素阻害剤
（スタチン）はこの部分

を阻害してコレステロール

合成を阻害する。
HMG-CoA還元酵素阻害剤が、途中過程
をブロックするのでコレステロール合成

が出来ない→コレステロール低下する

エゼチミブは小腸

（空腸）からの

コレステロール吸収

を抑制する

小腸

脂質異常には魚を摂取する方が良い。上記の様な薬剤も重要であるが、魚のイコサペント酸も体に良い。

約２万人の健康な米国人男性医師を対象とした１１年間のコホート研究で最低週一回魚を食べる習慣のある群は

突然死のリスクが５０％低かった。その他、心筋梗塞後の男性患者に少なくとも２回／週魚を食べさせた所

（イコサペント酸エチル２．５グラム相当）、中性脂肪と、ＬＤＬコレステロールの減少を認め、総死亡率が約30
％減少（虚血性心疾患死亡は約８％低下）した。DART研究1989

その他、魚を多く摂取するエスキモーには心臓疾患が少ないことも良く知られている。
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【脂質異常症治療薬；その 】2
スタチン系薬剤以外には下記に示すような薬が使用されることもある。それぞれの薬剤

数種の特徴によって使い分けられる。時には家族性高コレステロール血症の患者などは
が必要なこともある。また、特に悪玉コレステロールが高値の場合には類の薬剤の併用

ＬＤＬ人工血液透析の器械などを利用して悪玉コレステロールを吸着させて低下させる
といった特殊な治療が行われる事もある。アフェレーシス

商品名 一般名 製薬会社名 薬剤用量 薬価 後発品の有無、最安値

クロフィブラート
クロフィブラート

カプセル
東和薬品 250mg 250mg1錠9円

後発品のみ2社が販売

ベザトール

ベザリップ
ベザフィブラート

ニッセイ

中外 100，200mg
100mg1錠
27円

後発品有り、10社販売
100mg1錠最安値6円

フェノフィブラート
フェノフィブラート

カプセル
寿 100mg 100mg1錠

33円
後発品のみ3社が販売

④フィブラート系薬剤 中性脂肪を低下させる作用が強いので、脂質異常Ⅳ型（家族性高トリグセリド血症）などに使用される。

フィブラート系薬剤の副作用

胆汁酸として排泄されるので胆石形成する事があり、胆石患者には投与禁忌となっている。

⑤ニコチン酸系薬剤

ユベラN(ニコチネート)
カプセル

エーザイ 100，200mg 100ng1錠6円
後発品有り、7社販売
100mg1錠最安値5円

脂肪細胞における脂肪分解を抑制して脂肪酸動員を減少させて、トリグリセライドの合成

を抑制する。

ニコチン酸はビタミンＢ３とも呼ばれる。ナイアシンとも呼ばれてビタミン剤などのサプリメントにも良く含まれて

いることが多い。トコフェロールというのはビタミンEの事。ビタミンEには抗酸化作用がある。ビタミンEには脂質
異常を改善する作用は認められていないが、抗酸化作用による老化防止、発がん抑制に役立つと考えられる。

ビタミンEはナッツ類、緑色野菜などにも多い。ニコチン酸はサバ、レバーなどに多い。

コレキサミン ニコモール 杏林 200mg 200mg1錠9円
後発品有り、2社販売
値段は同じ9円

トコフェロール

ニコチン酸エステル

⑥胆汁酸排除薬（陰イオン交換樹脂；胆汁酸結合樹脂） 小腸に排泄された胆汁酸塩と結合する。胆汁酸が腸肝循環

によって肝臓に戻るのを阻止する。

胆汁酸にはコレステロールが含まれているため、阻止する

事でコレステロール低下させる

クエストラン粉末 コレスチラミン サノフィ 粉末44.4% 1g8円 後発品無し

コレバイン コレスチミド 田辺三菱 500mg 500mg1錠37円 後発品無し

⑦プロブコール コレステロールの胆汁中への排泄を増加させることが主な作用機序と考えられている

シンレスタール

ロレルコ
プロブコール

第１三共

大塚製薬 50%細粒 0.5g細粒46円
後発品有り、12社販売
0.25gで6円、0.5g換算12円が最安値
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【脂質異常症治療薬の作用機序】

【陰イオン交換樹脂（コレスチラミンなど）の作用機序】

【プロブコール（シンレスタールやロレコ）の作用機序】

血液中の悪玉コレステロール

が減少する。

肝臓内で胆汁が産生されて総胆管を通って

十二指腸ファーター乳頭部から小腸へと

排泄される。消化の働きを助けてくれる。

肝臓の細胞のコレステロール濃度が

減少→血管内の悪玉コレステロール

を肝臓に取り込む働きが増加する

肝臓

胆嚢

総
胆
管

胆汁として分泌される胆汁酸の中に

コレステロールが含まれている

陰イオン交換樹脂は、この

胆汁酸の小腸での再吸収を

阻害する。
膵臓

膵管胆汁酸

プロブコール肝臓

コレステロールを含む胆汁酸の排泄増加作用がある

胆汁酸が増加する事でコレステロールを腸管へ排泄する

胆汁酸

プロブコールの注意すべき副作用

心電図でQT延長（0.1%未満）を起こすことがあり、心室細動につながり致死的となる
事もあるので定期的な心電図検査が必要である。

脂質異常の基本はあくまでも①総カロリー摂取の制限（及びコレステロールを含む食物の制限）

②適度な運動③魚類、野菜類の積極的な摂取である。更に喫煙は動脈硬化の原因となる。禁煙も必要
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【痛風（高尿酸血症）治療薬】
と尿酸値を低下させる薬がある。痛風の発作時に使用するコルヒチン
尿酸合成を阻害するアロプリノール 尿酸排泄尿酸を低下させる薬には 種類あり と2 ① ②

などがある。（尿中へ尿酸を排泄する）を増加させるプロベネシド
痛風発作時治療薬

商品名 一般名 製薬会社名 薬剤用量 薬価 後発品の有無、最安値

発作時の痛みにはコルヒチンが有名だが、その他の一般の鎮痛剤も使用される事も多い

コルヒチン錠

0.5mg「タカタ」
コルヒチン 高田 １種類0.5mg １錠9円 後発品のみ

尿酸降下薬

①尿酸合成阻害剤 プリン体から産生される尿酸の合成過程で必要なキサンチンオキシダーゼという酵素

を阻害して、尿酸合成を妨げる。

ザイロリック アロプリノール GSK 50,100mg 50mg1錠15円 後発品有り約15社販売
50mg最安値3円

ザイロリックの副作用

発疹の頻度が高く（約3%）投与数ヶ月から数年後に出現する事があり注意が必要である。また、投与開始数週間
は痛風発作を引き起こすことが有り、コルヒチン或いは鎮痛剤の投与が必要な場合もある。

②尿酸排泄促進剤
腎臓における近位尿細管での尿酸の再吸収を阻害する。従って尿酸が体内に再吸収されず

尿中へ排泄されることによって尿酸値が低下する。

ベネシッド プロベネシド 科研 250mg 250mg1錠10円 後発品無し

ユリノーム ベンズブロマロン 鳥居 25，50mg 25mg1錠17円
後発品有り、8社販売
25mg1錠最安値6円

上記薬剤投与禁忌患者

腎結石、或いは高度腎機能患者への投与は禁忌である。これは尿中尿酸排泄を上記の２つの薬剤は増加させるが、

この尿中尿酸排泄増加が腎結石、或いは高度腎機能障害者に悪影響を及ぼす可能性があるから。

また、痛風急性期には投与しないことも明記されている。また、これらの薬も血中尿酸値が低下した時に痛風発作

を誘発することも有り、鎮痛剤の投与が必要なこともある（特に投与初期に起こりやすい）。
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【痛風（高尿酸血症）治療薬の作用機序】
尿酸結晶を白血球が貪食して、 リソソーム酵素痛風は高尿酸血症で析出した 放出される

によって が起こり、痛みとなって発症する。細胞の炎症、細胞死

【 （ ） 】尿酸合成阻害剤；アロプリノール は尿酸生成途中過程をブロックするザイロリック

【尿酸排泄促進剤（ユリノームなど）の作用機序】

パクパ
ク

リソゾーム酵素を分泌

細胞

痛
風
発
作

白血球

尿酸結晶 細胞の炎症、細胞死が起こる

食事中のプリン体
アロプリノール（ザイロリック）

ヒポキサンチン
ブロック

キサンチン

合成促進

キサンチンオキシダーゼ

尿酸

合成促進

アロプリノール（ザイロリック）

ブロック

近位尿細管

糸球体

尿
酸

体内

尿酸排泄促進剤（ユリノームなど）

はここをブロックする

近位尿細管

拡大

集合管

ヘンレループ

（ヘンレの係蹄）

尿細管からの尿酸再吸収を阻害して

尿酸を尿中へ排泄させる

尿管へ

xanthine

uric acid

hypoxanthine

allopurinol

xanthine oxidase
キサンチンオキシダーゼ
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【鎮痛薬】
鎮痛薬には色々な分類の仕方があるが、大きく分ければモルヒネような中枢（脳）神経
に作用して効果を発揮する と に分かれる。その他麻薬① ②麻薬性鎮痛薬 非麻薬性鎮痛薬
類には分類できないが中枢に作用する （ペンタゾシンなど）がある。オピオイド鎮痛薬
ここでは一般に使用される非麻薬性鎮痛薬について解説する。

末梢性の痛みは から派生する種々の などの化学物質アラキドン酸 プロスタグランディン
が関与する。この過程で という酵素が必要だが、多くシクロオキシゲナーゼ（ ）COX
の非麻薬性鎮痛剤はこのシクロオキシゲナーゼをブロックすることで効果を発揮する。

非麻薬性鎮痛薬

A:非ステロイド抗炎症薬
シクロオキシゲナーゼ（COX）阻害薬（酸性抗炎症薬）

①サリチル酸類 サリチル酸類はヤナギの樹脂などに含まれる植物由来の物質で、古くから樹皮の抽出物として

解熱、鎮痛に用いられてきた。特にサリチル酸がアセチル化されたアスピリンは100年以上に
わたって臨床で広く用いられてきた。

商品名 一般名 製薬会社名 薬剤用量 薬価 後発品の有無、最安値

アスピリン アスピリン バイエルなど粉末と

腸溶錠100mg

腸溶錠1mg1錠
6円

バイエルなど約10社が販売

アスピリン単独での使用は少なくなっている。アスピリンはインフルエンザにおけるライ（Reye）症候群との関係
も指摘されているので原則として15才以下の小児にはインフルエンザには使用しない。

②アリール酢酸系 a)インドール酢酸誘導体

インテバン

インダシン
インドメタシン

大日本住友

MSD
経口薬、座薬

クリーム、貼付

インテバンSP

25mg1錠９円
後発メーカーは10数社有り

インドメタシンは胃腸障害（胃潰瘍など）、腎障害などの副作用の発生率が高い。これを改善するために以下に示す

3つのプロドラッグと呼ばれて、インドメタシンの前駆物質が体の中に入ってインドメタシンへ変換する薬も使用
される。

インフリー
インドメタシン

ファネシル
エーザイ 100,200mg

100mg1錠
20円

後発品無し

ランツジールコーワ アセメタシン 興和 30mg 30mg1錠
12円

後発品無し

ミリダシン プログルメタシン 大鵬薬品 90mg 90mg1錠
15円

後発品無し

以上の他にインドメタシン類似の構造を持つスリンダクと呼ばれる薬もある。これもプロドラッグである。

クリノリル スリンダク 杏林 50，100mg 50mg1錠12円 後発品無し

②アリール酢酸系 a)フェニル酢酸誘導体

フェナゾックス アンフェナク 興和創薬 50mg 50mg1錠18円 後発品無し

ボルタレン ジクロフェナク ノバルティス
錠剤は25mg

座薬などあり
25mg1錠14円

後発品有り；座薬、貼付、

クリーム、軟膏など多数有り

ボルタレンは最も良く使用される鎮痛剤の一つである。胃痛を起こすことが多く胃潰瘍穿孔例もあるので、空腹時の服用は避ける。どの鎮痛薬も

同様である。
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【鎮痛薬の作用機序】

麻薬性鎮痛薬（モルヒネ、ペチジン、コデインなど）

中枢性（オピオイド受容体）

オピオイド鎮痛薬（ペンタゾシンなど）

非ステロイド系鎮痛薬の作用機序

細胞イメージイラスト

炎症細胞

アラキドン酸

この部分だけをブロック

するのが理想的

しかし、腎臓や胃にもプロスタグランディン

は影響している

シクロオキシゲナーゼ2
（COX-2） 促進

プロスタグランディン

胃粘膜保護、腎血流増大

などなど色々働きがある

プロスタグランディン

痛み、発熱

鎮痛剤で選択性の無いものはこの部分までブロック

して、胃痛の原因になったりする。

プロスタグランディンには色々

な種類がある。更にブラディキニン

などの化学物質もある。

胃

胃粘膜保護、血管拡張 腎血流増大

アラキドン酸からプロスタグランディンへの経路にはシクロオキシゲナーゼ1（COX-1）というのもあって、正常細胞
では常時活動している。この酵素をブロックすると胃、腎臓、その他の血管などへ影響が出る。鎮痛剤に選択性が

あると言われるものでも胃潰瘍などを起こすリスクがあるので空腹時の服用は避ける。また、胃薬も同時服用が無難。
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【鎮痛薬】続き

この薬品系統は一般にも良く使用されるイブプロフェン（イブ）などが含まれる。比較的副作用は少ない方だが

以下に示すロキソニンなどはやはり胃への作用が強い。私はこのロキソニンや前頁のボルタレンなどを食後に胃薬

と一緒に服用しても胃痛がする。もっぱら最近は市販のイブを服用している。このイブプロフェンの他にも病院で

処方されていて一般にも市販されているものがあるが、市販の場合は大抵薬用量が少なくなっている。このイブの

場合病院での処方は200mgだが、市販品は150mgである。

商品名 一般名 製薬会社名 薬剤用量 薬価 後発品の有無、最安値

ブルフェン イブプロフェン 科研 100，200mg100mg1錠10円 後発品有り；薬価は同程度

ナイキサン ナプロキセン 田辺三菱 100mg 100mg1錠9円 後発品無し

モーラス

（テープ）
ケトプロフェン 久光

内服は無し。

テープ、座薬

テープ20mg1枚

31円
後発品有り；テープ同含有量で最安値９円

ロキソニン ロキソプロフェン 第１三共 60mg 60mg1錠20円 後発品有り；最安値６円

④オキシカム誘導体

バキソ ピロキシカム 富山化学 10，20mg 10mg1錠12円 後発品有り；最安値6円

モービック メロキシカム 5，10mg 5mg1錠42円 後発品有り；最安値20円第１三共

ロルカム ロルノキシカム 2，4mg 4mg1錠18円 後発品無し大正製薬

⑤アントラニル酸誘導体

ポンタール メフェナム酸 125，250mg 125mg1錠6円 後発品有り；同程度の薬価第１三共

ポンタールはシロップ、細粒も有り小児にも良く使用される。私の子供も随分お世話になった。

⑥シクロオキシゲナーゼ2（COX-2）阻害剤
セレコキシブ（商品名セレコックス；アステラス製薬）

セレコックスの副作用注意点；本来なら前頁記載の如くこのようなCOX2選択的阻害剤が有用なはずである

しかし！COX2を選択的に阻害するので、COX1の働きが強まりトロンボキサン合成によって心血管に悪影響を及ぼす
（心筋梗塞、脳卒中のリスクが高まる）との報告もがあるので、慎重に投与すべきである。

⑦塩基性抗炎症薬

ソランタール チアラミド 50，100mg 50mg1錠10円 後発品無しアステラス

⑧アミノフェノール系解熱鎮痛薬

この種の薬剤としてはアセトアミノフェンがあり、小児用としてカロナールなどの商品名がある。

⑨ピリン系解熱鎮痛薬

注射としてスルピリン、メチロンなどの注射が有り解熱効果が高いが、ショックなどもあるので使用しないほうが

良い。外来でも安易に使用する医師がいるが、一般的な鎮痛剤は経口、或いは座薬で使用した方が良い。

③アリールプロピオン酸系誘導体

同様の作用機序を持ったロフェコキシブは販売中止となっている
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アレキサンダー

フレミング博士

抗菌薬の分類(作用機序からの分類）
現在は種々の抗菌薬が開発、販売されている。以下イラストにその分類を示す。

ペニシリン(系）

セフェム

オキサセフェム

セファマイシン

モノバクタム

カルバペネム

ペネム

βラクタム

penicillin テトラサイクリン(系）

アミノグリコシド

マクロライド

クロラムフェニコール

tetracycline

aminoglycoside

chloramphenicol

リボソーム
ribosome

蛋白合成阻害

細胞壁合成

阻害

核

ＤＮＡ(核酸合成阻害）

ペプチド（系）

ポリミキシンＢ硫酸塩

細胞膜合成阻害

キノロン(系）

リファンピシン

quinolones

rifampicin polymyxins

ペニシリン(系）

βラクタム

オキサセフェム

代表的成分名代表的成分名 （）内は販売薬品名

アモキシリン＋クラブラン酸(合剤）

商品名オーグメンチン(合剤）

セフェム

penicillin
ベンジルペニシリン、アンピシリン

セファレキシン、セファクロル(第１世代）

（バイシリン） （ビクシリン）
セフォチアム(第２世代）（ハロスポア）
セフカペンピボキシル(第３世代）

（サワシリン）

セファマイシン

（ケフレックス） (ケフラール） （フロモックス）

セフメタゾール（セフメタゾン） セフミノクス（メイセリン）

ラタモキセフ（シオマリン） フロモキセフ（フルマリン）

モノバクタム アズトレオナム（アザクタム） カルモナム（アマスリン）

カルバペネム メロペネム（メロペン） ビアペネム（オメガシン）

ペネム ファロペネムナ（ファロム）

キノロン
ノルフロキサシン

（バクシダール）

ロメフロキサシン

（バレオン）

抗生物質

抗生物質の歴史；皆さん御存知のようにフレミング博士が1929年ブドウ球菌培養実
験中に青カビ(Penicillium notatum)コロニー周囲に阻止円が出来た事がペニシリン
発見のきっかけとなっている

抗菌薬
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薬物代謝酵素について

薬物は生体内では酸化､還元､加水分解､抱合などの種々の代謝を受ける｡1964年に大村､佐藤らにより
肝ミクロソーム内に存在するヘム蛋白質が同定されＰ４５０と命名された｡後にこれがシトクロム

Ｐ４５０と称され、酸化的代謝を行う薬物代謝酵素の本体である事が明らかになった。

何故Ｐ450なのか？

これはこの研究開発歴史をたどれば明らかになるのだが､この開発経緯も興味深いものがある｡

Ｐ450は薬物代謝の約8割に関与すると言われる

1958年Klingenbergは肝ミクロゾームを亜ジチオン酸ナトリウム（Na2S2O4）で還元し､一酸化炭素（CO）
を通気すつ路450nmに吸収極大を示すスペクトルが出現する事を発見！

上述の大村､佐藤らが1964年にこの事が新規のヘム蛋白に起因する事を証明し、可逆的に酸化還元
を行なうシトクロムの性質を備えている事から450nmに吸収極大を示す色素（Pigmennt）という意味
でＰ450と命名したというわけです。

シトクロムとは酸化還元機能を持つヘム鉄を含有するヘム蛋白である｡チトクローム、サイトクロム､シトクロームとも呼ばれる

Ｐ４５０には更に色々な分子種に分かれる｡このうち肝臓内の約1/3、小腸内の約7割に存在するのが
ＣＹＰ３Ａである。この代謝酵素を阻害するので有名なのがグレープフルーツジュースである。

この酵素はカルシウム拮抗剤などの代謝に関与するので､グレープフルーツジュース飲用後には

薬によっては数倍の血中濃度に達する事もあるので注意が必要である｡

カルシウム拮抗剤などＣＹＰ３Ａが関与する

薬は水で飲む事！
グレープフルーツが酵素を阻害する

阻害は持続的で3～7日持続したとの報告
もある｡

グレープフルーツ

は駄目！
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主なシトクロームＰ４５０分子種と薬の代謝､阻害薬など

ＣＹＰ３Ａ
ＣＹＰ２Ｃ９ ＣＹＰ２Ｃ１９ ＣＹＰ２Ｄ６ ＣＹＰ１Ａ２

代
謝
を
受
け
る
薬
剤
名
（
基
質
）

代謝を受ける薬剤は阻害薬によって血中濃度が増加する。誘導薬は酵素薬は逆に酵素の代謝を促進

させるので､薬剤の血中濃度は減少する｡いずれも併用には注意が必要｡

誘
導
薬

阻
害
薬

カルシウム拮抗薬

（ベラパミルなど）

降圧薬

（エプレレノン；セララ

選択的アルドステロン拮抗）

抗不整脈薬

（ジソピラミド）

スタチン系脂質治療薬

（アトルバスタチン

シンバスタチン）

抗不安薬

（ベンゾジアゼピン系）

PPI
（オメプラゾール等）

副腎皮質ホルモン

（デキサメサゾン等）

鎮咳薬

デキストロメルファン

（メジコン）

アルツハイマー薬

（ドネペジル等）

パーキンソン薬

（ブロモクリプチン）

グレープフルーツ

Ｈ２ブロッカー

（シメチジン等）

抗生物質

（マクロライド系 ）

抗真菌薬

イトラコナゾール等

経口避妊薬

抗てんかん薬

フェノバルビタール

カルバマゼピン

抗結核薬

リファンピシン

抗凝固薬

ワルファリン

糖尿病薬

トルブタミド

抗てんかん薬

フェニトイン

脂質異常治療薬

（スタチン系）

フルバスタチン

痛風、高尿酸血症

ベンズブロマロン

NSAIDs
ジクロフェナク

アンピロキシカム

脂質異常治療薬

（ フ ィ ブ ラ ー ト

系）

フェノフィブラー

ト

パーキンソン薬

エンタカポン

抗真菌薬

フルコナゾール

抗てんかん薬

フェノバルビター

ル

カルバマゼピン

ＣＹＰ３Ａは約半数の代謝に関与する

ＰＰＩ

（プロトンポンプ

阻害薬）

ランソプラゾール

（タケプロン）

オメプラゾール

（オメプラゾン）

抗血小板薬

クロピドグレル

（プラビックス）

ＣＹＰ３ＡやＣＹＰ１

Ａ２等でも代謝される

抗不安薬

（ベンゾジアゼピン系）

ジアゼパム

抗血小板薬

チクロピジン

（パナルジン）

抗真菌薬

フルコナゾール

ボリコナゾール

抗てんかん薬

フェノバルビタール

カルバマゼピン

抗結核薬

リファンピシン

降圧薬（β遮断剤）

メトプロロール

カルベジロール

抗不整脈剤

フレカイニド

プロパフェノン

鎮咳薬

デキストロメトルファン

（メジコン）

ＳＳＲＩ

パロキセチン

（パキシル）

抗不整脈薬

キニジン

抗ヒスタミン薬

ジフェンヒドラミ

ン

（レスタミン）

抗真菌薬

テルビナフィン

気管支拡張剤

テオフィリン

アミノフィリン

抗精神薬

オランザピン

睡眠改善剤

ラメルテオン

（ロゼレム）

ＳＮＲＩ

デキュロセチン

中枢性筋弛緩薬

チザニジン

カフェイン

抗菌薬

（ニューキノロン）

ノルフロキサシン

（バクシダール）

シプロフロキサシン

喫煙

炭火焼き肉

抗てんかん薬

フェニトイン

カルバマゼピン
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薬物の小腸からの吸収､代謝と肝臓での代謝

薬物相互作用は薬物の吸収､分布､代謝、排泄の各過程で起こるが､代謝過程で起こる相互作用が

一番強い｡このうち約９割はチトクロームＰ４５０を介したものである。

チトクロームＰ４５０は肝臓に多くこのうちＣＹＰ３Ａが約半数であり、薬物代謝に寄与する割合

も多い｡

小腸
門
脈

小腸上皮細胞

ＣＹＰ３Ａ

代謝

肝臓

ＣＹＰ

上図のよう 。に小腸、肝臓で初回通過効果があると、薬物が全身循環に移行する前に

代謝されるので全身循環移行薬物量（生体内利用率；バイオアベイラビリティー）が

少なくなる。

小腸初回通過効果 肝初回通過効果

内科系では投薬の機会は少ないがうつ病治療に第１選択として使用される選択的セロトニン

取込阻害薬（ＳＳＲＩ）やセロトニンノルアドレナリン取込阻害薬（ＳＮＲＩ）はＣＹＰ

に対する影響が強いものがある

抗菌薬の中ではマクロライド系のエリスロマイシン（エリスロシン）とクラリスロマイシン

（クラリス、クラリシッド）はＣＹＰ３Ａに対して阻害作用を示す｡これらはそれぞれの代謝物

がＣＹＰ３Ａと複合体を形成するためその作用が持続的で強い｡

従ってＣＹＰ３Ａで代謝される降圧薬（カルシウム拮抗薬）やスタチン系の脂質異常治療薬

等の併用時には注意が必要である｡
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【新薬はどうして開発されて製品化されていくのか？】
皆さんも治験のアルバイト情報などを目にしたことがあるかもしれない。どのようにし
て新薬が開発されていくのかを以下に解説する。

新しい化学物質の発見、合成成功

スクリーニングをして薬になりそうな

物質を調べる。

２～３年

ちょっと可愛そうだが、癌、感染症

難病などの新薬開発で多くの人

が助かるので勘弁していただきたい
動物での前臨床試験

３～５年

臨床試験第1相が初めて人で行われる試験。
私なら受けませんけど、これは少人数の人を対象

として、安全性や薬の用量範囲などを決める。 臨床（第１～３相）試験

第1相試験のことを例えば
フェーズⅠとか呼ぶ

３～５年

第Ⅱ相試験は更にⅡa,Ⅱbに分かれるが、Ⅰ相より
多くの人（100～300人）に投与して有効性、安全性
を確認する。用法、用量の確認。

治験に参加する事で報酬が得られる

仕事があるが、特に新しい作用機序の

薬などに関しては注意して参加する

必要がある。

第III層試験は更に多くの人数（1000～3000人）
の人に投与して有効性、副作用、従来の治療との

比較などを行う。

事前申請、書類提出

↓

承認、許可

１～３年
臨床試験第1相は初めての人への投与となるわけで
慎重にしなければならないのだが2006年に英国で
行われたTGN1412試験（免疫細胞の薬）では悲惨な
結果になった。健常者6名に注射を時間をおかずに
投与した所全員が呼吸困難などを訴えて集中治療室

で治療を受けることとなった。死亡者は出なかった

が、指の切断、脊髄障害などの後遺症が3名に残っ
てしまった。

新薬販売

臨床試験（第Ⅳ相試験）

市販後の調査

安全性の確認、有効性

確認、副作用報告

発売後4~10年で特許が切れて
後発品（ジェネリック）販売

新薬が販売されるまでに数千人規模の試験が行われて

販売されるのだが、販売後に新たな副作用（時に重篤）

が判明することも有り、注意喚起の文書が厚労省から

出されたりする事もある。

化学物質の発見

合成成功

スクリーニング

薬になりそうなのは

どれか？調べる

チュ
ーチ
ュー
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【医療費の話】
皆さんが病院を受診して例えば風邪などで薬をもらうと、 をもらう筈で領収書（明細）
ある｡これは されている｡余り詳しく見たことが無いという2006 4 1年 月 日より義務化
人も多いかもしれないが、この項目では医療費がどのような仕組みで支払われているか

皆保険制度ということについて解説する｡ 我が国で本格的な（今のような仕組み）
ことになる｡この日本の保険制度についが開始されたのは 年で有り 年を迎えた1961 50

て権威ある医学誌のランセット（ ）が昨年 月に特集を組んだが、その内容の一Lancet 9
英語、日本語部はインターネットでも閲覧出来るので興味のある方は御覧いただきたい（

両方掲載 。 （公財）日本国際交流センター 『ランセット』日本特集号「国民皆保険達成から 年」） 50

http://www.jcie.or.jp/japan/pub/publst/1447.Htm

【医療費の伸び率】
30 18下図に昭和 年から平成

年度までの国民医療費の伸び
率を表示する｡

12 1746 36.8 16①国民医療費 兆 億円のうち、 、33 1276 公費分は 兆 億円( ％) 保険料分は
兆 億円( ％)1773 48.8
年齢階級別にみると、 ～ 歳は 兆 億円( ％)、 ～ 歳は 兆 億円② 0 14 2 1070 6.4 15 44 4 6324

( ％)、 ～ 歳は 兆 億円( ％)、 とな14.0 45 64 8 8358 26.7 65 17 5523 53.0歳以上は 兆 億円( ％)
っている。

65 15 4000 65 65 9800③一人当たり国民医療費をみると、 歳未満は 万 円、 歳以上は 万
となっている。円

上記グラフと説明文はいずれも厚労省資料による

35兆円 10.0％

対国民所得比

国
民
医
療
費

国民医療費
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【医療費と高齢化の問題】
私も 才までわずかなので、そろそろ高齢者（ ）の仲間入りということになる｡60 65 才以上

御存知の如く我が国は超高齢化社会であり と推定されている｡、約 万人が 才以上3000 65
下図に示すように している。皆保険開始当時の高齢化率 が今や に上昇5.7% 23.1%

【高齢化のさらなる進行予測】
年の高齢化率は現在の から約 ％私はもうこの世にいないであろうが、2050 23.1% 40

すると推定されている（下グラフ参照）にまで上昇

100才

90才
1960年 2010年

女
男

男 女 65才以上

2050年には約40％に上昇と予測

日本

主要国の人口高齢化予測図45％

イタリア

現在

ドイツ
日本が皆保険開始当時

フランス

米国

2050年2010年
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【医療費の仕組み】
既に御存知の方も多いと思うがお復習いの意味で下図に医療費の仕組みを示す｡

事業主（会社）

保険料の支払い（折半負担）

被保険者（被扶養者）

会社員やその家族などの事
健康保険証の交付

健康保険組合
各種給付金の支払い

医療費支払い

（自己負担額）

レ
セ
プ
ト
チ
ェ
ッ
ク

医
療
費
の
支
払
い

医
療
費
の
請
求

支払基金のレセプト審査の後

医療機関へ医療費が支払われる｡

時には、検査、治療が認められずに

医療費の一部が支払われない事もある。

病院、クリニックなどの医療機関

医療機関から医療費はここに

請求する｡この時使用する書類

がレセプトと呼ばれる。

社会保険診療報酬支払基金
（レセプト＝診療報酬明細書）

レセプトは社会保険診療報酬支払基金に対して請求する時に使用する｡

カルテは医師が患者の症状、治療内容などを記載しているが、カルテとは別に

作成する書類のこと。医療事務の人がカルテを見たりして作成する｡

（国保の場合は国保連合）

レセプト見本レセプトには、各患者毎に、病名、検査した内容

治療の内訳（投薬、手術等々）記載する｡

検査過剰だとか、この検査は必要無い等と判断されて

医療費請求が認められないこともある｡

その他、記載病名と薬の効能、効果が一致しないと

請求が認められない等々ある｡

検査が過剰だとか治療内容がおかしい等と言った事が続く

と病院に検査が入ることがある。

不正をしていないにも関わらず保険指定医取り消しを

受けた裁判で医師側が勝訴したのは記憶に新しい 現在はオンライン化

が進んでいる。

病院、調剤は殆どの施設

がオンライン化している｡

クリニックなどは遅れて

いる｡

レセプトはドイツ語のRezept（領収）から
来ているがこれは英語のreceipt（レシート）
と同じ意味｡買い物でもらうレシートと同じ

カルテ（Karte）はドイツ語でカード(card）を
意味している。
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【私の論文集】

どれもつたない論文で症例報告だけで恐縮だが「還暦記念出版本！」という事で御容赦
いただきたい。

① の論文はアンギオテンシン変換酵素阻害剤初期（ 年 月に患者さんをSQ14225 1979 6
担当）に故諸富先生や児玉健二先生に御指導いただき書き上げた。当時はまだ変換酵素
阻害剤が世に出たばかりの頃（臨床治験後期第 相～第Ⅲ相）で、論文記載前に循環II

、 「 、器学会九州地方会で発表して 演壇を降りる時に周囲の先生方が は興味があるねSQ
とか、 は良い薬だね」と口々に言われていたのを鮮明に記憶している。SQ

②「猪肉生食により発症した肺吸虫の１例」は県立宮崎病院１年目の研修医の時に初め
。 。て書いた論文である 寄生虫学教室にお願いして を行なってもらったOuchterlony test

③「心不全にて緊急入院した悪性貧血の一例」④「伝染性単核症に急性膵炎を合併した
一例」は何れも私が故郷の西都で勤務医として 年余りを過ごした時の症例である。6

､ 年はまだ、臨床医としての熱意があった事がこの 症例の論文を見ても感1988 1989 2
じ取れて懐かしい。悪性貧血の症例は という高度貧血であったにも関わらずHb2.6g/dl
自分１人で治療､骨髄穿刺まで行なっている。

④伝染性単核症に急性膵炎を合併した本邦での報告は当時発表まで１例も無かった、と
いう貴重な症例でもあるので内科学会地方会など報告しても良かった症例であるが､実
地臨床が忙しかったので仕方無いかと。
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参考にした医学書や医学雑誌(図の引用も含む）

殆どの医学書は「わかりやすい病気の話」のためのプリント配布や本の出版のために
新しく購入したものです。通常は著者名から記載しますが今回は書名から先に書きます
ので御了承下さい。ここに記載している医学書、医学雑誌、単行本（ ）一般向けの本もあります

などは現在全て私が所有していますので興味のある方は私に連絡していただければお貸
しします。

基礎医学
【病理、組織学】

組織学原書第 版(南江堂）内山安男他監訳 年 月発行Ross 5 2010 6

ジュンケイラ組織学第 版(丸善株式会社）坂井建雄他監訳 平成 年 月発行3 23 1

現代の組織学改訂第 版(金原出版株式会社）山田安正著 年 月発行 第 版第 刷3 2010 7 3 17

最新カラー組織学(西村書店）石村和俊他監訳 年 月第 刷発行2007 4 2

カラーダイナミック病理学 症例からのアプローチ(西村書店）鈴木俊光他監修 年初版-365 2010

カラールービン病理学ー臨床医学への基礎(西村書店）鈴木俊光他監訳 年 月初版2007 11

カラーアトラスマクロ病理学第 版(西村書店）山川光徳他監訳 年 月初版第 刷3 2005 12 1

カラーアトラス病態病理学改訂第 版（丸善）長澤治夫他著 平成 年発行2 23

わかりやすい組織学実習アトラス（西村書店）井出千東他著 初版第 刷発行2006 1

新版細胞診断学入門（名古屋大学出版会）社本幹博監修 初版第 刷発行2009 1

【解剖学】

ネッター解剖学アトラス原書第 版(南江堂）相磯貞和訳 年 月第 刷発行Netter 4 2009 2 3

プロメテウス解剖学アトラス(頭部 神経解剖）医学書院 坂井建雄他監訳 年第 版第 刷/ 2010 1 2

〃 （解剖学総論 運動器系第 版）医学書院 坂井建雄他監訳 年 月第 版/ 2 2011 3 2

人体の正常構造と機能(全 巻縮刷版）日本医事新報社 坂井建雄編集 年 月第 版第 刷10 2011 5 1 6

臨床のための解剖学(メディカルサイエンスインターナショナル発行）佐藤達夫他監訳 年第 版2009 1

人体新書驚きのしくみとはたらき（ニュートンプレス）水谷仁他著 年 月発行2011 3

３ 画像で学ぶ人体（医学書院）上山啓司他著 年第 版第 刷D 2010 1 2

人体絵本（ポプラ社）加藤孝子訳 第 刷2011 2

人体新書；驚きのしくみと働き（ニュートンプレス）水谷仁著 年発行2011

【発生学】

ラングマン人体発生学第 版（メディカルサイエンスインターナショナル）安田峯生訳 第 版10 2010 10
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【細菌、微生物学】

戸田新細菌学改訂 版(南山堂）吉田眞一他編集 年 月 版 刷33 2009 3 33 2

標準微生物学(医学書院）第 版平松啓一他編集 年 月第 版第 刷10 2011 7 10 3

恐怖の病原体図鑑；ウイルス、細菌、真菌、完全ビジュアルガイド（西村書店）トニーハート著
中込治訳

【生化学】

イラストレイテッドハーパー生化学原著 版（丸善）上代淑人他監訳 平成 年 月発行28 23 1

【生理学】

スタンダード生理学第 版（文光堂）二宮石雄他編 年 月発行2 2007 2

GUYTON AND HALL Textbook of Medical Physiology twelfth edition SAUNDERS 2011( )

【薬理学】

イラストで学ぶ薬理学第 版（医学書院）田中越郎著 第 版第 刷2 2011 2 1

薬のはたらきを知る やさしい薬理のメカニズム改訂版（学研）中原保裕著 初版第 刷2011 1

史上最強図解これならわかる薬理学（ナツメ社）丸山敬著 年初版発行2011

薬理学改訂第 版（南江堂）田中千賀子他著 改訂第 版NEW 6 2011 6

図解薬理学第 版（医学書院）越前弘俊著 年第 版第 刷2 2010 2 2

日本医薬品集医療薬 年版（じほう）日本医薬品集フォーラム監修平成 年 月 発行2012 23 9 2012

日本医薬品集一般薬 － （じほう） 〃 〃 － 〃2012 13 2012 13

やさしい分子薬理学（共立出版）平山令明著 年初版2010

【臨床医学】

【内科学】

新臨床内科学第 版(医学書院）高久史麿他監修 年 月第 版第 刷9 2010 4 9 2

HARRISON'S Principles of Internal Medicine 18th Edition 2012

日本内科学会雑誌 （日本内科学会）第 回日本内科学会講演会September10,2011 108

〃 〃 特集 高血圧治療の未来への展開February10.2011

GOLDMAN'S Cecil Medicine the 24th edition 2012

メディチーナ 増刊号 内科疾患インストラクションガイド 何をどう説明するか2011

2010 2010ガイドライン外来診療 ：今日の診療のために（日経メディカル開発）泉孝秀編集主幹
内科診断学第 版（医学書院）福井次矢他編 年第２版2 2008
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【高血圧】

高血圧治療ガイドライン （ライフサイエンス出版）日本高血圧学発行 発行2009 2009

日本内科学会雑誌 特集高血圧治療の未来への展Feburary10,2011

版第 刷家庭血圧測定の指針第 版（ライフサイエンス出版）日本高血圧学会編集 年第2 2011 2 1
第 ４回日本高血圧学会総会プログラム抄録集 平成２３年宇都宮3

【心臓】

心臓病の外来診療 日本医師会学会雑誌生涯教育シリーズ 平成 年16

図解心電図学テキスト（文光堂） 著 村川裕二訳 年第 版Dale Dubin 2009 4

【糖尿病】

日本糖尿病学会編糖尿病治療ガイド 第 版第 刷2010 2010 1 4

100 4 Aprl10,2011日本内科学会雑誌第 巻第 号特集肥満症：診断と治療の進歩
ガイドラインガイダンス糖尿病（日本医事新報社）田中逸編 年第 版/ 2010 2

糖尿病治療の手引き改訂第 版（南江堂）日本糖尿病学会編 年55 2011

糖尿病ナビゲーター第 版（メデイカルレビュー社）門脇孝編 年第 版第 刷2 2010 1 1

専門医が教える糖尿病ウォーキング（扶桑社新書）福田正博著 年第 刷2010 6

糖尿病は専門医にまかせなさい（文春文庫）牧田善二著 年第 刷2009 1

糖尿病は薬なしで治せる（角川書店）渡邊昌著 年 刷2009 26

薬もインスリンもやめられた新しい糖尿病治療（現代書体）荒木裕著 年第 刷2010 4

主食を抜けば糖尿病は良くなる！（東洋経済新報社）江部康二著 年第 刷2008 13

糖尿病食餌療法のための食品交換表第 版（文光堂）日本糖尿病学会編平成 年第 刷6 21 25

糖尿病治療ガイド （文光堂）日本糖尿病学会編 年第 刷2010 2010 4

内分泌疾患治療マニュアル 日本医師会雑誌生涯教育シリーズ

【腎臓病学】

透析合併症；最新医学別冊（新しい診断と治療の ）最新医学社 平成 年 月 改訂第 版ABC 38 24 2 2

ＣＫＤ診療ガイド （東京医学社）日本腎臓学会編 年 月第１版2012 2012 6

【神経学】

メディチィーナ 年 月号（医学書院） 今月の主題 神経疾患 の診かた2011 8 common disease

〃 年 月号 (医学書院) 今月の主題 訴え、症状から考える神経所見の取り方2009 2

図解雑学よくわかる脳のしくみ（ナツメ社）福永篤志監修 年発行2010

塗って覚えて理解する脳の神経血管解剖（メディカ出版）窪田惺監修 年第 版第 刷2010 1 3

人体スペシャル脳の地図帳（講談社）原一之著 年第 刷2007 2

脳の基本構造から記憶のあり方まで 脳のしくみ（主婦の友社）高木繁治著 年発行2010
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脳のしくみがわかる本（成美堂）寺沢宏次監修 年発行2009

絵で見る脳と神経（医学書院）馬場元毅著 年第 版第 刷2010 3 3

よくわかる最新「脳」の基本としくみ（秀和システム）後藤和宏監修 年第 版第 刷2010 1 2

調剤と情報 年 月号特集 認知症治療のいま（じほう）日本薬剤師会監修2012 2

2011神経障害性疼痛薬物治療ガイドライン（真興交易、医書出版部）日本ペインクリニック学会他編
No7,Jul 2011未破裂動脈瘤治療の展望：脳神経外科ジャーナル

カラー図解神経解剖学講義ノート（金芳堂）寺島俊雄著 年第１版2011

【睡眠時無呼吸症候群関連】

メディチーナ（医学書院） 年 月号今月の主題 睡眠呼吸障害の克服；内科医が知っておきたい病2011 6

態、症状、関連疾患

【精神科】

標準精神医学第 版（医学書院）野村総一郎他監修 年第 版第 刷4 2010 4 3

脳内リセット！笑って泣いて健康術（平凡社新書）吉野愼一著 年初版第 冊2007 1

お日様セラピー セロトニン生活のすすめ（青春出版社）有田秀穂著 年第 刷； 2007 2

笑いと免疫力；心と体の不思議な関係（主婦の友社）吉野愼一著 年第 刷2004 1

【認知症】

日本内科学会雑誌 特集；認知症 診断と治療の進歩August10,2011

【特発性間質性肺炎】

最新医学 年 月号；特集 特発性間質性肺炎ー最近の進歩と展望 （最新医学社）2011 6 -

【消化管】

大腸癌治療ガイドラインの解説 年版（金原出版株式会社）大腸癌研究会編 年第 刷2009 2010 2

大腸癌治療ガイドライン医師用 年版（〃） 大腸癌研究会編 年第 刷2010 2010 1

【血液学】

血液疾患診療マニュアル日本医師会雑誌特別号 平成 年12

【画像診断、放射線医学】

標準放射線医学第 版(医学書院）西村弘他編集 年第 版第 刷7 2011 7 1
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の基本第 版 (メディカルサイエンスインターナショナル発行）荒木力監訳 年第 版第 刷MRI 3 2011 3 1

胸部の 第 版 (メディカルサイエンスインターナショナル発行）村田喜代史他編集 年第 版CT 3 2011 3

放射線と健康(岩波新書）館野之男著 年 月第 刷2011 5 4

放射線利用の基礎知識(ブルーバックス）東嶋和子著 年第 刷2011 5

知っておきたい放射線の基礎知識(サイエンスアイ新書）齋藤勝裕著 年初版第 刷2011 1

できるゾ読めるゾ腹部エコー（日本医事新報社）監修浅井均 年第 刷2010 2

2 2011 2 1 Dパワーアップ今さら聞けない腹部エコーの基礎第 版（秀潤社）東義孝著 年第 版第 刷３
腹部エコー を立体的に読む（日本医事新報社）加藤高明著 年第 版 刷Anatomy CT 2011 2 5

正常画像と並べてわかる胸部 （羊土社）柳橋民生他編 年第 刷発行CT MRI 2010 1

〃 腹部エコー（羊土社）住野泰淸 年第 刷発行2010 2

胸部 線診断に自信がつく本（カイ書林）郡義明著 年第 版第 刷X 2010 1 3

メディカルサインエンスインターナショナル 町田徹監訳 年第 版CT/MRI 画像診断ポケットアトラス（ ） 2010 3

新版胸部単純 線診断画像の成り立ちと読影の進め方（秀潤社）林邦昭他編 年第 版第 刷X 2011 2 5

の 日本医師会雑誌 生涯教育シリーズMRI ABC

【遺伝子、 】DNA

知りたい遺伝のしくみ（ニュートンプレス）水谷仁他著 年 月第 版2011 4 2

見てわかる のしくみ（講談社）工藤光子他著 年第 刷発行DNA 2008 3

【産婦人科学】

マンモグラフィーガイドライン第 版（医学書院）日本放射線学会他編 年第 版第 刷3 2011 3 2

乳房超音波診断ガイドライン 改訂第 版（南江堂）日本乳腺甲状腺超音波診断会議編 年 月2 2010 10

第 版第 刷2 5

産婦人科治療（永井書店） 年 月号特集 これだけは知っておきたい子宮頸癌の診断、治療と予防2011 6

【皮膚科学】

新しい皮膚科学第 版（中山書店）清水宏著 第 版第 刷Textbook of Modern Dermatology 2 2011 2 3

患者だからわかるアトピー性皮膚炎（小学館）宮本昭正総監修 初版第 刷2010 1

全ての診療科で役立つ皮膚科診療のコツ（羊土社）山崎雄一郎監修 年第 刷発行2011 3

【整形外科学】

標準整形外科学第 版（医学書院）国分正一他監修 年第 版第 刷10 2008 10 2

新装版整形外科医のための神経学図説(南江堂）津山直一監訳 年新装版第 刷2010 6

図解整形外科改訂第 版（金芳堂）久保俊一他編著 年第 版第 刷2 2011 2 1

腰椎椎間板ヘルニア診療ガイドライン改訂第 版（南江堂）日本整形外科学会他監修 年2 2011
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【喫煙の健康被害】

喫煙病学 （最新医学社）井野利博監修 年初版2007

【臨床検査】

日本内科学会雑誌 特集；内科医が知っておくべき検査の最新情報：臨床検査の進歩November10,2011

(日本内科学会)
臨床検査データブック （医学書院）高久史麿監修 年第 刷LAB DATA2011-2012 2011 1

【老年病学、老化学】

老年医学テキスト改訂第三版（メジカルビュー社）日本老年医学会編 年第 刷2010 3

ヒトはどうして老いるのか 老化、寿命の科学（ちくま新書）田沼靖一著 年第 刷2009 3

ヒトはどうして死ぬのか 死の遺伝子の謎（幻冬舎新書）田沼靖一著 年第 刷2011 3

老化はなぜ進むのか 遺伝子レベルで解明された巧妙なメカニズム（講談社）近藤祥司著
年 第 刷2011 6

老化はなぜ起こるのか コウモリは老化が遅くクジラは癌になりにくい（草思社）
スティーブン オースタット著 吉田利子訳 年第 刷N 1999 3

【ビタミン】

新版薬剤師がすすめるビタミンミネラルのとり方（丸善）福井透著 平成 年22

完全版ビタミンバイブル（小学館）アールミンデル著 丸元淑生訳 年2004

最新版ビタミンミネラルブック（新星出版）鈴木和春監修 年2006

ビタミンミネラル速効事典（土屋書店）吉川敏一著 年発行2011

【医療費】

イラスト図解医療費のしくみ（日本実業出版社）木村憲洋他著 年2009

医療事務早わかり点数表 年～ 年 月（ダイエックス出版） 年 月発行2011 2012 3 2011 4

【医学史他】

新装版白い航跡（上下）講談社文庫 吉村昭著 年発行2009

ミトコンドリアの力（新潮文庫）瀬名秀明他著平成 年第 刷23 2

医学常識はウソだらけ 分子生物学が明かす「生命の法則」祥伝社黄金文庫 三石巌著平成 年 刷23 10

杉田玄白解体新書 全現代語訳（講談社学術文庫）酒井シズ著 年1998

杉田玄白蘭学事始全訳注（講談社学術文庫）片桐一男著 年第 刷2010 5
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抗不整脈剤と活動電位の解説

抗不整脈剤には色々な種類があるが、その基本となる細胞の活動電位について解説する｡

抗不整脈薬は従来、Vaughan Williams分類によりクラスⅠ～クラスⅣの４種類に分類さていたが、
現在の抗不整脈ガイドラインはSicilian Gambit分類となって、細分化されている｡
しかし、この新しいガイドラインは一般の臨床医には複雑になりすぎた嫌いがある。

そこで、従来のVaughan Williams分類を以下にまず示す｡

クラスⅠＡ （Ｎａ+チャネル阻害薬） キニジン、ジソピラミド（リスモダン）、プロカインアミド

Vaughan Williams分類

クラスⅠＢ （Ｎａ+チャネル阻害薬） リドカイン、

クラスⅠＣ （Ｎａ+チャネル阻害薬） フレカイニド、プロパフェノン、

メキシレチン、トカイニド

クラスⅠＡは心室筋の第０相脱分極を遅くする｡ⅠＣは更に遅くする｡ⅠＢは第Ⅲ相再分極を短縮。

クラスⅡ（β遮断薬） ナドロール、プロプラノール、

クラスⅢ（Na,Kチャネル阻害薬） アミオダロン、ソタロール

クラスⅣ（Ｃａ
2+ ベラパミル、ジルチアゼムチャネル阻害薬）

上記が従来の分類方法である。新しいSicilian Gambit分類はやや、基礎的な観点から分類されていて
実地医家の人が実際に使用するには複雑すぎて分からないのではないかと思われる｡ネットでもこれら

は見る事が出来るので、興味ある方は御覧いただきたい｡

膜電位

さて、基本中の基本である膜電位について解説する｡ガイトンの生理学等懐かしく思い出す人もいる

だろう。

細胞外

細胞膜

細胞内

細胞は脂質２重層からなる細胞膜で囲まれている｡イオンやその他の物質はポンプ、トランスポーター

チャネルと呼ばれる膜蛋白質によって、能動的もしくは受動的に運ばれる｡

Ｎａ１４０ｍＭ

Ｎａ１０ｍＭ

ＡＴＰ

Ｋ
+
４ｍＭ

Ｋ
+
１４０ｍＭ

Ｎａ/Ｋ
ＡＴＰａｓｅ

ＡＤＰ

Na/K ATPaseはATPからADPへ変換する際に
放出されるエネルギーでイオンの細胞内外での

調節を行っている｡２分子のK+を細胞外から
取り入れ３分子のＮａを細胞外へ汲み出している 。

3Na

3Na

2K+

2K+

Ｃａ
2+
２ｍＭ

細胞外

細胞膜

細胞内Ｃａ
2+ ０.１μＭ

Na/Ca exchanger
（Naと交換にCaを

細胞外へ汲み出す）

Ca ATPase(遊離Caを

小胞体内に取り込む）

細胞内外のイオン濃度差や細胞内蛋白質

により、細胞内はマイナスに帯電｡

膜静止電位は心筋細胞でマイナス９０ｍＶ

Caの細胞内外濃度差は1～2万倍と

他の電解質の14～35倍と大きく異なる

（マイナス80~90mV）

クラス1Aは活動電位時間を延長させる

（クラス1Cは活動電位時間不変）
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第０相脱分極第１相 早期再分極

心筋の活動電位の解説

膜
電
位

ｍＶ

０

３０

－１００

第０相脱分極

第１相早期再分極

第２相プラトー

第３相再分極

第４相静止電位

第０相脱分極 Ｎａイオンの細胞内急速流入（電位依存性Ｎａチャネルの開口による）で

＋３０ｍＶ程度に急上昇→脱分極が起こる｡

今度は電位依存性Ｋチャネルが開口して、細胞外へＫが少し流出→

膜電位が少し下がる｡Ｋチャネルもすぐに閉鎖（不活化）する。

電位依存性Ｎａチャネルは速やかに閉鎖する

0msec 100 200 300

絶対不応期

（第３再分極ー50 mV付近まで）

引き続き、Ｌ型電位依存性Ｃａチャネルの開口→細胞内へのＣａ流入

このＣａチャネルは閉鎖が遅くプラトー期は長い｡第２相 プラトー

第３相 再分極

Ｃａチャネルの閉鎖に引き続いて、２つのＫチャネルが開口→

細胞内Ｋを細胞外へ流出させる。ゆっくり閉鎖する。

Ｃａチャネルの閉鎖

第４相 静止電位
最後は細胞外Ｋを細胞内へ取り込むＫチャネルが開口→静止電位

へ戻る｡

膜
電
位

ｍＶ

０

３０

－１００

細胞膜

細胞内

細胞外

細胞膜

細胞内

細胞外

Na

Na

K

K

細胞膜

細胞内

細胞外 Ca

Ca

細胞膜

細胞内

細胞外

K

K この時の２つのＫチャネルは第1相のＫチャネルとは異なる｡

K

K

抗不整脈剤のクラスⅠＡのキニジンやジソピラミドの作用を活動電位で見てみよう｡青が通常の電位。

活動電位幅を延長させて伝導を遅らせる

赤が投薬時の電位を示す｡

第０相脱分極を遅くする。

実際には殆ど使用されない

これは、クラスⅠＡにＫチャネル遮断作用があり

クラスⅢの薬と同様に第３相再分極を延長させる

事による｡

50 マイナス50mV

相対
不応期

心室筋は下図のような電位だが、

房室結節（赤線）や洞房結節（青）

の電位は第４相が緩やかな脱分極

を起こして、次の脱分極に移行する

洞房結節

房室結節

心室筋の場合

不応期の延長
心電図ではQT時間の延長が見られる｡これが逆に
不整脈を引き起こす事もある｡ジソピラミドは左室

機能をやや低下させる｡
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クラス１Ｂの抗不整脈剤 クラス１Ｂには静注でしか使用出来ないリドカイン（キシロカイン）

や経口薬として開発されたメキシレチンなどがある｡

第３相再分極を短くする。活動電位時間が短くなる（リドカイン）

リドカインは急性心筋梗塞後の心室性期外収縮の治療に頻用される。

肝臓での初回通過代謝を強く受けるため、静注で使用される｡

50～100mg静注後、1~2mg/dlの濃度で点滴静注する｡
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滅菌と消毒

滅菌（sterilization）→病原菌や非病原菌を問わず、総ての微生物を完全に死滅させるか、又は除去する事。

消毒 （disinfection）→病原微生物を殺菌､或いは減弱（減少）させて感染を防ぐ。つまり､病原菌の感染
能力を消滅させる事。（非病原菌の残存､混入は問わない）

殺菌（killing 又はbactericidal action）というのは、微生物の生命を奪い殺すという意味。

除菌（sterile filtration）というのは、手術や食品を取り扱う環境（水や空気などの液体や気体中の）に存在
する微生物を除去し､目的とする安全度を確保するという意味。一般にテレビコマーシャルなどで使用

されている言葉とは少しニュアンスが異なる。

滅菌や消毒の方法

滅菌や消毒には加熱､放射線､紫外線等を利用した①物理的な方法とガス､薬剤等を利用した②化学的方法

の２つに大別される。

滅菌や消毒に対する微生物の基本的特徴などの解説

Ａ）物理的処理に対する微生物の特徴と具体的な物理的消毒法の解説

①温度

加熱には湿熱と乾熱が有り､両方とも微生物の構成蛋白質中の水素結合を破壊して

蛋白質の変性を起こして微生物を死滅させる。しかし、湿熱の方が効果が大きい。

これは、水の存在があった方が水素結合が壊れやすい事による。

加熱には湿熱（水蒸気）と乾熱がある。

※クロストリジウムなどの芽胞形成菌は熱抵抗性が強く､100℃数時間処理しても
死滅しない。

乾熱には①火炎滅菌（焼却）法と②乾熱滅菌法がある。火炎滅菌法はガスバーナーや

アルコールランプで加熱する方法である。細菌検査等に使用する白金耳や白金線など

は火炎滅菌法が使用される。

湿熱による方法は①蒸気法と②煮沸法がある。蒸気法には常圧蒸気を用いる方法と

高圧蒸気を用いる場合があるが､後者を利用したオートクレープ（下写真）が一般的

に用いられる事が多い。常圧蒸気を用いる場合にはコッホ蒸気釜が使用される。

オートクレープ滅菌は121℃20分程度が一般的に利用される事が多いが、注射器や
カテーテルなど30分程度が望ましいものなどある。

オートクレープ

オートクレープによる滅菌は①飽和蒸気による高温②湿度③作用時間

の３つで効果が異なり､それぞれの対象物によって設定を変える。

湿熱による滅菌

煮沸による消毒 総ての微生物は細菌芽胞を含めて121℃のオートクレーブ処理で
死滅するが､この煮沸消毒（100℃の沸騰水）では破傷風菌は30分
生存可能。ボツリヌス菌や枯草菌の芽胞は数時間生存可能。

※従って､消毒する物質は完全に沸騰水中に浸す､汚染された場合は予め水洗する

2％程度の炭酸ナトリウムを加える等々注意が必要である。
煮沸消毒器
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乾熱滅菌法

乾熱滅菌器

蒸気（湿熱）を使用しない乾燥による滅菌。160℃60～120分､又は
180℃30分などが使用される。この方法は高熱に耐えられる薬品類や
ガラス器具､陶器､金属等の滅菌に使用される。

（ガス又は電気を利用）

ガラス器具など

低温殺菌法（パスツリゼーション）

（これに関しては本誌141頁の肺結核でも解説している）

パスツールが考案した方法である。牛乳などの殺菌に利用される。60～62℃で30分間
低温殺菌する。牛乳中の病原菌のサルモネラ､結核菌､ブルセラ属､連鎖球菌などは芽胞

を持たないのでこの方法が利用される。この方法で約97％の細菌が死滅する。芽胞を
持つ細菌には無効。尚､牛乳の殺菌には瞬間殺菌（110℃）も使用されていて､一般に
この方法で殺菌されている牛乳が多い。一度牛乳パックを見て下さい！

②乾燥
水分が微生物には必要なので乾燥する事で増殖､発育が停止して多くの場合には数日中

に死滅するが､当然消毒､滅菌目的では不完全という事になる。主に防腐目的で乾物や

皆さん御存知のインスタントラーメンなどのインスタント食品に利用される。

インスタントラーメンなど

③酸素 微生物には酸素を必要とする好気性菌と酸素によって発育が抑制される偏性嫌気性菌と

酸素の存在の関係無い通性嫌気性菌等に分類される。酸素除去して防腐しようとすると

嫌気性菌発育促進に働く可能性もある。

④浸透圧 漬け物などがこれにあたる。高浸透圧→原形質分離→微生物は死滅､発育抑制される。

完全な防腐には当然ならない。

⑤紫外線 （紫外線の殺菌作用は本誌315頁でも解説している）

波長260nm付近の紫外線はDNA（核酸）に吸収される。主としてピリミジン塩基を励起
して、同一鎖の隣り合ったピリミジン２量体を形成→ＤＮＡを障害する。

主として253.7nmの紫外線を放射する低圧水銀灯が殺菌ランプとして使用される。

※但し､γ線等と違って物質透過性が低いので物体の表面や室内空気の殺菌が主目的となる。

（病院待合室のスリッパ消毒など）
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以上､物理的な消毒や滅菌について解説した。その他、滅菌や消毒には を化学的方法
利用したものがあり、 エタノール等の を利用した方法と エチレン① ②消毒薬（消毒剤）
オキサイドガスなどのガスを利用した がある。これらについて解説する。ガス法

⑥放射線
γ線などの電離放射線はその電離作用によってイオン対を生成して微生物不活化の原因

となる。イオン化は直接作用より､標的周囲の水分子がイオン化されて､その結果生じる

OH・やH・による間接的な攻撃の関与が大きいとされる。ＤＮＡへの障害をもたらす。

実用的に使用されるのは透過力が優れ大線量が得られる
60Coのγ線である。使い捨て

注射器等のプラスチック製品、手袋、採血セットなどの滅菌に使用される。透過性が

大きいため包装後に使用できる利点がある。あらゆる微生物に有効であるが､芽胞は

栄養型細菌の約10倍の抵抗性を持つ。必要線量は一般に2.5Mrad程度である。

⑦超音波 10~20キロサイクル/秒の音波は強い機械的刺激、破壊力を有していて微生物を破壊、死滅
させる事が出来る。手術室などでも手の洗浄に利用される。

⑧濾過 0.45μm以下の微細な孔は細菌などの微生物を除去できるが､ウイルスは除去できない。
しかし、逆濾過膜を使用したり､除外濾過膜を使用する濾過方法ではウイルスを除去可能

特に､除外濾過法は大量の水を処理可能。注射用水等の滅菌水製造法として利用される。

Ｂ；消毒薬（剤）を利用した化学的殺菌方法の解説

①アルコール類

ａ）エタノール Ｃ2Ｈ5ＯＨ アルコールの殺菌力は炭素数が多くなるにつれて増加する。

微生物の蛋白変性によって効果を発揮する。水の存在で

効果が増強し､100％アルコールは殆ど殺菌力は無い。

70～90％の濃度が最も強い殺菌効果が得られると言われる。細菌芽胞や真菌には無効。
ウイルスの中ではエンベロープを持たないエンテロ､アデノウイルスなどの小型の

ウイルスにはエタノールは有効だと言われている。ゴムやプラスチックは変形させる。

皮
膚
消
毒
に
頻
用
さ
れ
る

ｂ）イソプロパノール
ＣＨ3
ＣＨ3

ＣＨ・ＯＨ

毒性､刺激性がエタノールよりやや強い。30～50％濃度で使用。
エタノールより揮発性が低い。また、目を刺激する事もあり

吸入毒性もある。
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②ハロゲンとその化合物 ハロゲンには塩素､ヨウ素､臭素､フッ素等があるが前２者が消毒

には使用される。

ａ）塩素化合物 塩素は有機物のＨ基をハロゲン化させ、また水と反応して出来る活性

酸素の酸化作用で殺菌作用を発揮する。次亜塩素酸（HOCl）や次亜塩素

酸イオン（OCl-）の作用による。

一般細菌の栄養型菌は有効塩素濃度5ppm以下だが､細菌芽胞の不活化にはその10～1000
倍の濃度が必要。ウイルスには200ppmで10分が必要と言われる。

水道水の消毒に使用される塩素ガスは給水栓における残留塩素が0.1~0.2ppmになるよう
規定されている。クロロカルキ（さらし粉）は消石灰に塩素を通して作られる。水の

消毒は0.001％程度の濃度で可能である。

次亜塩素酸ナトリウム（NaOCl）は家庭用漂白剤としても使用されている。Ｂ型肝炎
ウイルスにも有効。器具の消毒には10～500ppmで使用する。遮光低温保存が必要。
その他塩化イソシアヌール酸はプール、下水の消毒などに使用される。

ｂ）ヨウ素化合物 ヨウ素（iodine）はアミノ酸の－SH基や－NH基などの二重結合
等をヨウ素化する事により､殺菌作用を発揮する。多くの微生物

に有用であるが､バシラス属の芽胞等には無効である。有機物の

存在で効力は低下する。特有の色をしているが有機ヨウ素濃度

の指標ともなる。

ヨードチンキ

（iodine tincture） ヨードチンキはヨウ素60gとヨウ化カリウム40gを70％エチルアルコール
に溶かして1000mlにしたものである。手術部位の消毒などに利用。

ヨードホール

（iodophor）
イソジン

ヨードホールはヨウ素のキャリア（担体）という意味。ヨウ素を

非イオン界面活性剤と結合させて水に可溶な複合体とした。

Ｃ）ビグアナイド系化合物（クロルヘキシジン；ヒビテン）

副作用が少なく臭いも少ないため良く使用されている。一般細菌に

有用だが､抗酸菌､芽胞､ウイルスに無効で耐性菌の出現もある。

その他以前はクレゾールなどが使用されていたが下水道法の排水基準等が厳しくなった事

等より現在は殆ど使用されなくなった。その他逆性石けん(陽性石けん）や両性石けんなど
がある。
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わかりやすい統計学の話

統計の話は途中まではついて行けるかもしれませんが、難しくなると思いますので、予めお断り

しておきます。

①算術平均（相加平均）

これはごく普通の平均値。5人のテストの点数が30点、40点、50点、60点、70点だったとすると、
30+40+50+60+70÷5＝50点となる。
ただ、これを数学的に書くとX＝X1＋X2+X3+ Xn÷nで表し、Xをエックスバーと呼ぶ。

X1＋X2+X3+ XnはΣXiと書く。単にΣXiでも可。i=1

n

Σはシグマでギリシャ文字のＳでＳummation（足し算）という事。

②中央値

同じ平均点が50点でも日本史と世界史の点数にはバラツキがある。日本史の中央の50点や
世界史の中央の30点を中央値と呼ぶ事がある。

（メジアン）Meと記載される

③標準偏差

学校のテストなどで皆さんが良く経験した（苦い思い出？）偏差値などの基になるものです。

データがどれくらいばらついているか（平均から外れているか）、という事を示します。

日本史

世界史

30 40 50 60 70
20 30 30 70 100

（点）テスト成績

標準偏差を計算する式は

右の通りです。

２乗するのは単純に

引いていくとマイナスの数字

が出るからです。

（データの数値－平均値）2を足したもの

データの数

日本史

世界史

30 40 50 60 70
20 30 30 70 100

（点）

実際に日本史と世界史のテストの点数の標準偏差を出してみると、平均点は同じ50点ですが
標準偏差は日本史が14.1、世界史が30.3となり、日本史の標準偏差が小さい事がわかります。
標準偏差の値が小さいという事は散らばりの程度が少ない（つまり、皆の点数が似ている事を示す）。

④基準値

大学入試で日本史と世界史を受けた人にこのようなバラツキが出ると不公平になるので偏差値が

使用されるのですが、基準値というものが偏差値を出すのに使用されます。

基準値は（それぞれの個々のデータ）－（平均値）/標準偏差で出します。
例えば日本史と世界史で同じ70点という点数で見てみましょう。
日本史の70点の人は(70-50)÷14.1＝1.4 ですが、世界史の70点の人は(70-50)÷30.3＝0.66で同じ70点
でも日本史の基準値が高く価値があるという事になります。

基準値の平均は必ず０で、標準偏差は必ず１となります。

⑤偏差値 偏差値は基準値×10+50で計算されます。
日本史の70点の人なら1.4×10+50＝64ですが、世界史の70点の人の偏差値は0.66×10+50＝56.6です。
この数値なら見慣れていてわかりやすいですね！もう思い出したくない人も多いかもしれませんが。

標準偏差をσ（s）と表現

2乗値は分散=σ2
と呼ぶ｡

その他、最も出現頻度の多い数を最頻値（モード）Moと呼ぶ。

Ｓtandard Ｄeviation（Ｓ.Ｄ.）

1
n
Σ(x-x)2σ＝
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相関関係の話

２つの事柄の相関関係などと言うが、この頁では簡単に相関について解説する。

２つの事柄には身長と体重が関係するかと言った①数量と数量の相関や、県別の死亡率と言った

②カテゴリー（測れないデータ）と数量、或いは居住区と支持政党の関係、といった③カテゴリーと

カテゴリーの相関等がある。

直線的な相関関係として、例えば円の直径と円周がある。円の直径をX、円周をｙとするとｙ＝πX
となる。（余談だが、最近またπ＝3.14になった。ゆとり教育とは何だったのだろうか？）

この事を数学や統計ではｙはXの関数である、とかｙはXに回帰するなどと呼ぶ。また、円周ｙは直径
Xによって決定されるので、円周ｙを従属変数、直径Xを独立変数などと呼ぶ。

円周ｙ
直径X

食事量と肥満の関係の例から相関関係を勉強してみよう！

私は痩せの大食いなので、食べても余り太らないが一般的な話として食事量と

肥満の関係と言った具体例から相関関係について勉強してみましょう。

摂 取 カ ロ リ ー 量

体重(kg) 50 60 70 80 90

1200 1400 1800 2000 2500

上の表のような結果が出たとします。カロリー摂取と体重増加が関係しているようですが、これを

散布図を作ってみると下図のようになります。

摂取カロリー量(kcal)
1000 2000 3000

体
重
（kg

）

0

10
20

50

100

80

この２つの数値の相関関係を数値化して計算出来る。

これが相関係数（γ）と呼ばれる。

散布図と呼びます。

視覚的にわかりやすいですね！

何か関係ありそう！

次の式で計算します。

Σ（XiーX）（ｙiーｙ）

Σ（XiーX）Σ（ｙiーｙ）2 2
γ（相関係数）＝

上の式のXは摂取カロリー、ｙは体重です。ｘ、ｙは平均値

実際に計算してみましょう！

摂取カロリーXの平均値は1200+1400+1800+2000+2500/5＝1780kal
体重の平均値は50+60+70+80+90/5＝70kg
で上の式に当てはめるとγ＝約0.98となります。

γは－１から＋１迄の範囲で、0.9～1.0なら強く相関しているなど
と表現します。単相関係数とも呼びます。

γ値がマイナスだと

負の相関と呼びます
正の相関 相関がやや弱く

関連している

この相関係数は英国のカール

ピアソンが考えました！

ピアソンの積率相関係数が

正確な名称
ピアソン

私が考えたのだ！





- 464 -

索引

カタカナは総てまとめて記載してい
る。従って、アルファベット、カタ
カナの順序で記載している。また、

「 」 、 「 」数字の１は と 読ませていち い
に入れている。
アルファベットも同様に例えば

は「 」であDNA ディーエヌエー
るから 「 」に入れている。、 て

また、清音、濁音の順に配列し
ている。例えば「せ」ではまず
「せ」から始まる言葉をまとめ
て記載。その後 「ぜ」から記載、
している。

また、普通の索引と異なり、索
引の各項目には説明を簡潔に入
れて言わば のようにし医療辞書
ている。

このような少し一般の書物と異
なった索引にした理由は、私自
身が索引を調べていて、和文、
洋文、数字と分かれていて面倒
に感じる事も多かったためであ
る。
あ

51αグルコシダーゼ
51αグルコシダーゼ阻害剤

42855,
393α線
382α グロブリン1

2 382α グロブリン
390αフェトプロテイン( )AFP
420α､βブロッカー

（αブロッカーとβブロッカーの配合剤の事）
391AFP p= -feto roteinα

= ndro enic lopecia 264AGA A g A
(男性型脱毛症）

380Alp(アルカリフォスファターゼ)
272AML(急性骨髄性白血病）

( ）= cute yelocytic eukemiaA M L
416ARB

（ ）ARB A R B= ngiotensin eceptor locker
Aspergillusterreus 86
(ロバスタチン合成の契機となった菌類の
アスペルギルスである)
Atorvastatin 87（ ）アトルバスタチン

416AT Ⅱ受容体拮抗剤

青の数字の頁が詳しく記載して

ある頁です。

索引は通常和文、欧文別ですが

ここでは欧文を日本語読みして総て和文

索引に含めました。

I-131 120(放射性ヨード内服)
33ICA 抗体（糖尿病）膵島細胞抗体

= mpaired asting lucose 40IFG I F G
(空腹時血糖値異常)
IgA 169

,385384
IgA/C3 IgA 169比（ 腎症診断）

169IgA 腎症
169IgA 腎症の予後
384IgE

IgE 239抗体
244243,

384IgG
385
Ig II 245Ｇ抗体（ 型アレルギー）
IgM 384
IgM 181抗体（ 型肝炎の診断としての）A

IgM 245抗体（Ⅱ型アレルギー）
40IGT(耐糖能異常)

（ ）IGT I G T= mpared lucose olerance
iPS 38（人工多能性幹細胞）
IT 215ナイフ
RCOOH 189(カルボキシル基）

384RF(リウマトイド因子）
（ ）RF R F= heumatoid actor

363Rh + Rh -( ) ( ) 解説
RNA 226
RS 226ウイルス
(風邪の原因となる）

105アイゼンメンゲル症候群 心臓（ ）
380アイソザイム（ ）isozyme
233アカイエカ
51アカルボース（糖尿病薬）

428,42955,
Achilles tendon 151アキレス腱（ ）

337
150アキレス腱断裂
293アクチベーションシンドローム

（うつ病治療開始初期）
360アクチンフィラメント
21アクトス（糖尿病治療薬）

51
acyclovir 232アシクロビル（ ）

（帯状疱疹治療薬；抗ウイルス薬）
419アジルサルタン( ；降圧剤)ARB

（商品名 ； ）アジルバ 武田
158アスコルビン酸
189アスパラギン酸
70アスピリン

369
369アセチル基

Co-A 251アセチル
310 431,

81アセチルコリン（ ）acetylcholine
400136,

81アセチルコリンエステラーゼ
71アセチルコリンエステラーゼ阻害剤
82アセチルコリン受容体

244アセチルトランスフェラーゼ
210アセトアルデヒド
210アセトアルデヒド脱水素酵素

acetoacetates 251アセト酢酸（ ）
acetone 251アセトン（ ）

114アダムのりんご（ ）喉頭隆起の事
14アダラート

420アテノロール（βブロッカー；降圧剤）
（商品名 など）テノーミン

72アテローム(写真供覧）
72アテローム血栓性脳梗塞
97アテローム切除術（心臓）

123アデニン
318,319

348アデノイド（ ）adenoid
(咽頭扁桃の事）

241アトピー型喘息
16アトピー性皮膚炎

35,238,239,240
87アトルバスタチン

adrenaline 4アドレナリン（ ）
35416,41,45,353,

4アナフィラキシーショック
20. 244,236,

216アニサキス
266アネトン(市販の咳止め薬）
201アブミ骨（耳の）

204
240アポクリン汗腺

（ 、腋窩 外耳道などに分布、 していて
する）交感神経刺激で発汗

B,C.E 249アポ
apoproteins 249アポ蛋白（ ）

387
apoptosis 106アポトーシス（ ）

323
323アポトーシス小体
269アポフェリチン

49アマリール（糖尿病治療薬 剤）,SU

50,55
85アマンタジン

（ 、 ）抗ウイルス薬 パーキンソン病治療薬
189アミノ基（ＮＨ２）

amino acid 180アミノ酸（ ）
383 389189,190, ,

Amylase 26アミラーゼ（ ）
38051,

174アミロイドーシス ）(透析に伴う
354アミン（ ）amine

AHA 75アメリカ心臓協会（ ）
18アムロジン

244アラキドン酸
（ ）arachidonic acid

437436,
244アラキドン酸代謝
21アリスキレン（降圧剤）
81アリセプト（ ）一般名；ドネペジル

（アルツハイマー病治療薬である）
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82
130アルカリフォスファターゼ
278アルキル化薬
43アルコール（慢性膵炎）

210アルコール脱水素酵素
180アルコールの分解(肝臓での）
186アルコール性脂肪肝

79アルツハイマー原線維変化
79アルツハイマー博士
79アルツハイマー病

MRI 80アルツハイマー病 写真
80アルツハイマー病予防と治療

81,82
15アルドステロン

（ ）aldosterone
353 41716,17, ,

15アルドステロン産生腫瘍
417

/ 15アルドステロン レニン比
19アルファ（α）ホルモン

382アルブミン（ ）albumin
383

382アルブミン グロブリン比/
( 比＝ 比)A/G A Glbumin/ lobulin

31アルブミン尿（糖尿病の）
32

173アルブミン尿(慢性腎炎の）
244アレルギー各型の解説
240アレルギー体質
142アレルギー反応
199アレルギー性鼻炎

200,244
162アロプリノール

(尿酸生成抑制薬）
435

264アロマターゼ
17アンギオテンシノーゲン

( )angiotensinogen
417アンギオテンシノーゲンⅠ

13アンギオテンシン
（ ）angiotensin
17

17アンギオテンシンⅠ
417

17アンギオテンシンⅡ
417

417アンギオテンシンⅡ受容体
417アンギオテンシン変換酵素

（ )Angiotensin converting enzyme
263アンドロゲン（男性ホルモン）

( )androgen
352 353,

353アンドロゲンの語源
263アンドロステンジオン

264
242アンフィレギュリン
108アンプラッツアーカテーテル

(心房中隔欠損閉鎖に使用するカテーテルの事）

190アンモニア（ ）NH3
383 388 389, ,

80アンモン角（つの）脳の海馬の事
ARB 14拮抗薬（ ）

22,2315,17,21,
67アンモン角（海馬の事）

315悪性黒色腫(メラノーマ）
156悪性腫瘍

166,171
78悪性星状細胞腫 脳腫瘍（ ）

276悪性リンパ腫
（ ； )malignant lymphoma ML
399

5 276悪性リンパ腫の 年生存率
122悪性リンパ腫(甲状腺の）

LDL 28悪玉（ ）コレステロール
430 433～

154朝のこわばり リウマチ（ ）
155

167足細胞(腎臓の糸球体内の）
168

167足突起(〃）
299足の骨
281足白癬（みずむし）
158汗
147圧迫骨折（脊椎の）
108圧負荷(大動脈弁狭窄の）
94安静時狭心症
83安静時振戦（ ）パーキンソン病

367安定化フィブリン

い
I 243型アレルギー
244

331 型糖尿病
119

135一酸化炭素
365一次血栓

1 105次孔(心臓形成時の）
1 105次中隔(心臓形成時の）
106

singlet oxygen 324一重項酸素（ ）
325

258一次卵細胞
259一次卵胞

1 47単位（糖尿病食事療法）
24 93１日（ 時間）心電図

（ホルター心電図とも呼ぶ）
124

a 50Ⅰ 群抗不整脈薬
1 129秒率(肺活量検査での)
eGFR 173(推測糸球体濾過量）

= stimated lomerular（eGFR e G
）F Riltration ate

215EMR( )E M Rncoscopic ucosal esection
（ 内視鏡的粘膜切除術）EMR=

icosa entaenoic cid 81EPA E p A( )
(エイコサペンタエン酸)
250
ES 38(胚性幹)細胞
ESA 174(赤血球造血因子刺激剤）

= rythropoiesis timulating（ESA E s
）agent

ESD 215( )Endoscopic Submucosal Dissection

内視鏡的粘膜下層剥離術ESD=
ESS 200（内視鏡下副鼻腔手術）
（ )ESS E S S= ndoscopic inus urgery
e 150抗原 抗体、
34,35,49,53
Ig 239(免疫グロブリン）

= mmuno lobulinIg I g
430イコサペント酸

(商品名エパデールなど）
431

158イノシン酸(旨み成分としての）
hemorrhoids 223イボ痔 痔核（ ）

274イマニチブ
22イミダゾール基

416イルベサルタン（ ）ARB;降圧剤
大日本住友（商品名 ；アバプロ

； ）イルベタン 塩野義
418,419
イルベタン(降圧薬 )ARB

218イレウス（腸閉塞）
398イレッサ（ ）医原性肺炎の解説で
43インクレチン

51,52
28インシュラ（インシュリンの語源）
25インシュリン

35 ,47~49,51~,5528,33,34, ,38,41,45
47インシュリン感受性亢進
33インシュリン感受性低下

34
53インシュリン注射（糖尿病）
48インシュリン抵抗性改善

49
51インシュリン抵抗改善薬

33インシュリン抵抗性増加
49

33インシュリン自己抗体
34インシュリンの基礎分泌
25インシュリンの名前の由来

30
30インシュリン分泌β細胞
49インシュリン分泌刺激
49インシュリン分泌低下

184インターフェロン
290インターフェロン（ ）うつ誘発
84インターフェロン治療（肝炎）1

185
237インターロイキン（ＩＬ）

245
109イントロデューサー

(カテーテル検査で使用する）
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77インフルエンザ
228227,

77インフルエンザウイルス
228227,

b 77インフルエンザ桿菌 型
( ；ヒブ)Hib

77インフルエンザ脳炎、脳症
227

140一過性右脚ブロック
（肺動脈血栓塞栓症における）

207胃
217～

208胃炎
212

208胃潰瘍
212

209胃カメラ
213

212胃癌
214,215

212胃癌とピロリ菌
胃癌死亡率の推移

256異形性(細胞の）
94異型狭心症

398医原性（間質性肺炎）
385移行抗体
357移行上皮
170移行上皮 膀胱の（ ）
171移行上皮癌（膀胱癌の）

gastric acid 208胃酸（ ）
213胃酸分泌抑制剤
254石井十次(孤児の父）
133医事新報質疑応答

(胸部レントゲンと の腫瘤発見度の差)CT

174異所性石灰化(慢性腎不全の）
175

273維持療法(白血病の）
atrophy 280萎縮（ ）

273移植片対宿主病( )GVHD
( )GVHD G V H D= raft ersus ost isease

37胃切除後の食餌性糖尿
173胃腺
305依存性パーソナリティ障害

（所謂マザコンなど）
88一次孔（心房）
88一次孔欠損 心房中隔欠損症（ ）
88一次中隔（心房）
69一過性脳虚血発作
3遺伝と高血圧

26医範提綱（昔の医学書）
318遺伝子
364遺伝子座
225遺伝子情報

320
209胃透視(胃透視の欠点解説）

210
396胃泡（ ）bubble in stomach
444医療費の伸び率

444医療費の話
445医療費と高齢化
446医療費の仕組み
432陰イオン交換樹脂

(脂質異常治療薬）
433

262陰茎
262陰茎海綿体
134咽頭（上中下）
134咽頭癌

210
pharyngeal tonsil 348咽頭扁桃（ ）

397院内肺炎
scrotum 262陰嚢（ ）

263陰毛促進
（テストステロンが女性に対して作用する）

う
Wearing off 85(すり切れ 現象）
（薬理効果の持続時間が短縮する事）
Westermark sign 140
(肺動脈塞栓症において血管陰影減少によ
って肺透過性が亢進する )レントゲン所見

65ウイリス動脈輪
224ウイルス（と細菌の違い）
225ウイルス

228～
31ウイルス感染による糖尿病
77ウイルス性髄膜炎
56ウェルニッケ・マン姿勢（脳卒中）

CT 110ウインドウ幅( 検査での)
110ウインドウレベル

Werner 323ウェルナー 症候群（ ）
160ウラリット (高尿酸血症治療薬）

(尿をアルカリ性にする）
Uran 393ウラン（ ）

393ウラン鉱石
164ウルソ

（ があり、胆石や肝炎に使用する）利胆作用
185

213ウレアーゼ(ピロリ菌の）
174ウレパール(尿素軟膏薬）

urokinase 368ウロキナーゼ（ ）
376ウロビリノーゲン（ ）urobilinogen
91右脚（心臓の）

112
91右脚ブロック

coracoid process 339烏口突起（ ）
dental caries 282齲歯 虫歯＝（ ）

140右室拡張（心エコーにおける）
（肺血栓塞栓症のエコー所見としての）

140右室壁運動の低下（心エコー）
（肺血栓塞栓症のエコー所見としての）

= ight entricle 2,右心室( )RV R V
64,73,92,100, ,104,105,106,112102
140,401, ,409408

right heart failure 349右心不全（ ）
402

= ight trium 2,右心房（ ）RA R A
102 40864,91,92, ,104,112,396,401,

409
288うつ病（ ）depression

289,290,291
291うつ病の経過と予後
291うつ病の再発
289うつ病性障害
296うつ病治療のアルゴリズム
292うつ病発症のメカニズム 治療、
115右葉(甲状腺の）
56運動失語

58
58運動中枢
13運動の降圧効果
93運動負荷心筋シンチグラフィー
93運動負荷心電図
60運動野（大脳の）
47運動療法（糖尿病の）

48

え
17ACE(アンギオテンシン変換酵素阻害剤）

AC 98バイパス手術(冠動脈の）
ACTH 352(副腎皮質刺激ホルモン）
( )ACTH A c t H= dreno ortico ropic ormone

381ADP(アデノシン二リン酸)
（ ）ADP A D p= denosine i hosphate
AED 74（自動体外式除細動器）
（ ）AED=A e dutomated xternal efibrilation
75
AGA 226(男性型脱毛症)
ALT GPT 187( )
380 381,
ARB 14( )アンギオテンシンⅡ受容体拮抗剤

22,23 41716,17,18, ,
418ARB 発売順の解説

AST GOT 187( )
189 380 381, ,
ATL T 236（成人 細胞白血病）
ATP 50(アデノシン三リン酸)
（ ）ATP A T p= denosine ri hosphate

381 389251,263,310, ,
ATP K 49感受性 チャネル

181A 型肝炎
A 226型肝炎ウイルス
A 181型肝炎ワクチン
A 56型ボツリヌス毒素
A 154群β溶血性連鎖球菌

385Fab Fragment ab( ）
(免疫グロブリンの 鎖の部分）L
FC 243受容体
244
FC 245γ受容体
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H2 2 208(ヒスタミン )ブロッカー
HA 228蛋白
(インフルエンザ・ウイルスの表面蛋白）
Ｈ 赤血球（ は ；A H aem gglutinin

の事）凝集素
182ＨＢｃ抗原
182ＨＢｅ抗原、抗体

HBS 182抗原、抗体
HCV 184抗体（Ｃ型肝炎）
HCM 101(肥大型心筋症)

ypertrophic ardio yopathyHCM=H C M
112
HDL 5（ ）善玉 コレステロール

38647, 209,210,246,247,
HDL 88コレステロール増加率
(スタチン系薬剤の）
HIV 141感染

363HLA(ヒト白血球抗原)
= uman eukocyte ntigenHLA H L A

364
431HMG-COA 還元酵素

-COA= ydroy ethyl（ HMG H M
）Glutaryl-coa

430HMG-COA 還元酵素阻害剤
431
HPV 256(ヒトパピローマウイルス）
（ ）HPV H P V= uman apiloma irus
HPV16,18 256(子宮頸癌）

385H 鎖(免疫グロブリンの）
LDH 130(乳酸脱水素酵素)
( )LDH L A D= actic cid ehydrogenase
380 381,
LDH 380アイソザイム
LDL 432アフェレーシス
（血液透析等でコレステロールを減少さ
せる方法）
LDL 89受容体
LDL 5（ ）悪玉 コレステロール

386 38728,51,209,210,246,247, ,
LDL 88コレステロール低下率
（スタチン系薬剤の）
LDL/HDL 247比

385L鎖(免疫グロブリンの）
378MCH（平均赤血球ヘモグロビン量）

（ ）MCH M C H= ean orpuscular ematocrit
378MCHC(平均赤血球ヘモグロビン濃度）

= e an o rp us cu l a r( MC H C M C
）H Cematocrit oncentration

378MCV（平均赤血球容積）
( )MCV M C V= ean orpuscular olume

CT 110MD
( )M dulti etector-row helical CT

68MMSE
高次脳機能検査評価（脳動脈瘤術後）
( )M M S Eini ental tate xamination

59MRI(磁気共鳴映像)
( ) )M R Iagnetic esonance maging

67,69,411
MRI 78写真 下垂体腺腫の（ ）
MRI 78写真（ ）原発性脳腫瘍；髄膜腫の
MRI 78写真（転移性脳腫瘍の）
MRSA 199(メチシリン耐性ブドウ球菌)

207MR ワクチン
流行性耳下腺炎 風疹(M Rumps; ubella;

の二種混合ワクチンの事）
383M 蛋白

Multi sice CT 110
228ＮＡ蛋白
）(インフルエンザウイルスの表面蛋白
）(NA N a= eur minidase;ノイラミニダーゼ

39NGSP（ ）値
= ational lycohemoglobin(NGSP N G

糖 尿 病S Ptandardization rogram;
の事）HbA1cの国際基準値

NH2 189(アミノ基）
NK 237細胞
245

N D 82NMDA（ ）メチル アスパラギン酸受容体
= - ethyl- - spartate( NMDA N m D a

メマンチンreceptor;アルツハイマー治療薬の
はこの受容体に拮抗作用を持つ）
N- 135ニトロソノルニコチン
（副流煙）
S1Q3T3 140パターン
（ などの急性右心負荷に見肺動脈塞栓症
られる心電図パターンの事）

tem ell actor 237SCF S C F( )
( は骨髄間質細胞で産生されSCF

する）造血幹細胞などの増殖を促進
293SNRI（抗うつ薬）

= elective oradrenaline( SNRI S N
)R Ieuptake nhibitor

296
293SSRI（抗うつ薬）

= e l ec t i v e e r o to n in( S S R I S S
)R Ieuptake nhibitor

296
49SU剤（糖尿病血糖降下剤）

SU SURI 50受容体（ ）
50,55
S sigmoid colon 219状結腸（ )
221

393X X-rays線（ ）
395
X CT 110線管球（ 検査での）
X CT 133線吸収値（ の）

250エイコサペンタエン酸
235エイズ（ ）AIDS;後天性免疫不全

cquired mmuno( AIDS A I＝
)d Seficiency yndrome

398
422エカード（降圧剤；配合薬）

カンデサルタン ヒド（ の と利尿薬のARB
の合剤）ロクロロチアジド

424

48エクササイズ
240エクリン汗腺

264
404エコー(超音波 検査解説）

410
405エコー下針生検(甲状腺の）
409エコーフリースペース
64エコノミー症候群

140
249エステル型コレステロール

ル）(アポ蛋白の中心部のコレステロー
264エストラジオール（ ）E2
264エストリオール（ ）E3
147エストロゲン(estrogen）

259 353157,257, ,264,351,352,
353エストロゲンの語源
264エストロン（ )E1
174エスポー(一般名エポエチンアルファ）

(赤血球造血因子刺激薬）
430エゼチミブ (脂質異常治療薬）

(小腸でのコレステロール吸収阻害作用がある）
431

425エックスフォージ（降圧剤；配合薬）
（ の と 拮抗剤ARB Caバルサルタン
の の合剤）アムロジピン

dental enamel 282エナメル質（ ）
epinephrine 4エピネフリン（ ）

205エプリー法(めまいとの関連で）
174エポエチンアルファ

(赤血球造血因子刺激薬）
359エーラス・ダンロス症候群

（ ）Ehlers-Danlos syndrome
279エラスチン
230エリスロマイシン

(マクロライド系抗生物質）
93エルゴメーター負荷試験

155エンブレル(関節リウマチ）
(生物学的製剤）

permanent tooth 282永久歯（ ）
68永久障害残存率（ ）脳動脈瘤術後の
6疫学調査、疫学研究

8,
346腋窩リンパ節

347
261腋窩リンパ節転移（乳癌の）

347
235液性免疫
73壊死(心筋梗塞）

100
DIP 154遠位指節間 関節（ ）

= istal nter halangeal（DIP D I P
332

37遠位尿細管
423168,

pronator teres 338円回内筋（ ）
261遠隔転移（乳癌の）
319塩基

322
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304演技性パーソナリティ障害
265円形脱毛症
207嚥下性肺炎
242炎症細胞浸潤
221炎症性ポリープ
384炎症反応検査 等解説（ ）CRP
311遠心性神経（ ）centrifugal nerve

59延髄
77,78,84,342,344

207延髄上唾液核

お
O157 228（大腸菌）
229
OGTT 39（経口ブドウ糖負荷試験）

= ral lucose olerance( OGTT O G T
)Test

SU 49オイグルコン（ 剤）
50

16オイラックス
182オーストラリア抗原

( 抗原が最初に呼ばれていた名称）Hbs
238オキアミ
310オキザロ酢酸

oxytocin 351オキシトシン（ ）
352

316オステオカルシン（ ）osteocalcin
mentalis 340オトガイ筋（ )
mental foramen 192オトガイ孔（ ）

330
436オピオイド鎮痛薬

437
385オプソニン作用
242オマリズマブ(喘息治療薬）

（抗 Ｅモノクローナル抗体）Ig
243

416オルメサルタン( 降圧剤)ARB;
（ ）商品名 ；オルメティック 第一三共

18オルメティック
diaphragm 132横隔膜（ ）

176,178,208,396
transverse colon 219横行結腸（ ）

222
397黄色ブドウ球菌

( ）Staphylococcus aureus
corpus luteum 259黄体（ ）

257黄体 化 ホルモン ＬＨ（ ） （ ）
= uteinizing oromeLH L H
259 352258, ,

(黄体化ホルモンは黄体形成､黄体刺激
ホルモンと同義語）

280太田母斑
icterus 188黄疸( ）

42嘔吐（急性膵炎の）
78嘔吐（脳腫瘍の）

228嘔吐下痢症

transverse process 311横突起（ ）
224黄熱 病 ）（おうねつ） （yellow fever
197黄斑（眼の）
86黄変米事件

360横紋筋（ ）striated muscle
430横紋筋融解症
）(スタチン系薬の良く知られた副作用

chills 227悪寒（ ）
42悪心（急性膵炎の）
78悪心（脳腫瘍の）

207おたふくかぜ（流行性耳下腺炎）
3 282親知らず（第 大臼歯）

163音響陰影（エコー所見）
(胆石などがあるとエコーが入らず、
黒い線で写る事）
410

31温度覚の障害（糖尿病による）
141温度抵抗性（結核菌の）

か
187γーＧＴＰ

380
382γグロブリン

383
393γ線

395
Ca 82イオン

249カイロミクロン
387

181カキ(海で採れるカキ）
( 型肝炎の原因としての）A

203カタツムリ管(蝸牛管）
204

354カテコール（ ）catechol
354カテコールアミン(カテコラミン）

( )catecholamine
73カテーテル（心臓カテーテル）

109カテーテル検査の解説( ）心臓
112カテーテルアブレーション
97カテーテルインターベンション

（冠動脈のバルーン拡張術等を包括して
こう呼ぶ）

63カテーテル塞栓術（脳動静脈奇形の）
91ガイドワイヤー（カテーテル）

109
12カテキン お茶の（ ）

13,17
85カバサール (ドパミン受容体刺激薬)

（ ）一般名；ブロモクリプチンメシル酸塩
218カプセル内視鏡

CT 111カラーコード表示 での（ ）
409カラードプラーエコー
388カリウム（ ）Ka Ka= lium
228カリシウイルス科

(ノロウイルスなどが属する）
lcium 151カルシウム( ＝ )Ca Ca

388329,
18カルシウムイオン

244
13カルシウム拮抗薬（剤）

,94, ,41718 416
421カルシウム拮抗剤の作用機序
421カルシウム チャネル（ ）Ca
314カルシウムの吸収(イラスト）
158カルシウム吸収率(牛乳の）
159カルシウム(尿管)結石

165,165
18カルシウム摂取量

151カルシトニン
314

Karte 446カルテ（ ）
420カルベジロール

（αβブロッカー；降圧剤；
）商品名 などアーチスト第一三共

RCOOH 189カルボキシル基（ ）
369

251カルボン酸
(カルボン酸とは 基を持つ物質の事）COOH

236カンジダ
284

23カンデサルタン（ ）ARB;降圧剤
（商品名ブロプレス武田）;
416,418,419

Geissler 393ガイスラー（ ）
393ガイスラー管
97ガイドワイヤー

(心臓カテーテル検査、治療に使用）
256ガーダシル(子宮頸癌ワクチン）
63ガンマ(γ)ナイフ

324開殻構造（電子の）
96開胸手術(バイパスのための）

scurvy 313壊血病（ ）
73回旋枝（左冠動脈の）

117解体新書
216回虫

ileum 218回腸（ ）
219

203回転性めまい（メニエル病の）
glycolysis 251解糖（ ）

68開頭クリッピング（脳動脈瘤の）
67開頭術
56回内位 脳卒中の姿勢（ ）
58灰白質（大脳）

60
305回避性パーソナリティ障害
444皆保険制度
80海馬（大脳）
80海馬萎縮（アルツハイマー病の）

255解剖学的内子宮口
328解剖の基礎知識

spongin 329海綿質( ）
ileocecal valve 218回盲弁（ ）

308解離性（転換性）障害
222潰瘍性大腸炎



- 469 -

283
10解離性大動脈瘤

81,359
134下咽頭
303顔の筋肉の解剖
76下顎呼吸（死線呼吸）

mandible 192下顎骨（ ）
330

mandibular nerve 192下顎神経( ）
,331231

（ である）三叉神経第 枝3
277化学療法
156化学療法(骨肉腫の）
191下眼窩裂

192
; 203蝸牛管カタツムリ管 耳の（ ）

204,205
204蝸牛神経
244架橋形成

nucleus 226核（ ）
236,256,310, ,356318

nucleic acid 225核酸（ ）
226

236核酸合成阻害（剤）
264角質（皮膚の）

nucleolus 310核小体（ ）
318,356

240角（質）層
1拡張期(血)圧

7,10
102拡張期(心臓収縮サイクルの）
102拡張後期(末期）

408
83拡張型心筋症

93,113
234獲得免疫
379核の左方移動(白血球の）
231角膜ヘルペス（ ）corneal herpes

cornea 194角膜( ）
195,196 ,197

hyperplasia 220過形成（ ）
221過形成ポリープ

descending colon 219下行結腸（ ）
222

396下行大動脈（ ）descending aorta
401

140過呼吸症候群
（ ）hyperventilation syndrome
307

221過誤腫性ポリープ
324過酸化水素（ ）hydrogen peroxide

325
140下肢
395可視光線（ ）visible rays
64下肢静脈血栓

pelvic girdle 328下肢帯（ ）
342下斜筋（ ）inferior oblique
335下伸筋支帯

pituitary gland 77下垂体( ）
350 35178,84,119,259,344, ,

78下垂体腺腫
351

351下垂体前葉ホルモン
352

351下垂体ホルモン解説
226風邪ウイルス
83加速歩行 パーキンソン病の（ ）

lower leg 328下腿（( )
337下腿三頭筋（ ）triceps surae
148肩関節

330
148肩関節周囲炎

inferior vena cava 91下大静脈（ ）
165,353,396,401

106下大静脈口(心臓形成時の）
140下大静脈フィルター（留置）

深部静脈血栓の肺動脈への塞栓予防処置）（
342下直筋（ ）inferior rectus
279脚気（ビタミンＢ１不足）

beriberi 310脚気（ ）
311

226葛根湯
342滑車神経（ ）trochlear nerve

（第 番目の脳神経；眼球運動に関与する）4

343
314活性型ビタミンＤ 3
21活性酸素

324,325245,315,316,
DNA 123活性酸素（ 損傷としての）

208滑脱型食道裂孔ヘルニア
148滑膜（上腕骨頭上の）
310滑面小胞体

8家庭血圧の正常値
11家庭血圧測定指針

206果糖
196痂皮

280
198下鼻甲介

199 200,348、
9仮面高血圧

11
83仮面様顔貌 パーキンソン病（ ）

197獲得免疫
344渇中枢

8家庭血圧
196化膿疹（脳胞）
127下葉（肺の）

396
240顆粒層(皮膚角質層の）
197加齢黄斑変性症（眼の）

hepatitis 181肝炎（ ）
273寛解導入療法(白血病の）
56感覚失語

58
153感覚障害練習問題
58感覚中枢（大脳）

58感覚野
60

36肝管
153肝機能検査
165間欠性疼痛 尿管結石の（ ）
148間欠性跛行 脊柱管狭窄の（ ）
264汗孔（皮膚の）

liver cirrhosis 152肝硬変（ ）
182,184

35肝硬変による糖尿病
coxal bone 330寛骨（ ）

334 336,
acetabulum 150寛骨臼（ ）

336
156患肢温存術（骨肉腫）
349間質液
383間質液膠質浸透圧
398間質性肺炎

（ ）interstitial pneumonia
129間質性肺炎（ ）抗癌剤副作用
349間質とは？
378桿状核球

379
221管状腺腫
309杆状体細胞（網膜の）
73冠状動脈(心臓の）

93
297感情鈍麻（統合性失調症の）

coronal suture 330冠状縫合( ）
178肝静脈

sweat gland 349汗腺（ ）
94冠（状）動脈拡張
93冠動脈(冠状動脈）狭窄
93冠状動脈造影検査
57冠状縫合（頭蓋骨）

191
152肝腎コントラストの増強
35肝性糖尿病

154関節滑膜
149関節間隙
178間接撮影写真（胃透視の）
143関節痛
149関節軟骨
188間接ビリルビン

271
33関節リウマチ

154 384,
155関節リウマチの診断基準
155関節リウマチの治療
142感染防御免疫
273完全寛解(急性白血病の）
273完全寛解率（〃）
91完全右脚ブロック
68完全閉塞率（脳動脈瘤術後の）
91完全房室ブロック

liver 25肝臓( )
44,45,89,176,178,207,246,252,383
387,396,431,433
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148肝臓の働き
183肝臓癌

184,252
CT 26肝臓癌（ 所見）

187肝機能検査解説
atlas; 152環椎（ ）C1 第 頸椎1 の事

164肝内胆石
174乾皮症(透析に伴う）
252肝嚢胞（エコー写真）

94冠攣縮性狭心症
156外滑膜反応

extra-ocular muscles 191外眼筋 ( ）
193,342

76外頚動脈( )external carotid artery
404

255外子宮口
201外耳
223外痔核
201外耳道

330
71外側型（脳出血）

（レンズ核などに出血する）
vastus lateralis 337外側広筋（ ）

342外側直筋（ ）lateral rectus muscle
255外腸骨動静脈

abduction 328外転（ ）
abducens nerve 342外転神経（ ）

第 番目の脳神経；眼球の運動に関与する）6

26外分泌
349

exocrine glands 262外分泌腺（ ）
266

170外尿道括約筋
246外膜(血管壁の）

249
204外リンパ（蝸牛管の）

205
272芽球
217顎口虫症
392画像診断の解説

413～
206顎下腺

207
232化膿疹（膿疱）

crust 232痂皮（ ）
mandibular joint 330顎関節（ ）

195眼圧
191眼窩

, ,330192 193
192眼窩下孔

infraorbital groove 192眼窩下溝( ）
192眼窩上孔(眼窩切痕）
192眼窩切痕
193眼窩底
193眼窩底骨折

(吹き抜け骨折と呼ぶ）
191眼窩裂（上下）

eyeball 342眼球（ ）

191眼球の解剖
193,194

191眼筋（外眼筋）
65眼瞼下垂（脳動脈瘤による）

400眼瞼下垂（ ）重症筋無力症による
（ ）blepharoptosis

231眼神経(三叉神経第１枝）
196眼底(検査）緑内障発見のための
156癌の骨転移

facial nerve 343顔面神経（ ）
83丸薬丸め運動（ ）パーキンソン病

Pill rolling tremor
338眼輪筋（ ）orbicularis oculi

340

き
82GABA(ギャバ)

amma - mino utyric cidγ( )g a b a
（ ）アミノ酸系の神経刺激伝達物質である
QRS 92波（心電図の）
103

162キサンチン(尿酸前駆物質）
435

434キサンチンオキシダーゼ
435

162キサンチン酸化酵素
(キサンチンから尿酸を合成）

244キニン
201キヌタ骨（耳の）
182キャリア 肝炎ウイルスの)（
393キューリー夫妻

T 235キラー 細胞 リンパ球の（ ）
103ギャロップリズム（心音）
80記憶形成（海馬）
79記憶障害（アルツハイマー病の）

103機械的収縮(心臓収縮の）
64期外収縮(心臓の不整脈）

124
203規管(三半規管の解説で）

organ 355器官（ ）
trachea 114気管（ ）

115,176,207,342,318,405
176気管支

129気管支拡張剤 (肺気腫治療としての）
208気管支喘息

241
397気管支透亮像

（ ）air broncogram:エアブロンコグラム
243寄生虫感染

proximal phalanx 332基節骨（ ）
259基礎体温

(低温相と高温相）
5喫煙 血管の動脈硬化の原因（ ）

28,134
134喫煙（喉頭癌の危険因子）
208喫煙(食道癌の危険因子）

171喫煙(腎臓癌の危険因子）
44喫煙（膵癌の危険因子）

199喫煙(繊毛細胞への影響）
286喫煙 多血症の原因（ ）

DNA 123喫煙（ 損傷としての）
126喫煙の健康被害
128喫煙(肺気腫の原因として）
130喫煙（肺癌の原因としての）
285喫煙（舌癌の原因としての）
247喫煙

（ コレステロールを減少させ、 コレスHDL LDL

テロールを増加させるリスクについて）
315基底細胞癌(皮膚癌の）
240基底（細胞）層

(皮膚角質層の一番下の層）
basilar membrane 357基底板（ ）
basal membrane 357基底膜（ ）

358
167基底膜 腎臓糸球体の（ ）
204基底膜（蝸牛管の）
242基底膜 肥厚(気管支平滑筋の)
242気道炎症
242気道過敏性亢進
244気道確保（ ）airway management
242気道狭窄
242気道上皮剥離

I 244気道閉塞( 型アレルギー）
242気道粘膜の浮腫
104機能性 無害性 雑音（ ）
288気分障害

289
olfactory bulb 342嗅球（ ）

200球結膜
188球結膜（黄疸の）
342嗅索
394吸収線量
335弓状動脈
280丘疹
342嗅神経（ ）olfactory nerve

343
331嗅神経孔
311求心性神経( ）afferent nerve
140急性右心負荷（肺性心）
176急性肝炎
272急性骨髄性白血病（ ）AML
）AML A M L= cute yelocytic eukemia(

273急性骨髄性白血病の 年生存率5
168急性糸球体腎炎
73急性心筋梗塞

153急性心筋梗塞（検査値異常）
35急性膵炎による糖尿病
42急性膵炎

288急性ストレス反応
164急性胆嚢炎(胆石を原因として）

O-157 229急性脳症（ による）
200急性副鼻腔炎
272急性リンパ性白血病

274
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242吸入ステロイド
59橋（きょう （脳幹の））

78 ,84,342
39境界域（糖尿病）
39境界型糖尿病

40
304境界性パーソナリティ障害

thoracic cage ; thorax 300胸郭（ ）
336

thoracic duct 347胸管（ ）
pneumoscope 253胸腔鏡（ ）

191頬骨
192,193,330

sternum 151胸骨( ）
336176,271.273,

336胸骨角（ ）sternal angle
zygomatic arch 330頬骨弓（ ）

261胸骨内側リンパ節（ ）内胸リンパ節
192頬骨顔面孔
336胸骨体（ ）body of sternum
336胸骨柄（ ）manubrium
331胸鎖乳突筋（ ）sternocleidomastoid

,343337,338
71橋（きょう）出血
93狭心症

96
403胸水貯留の胸部 線所見X
170胸髄(神経）

207,344
thymus 350胸腺（ ）

400胸腺腫（ ）thymoma
144胸椎(thoracic vertebrae）

336
307強迫性恐怖
307強迫行為

308
308強迫思考
307強迫性思考
307強迫性障害
306強迫性パーソナリティ障害
115峡部(甲状腺中央部）
306恐怖性不安障害（恐怖症）
132胸部ＣＴ

413
93胸部圧迫感(狭心症の症状としての）
2胸部大動脈

73,100,132,178
99胸部大動脈解離

132胸部レントゲン読影の死角
396胸部レントゲン検査解説

403～
pleura 400胸膜（ ）

194強膜（眼の）
185強力ミノファーゲンＣ
336胸肋関節（ ）sternocostal joints
174協和発酵キリン(製薬会社）

megakaryocyte 237巨核球( ）
334距骨（ )talus

226虚証(漢方）
337棘下筋（ ）infraspinatus
148棘上筋
385局所免疫
144棘突起（脊椎の）

,338146,311
90虚血性心疾患

gigantism 351巨人症（ ）
（下垂体腫瘍などの成長ホルモン過
剰で起こる）

312巨赤芽球性貧血
378

38拒絶反応（移植の）
282鋸切歯
67巨大脳動脈瘤

229起立性蛋白尿
223切れ痔（裂肛）anal fissure

fissure 280亀裂(皮膚の）
PIP 154近位指節間( )関節

( )PIP P I P= roximal nter halangeal
332

37近位尿細管
423140,168,171,

153筋炎（検査値異常）
329筋組織の解説
115禁煙治療

116,117
257(子宮)筋腫茎捻転
257(子宮)筋腫分娩

（筋腫が子宮口から出る事）
360筋原繊維（ ）myofibril
360筋上膜（ ）epimysium
311筋伸展反射
360筋繊維（ ）muscle fiber
215筋層

240
257筋層内(子宮）筋腫

（子宮筋腫の中で最も頻度が高い）
360筋束（ ）fasciculus
360筋組織 解説（ ）muscular tissue
253緊張性気胸
337筋肉の解剖

~340
20筋肉融解（副作用）

152筋力段階評価
365偽足(血小板の）

369
146ぎっくり腰
263偽半陰陽

女児の男性化（ で先天性副腎過形成
が起こる事）

236偽膜性腸炎（抗生物質副作用）
208逆流性食道炎
141牛乳；低温殺菌について
367凝固因子解説

373～
217蟯虫(ぎょうちゅう）
307疑惑症（癖）

く
Goodpasturre 245症候群
(出血性肺炎 増殖性糸球体腎炎）+

273GVHD（ ）移植片対宿主病
( )GVHD G V H D= raft ersus ost isease

251クエン酸回路
310

142クォンテフェロン
35クッシング症候群（糖尿病発症）

,54
180クッパー細胞（肝臓の）
260クーパー靱帯（乳房の）
256クラスⅠ～クラスⅤ(細胞診）
202クラバモックス(抗生物質）
67クリッピング(脳動脈瘤)

68
393クルックス管

creatinine 31クレアチニン( )
190 388 38932,37,55,168, , ,

- 190クレアチニン クリアランス
(ほぼ腎糸球体濾過量に近い）

31クレアチニン補正
32

140クレアチニン上昇（腎炎）
388クレアチン（ ）creatine

389
190クレアチンリン酸

(クレアチンリン酸の代謝産物がクレアチニン）
389

87クレストール（ ）一般名ロスバスタチン
247

141クレゾール（ ）結核菌の消毒として
116クレチン病（先天性甲状腺機能低下）
318クロマチン

356
320クロマチン繊維

Crohn disease 222クローン病（ ）
318グアニン（ ）guanine

319
51グラクティブ（シタグリプチン）

55
SU 50グリクラジド（ 剤）

55
Glycogen 27グリコーゲン( ）

25141,148,180,
51グリコラン メトホルミン（ ）

55
82グリシン（アミノ酸系の刺激伝達物質）

glycerol 251グリセロール（ ）
3グリチルリチン

SU 49グリペンクラミド（ 剤）
（ ；商品名オイグルコン､第２世代 剤SU
ダオニールなど）

42650,
50グリミクロン（グリクラジド）

（ である。商第 世代の 剤3 SU
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品名 などがある）アマリール
42655,

SU 49グリメピリド（ 剤）
55

39グルカゴン
41,45

glucose 41グルコース（ ）
50,251

1 251グルコース リン酸
-6- 251グルコース リン酸

426グルコーススパイク
（食後の急激な血糖上昇が血管内皮細胞
などに傷害を与える悪影響の事）

41グルコ 糖質 コルチコイド（ ）
( )glucocorticoid
353

51グルコバイ（アカルボース）
（αグルコシダーゼ阻害剤である）
55

82グルタミン酸
189

189グルタミン酸ソーダ(味の素）
51グルファスト

（速効性インシュリン分泌促進薬）
394グレイ（ ）grey
188グロビン
383グロブリン（ ）globulin

jejunum 218空腸（ ）
40空腹時血糖値異常（ ）IFG

( )IFG I F G= mpaired asting lucose
59空腹中枢（視床の）

103駆出期(心臓収縮サイクルの）
107駆出性雑音
415薬の解説

442～
13薬の副作用

19
flexor retinaculum 333屈筋支帯（ ）

164熊の胆（ )熊胆 胆石治療;
359くも状指（ ）arachnodactylia

（ ）マルファン症候群の指の特徴
arachnoid 57くも膜 脳の；（ ）

77
57くも膜下腔

77
57くも膜下出血

63, 71,7265~68,
315くる病(骨軟化症）

cluster headache 231群発頭痛（ ）

け
KOH 281（ ）水酸化カリウム 法
（白癬鏡検に使用する）

53ケトアシドーシス
251

ketone body 251ケトン体（ ）

5ケモカイン
crista galli 331鶏冠(篩骨の）

255頸管(子宮の）内膜
280鶏眼＝うおのめ

A,E 181経口感染（ 型肝炎の）
154経口避妊薬

75g 34経口ブドウ糖負荷試験（ ）
39,40

tibia 149脛骨( )
151,330, ,335334

235形質細胞
243

styloid process 330茎状突起( ）
342頚髄
70経静脈投与（脳梗塞血栓溶解治療の）
56痙性麻痺（尖足）

336頚切痕（ ）incisura jugularis
391経直腸生検
144頸椎（ ）cervical vertebrae

336152,
152頸椎根傷害
152頸椎神経
151頚椎捻挫（むち打ち症）
151頚椎ヘルニア

carotid arteries 69頸動脈( )
40476,

405頸動脈エコー検査
carotid canal 331頚動脈管（ ）

61頸動脈サイフォン部
115頚部エコー検査

404123,
346頚部リンパ節

PELD 146経内視鏡的切除（ ）
（腰椎ヘルニアに対する）

71経尿道的腫瘍切除術（膀胱癌）1
268経尿道的前立腺切除術
31血液透析 糖尿病による（ ）

I 244血圧低下( 型アレルギー）
8血圧の正常値
8血圧の日内変動

10血圧は左右どちらで測定？
378血液一般検査成績の解説
361血液型解説
361血液型の分類
380血液生化学検査解説

~383
234血液塗抹標本

- 85血液 脳関門
tuberculosis 245結核（ ）

141結核菌
142 397,

246血管
I 244血管拡張（ 型アレルギー）

73血管拡張術(冠動脈の）
73血管拡張術（バルーン治療）

109
174血管再生治療

(末梢動脈疾患に対する）

252血管腫(肝臓の）
84血管性認知症

245血管透過性亢進
( 型アレルギーの）III

68血管内コイル治療（ ）脳動脈瘤の
249血管内皮細胞

365,366
134血管内皮障害（喫煙による）
229血管内皮傷害（ による）O-157
361血管内溶血
313血管の解剖

hematothorax 253血胸（ ）
(気胸の合併症としての）

130血行転移(肺癌の）
359結合組織の解説
379血色素(ヘモグロビン）
72血腫除去術(脳出血治療）

blood plasma 367血漿（ ）
379

271血漿アルブミン
383血漿膠質浸透圧

platelet 28血小板（ ）
365,366 369234,237,355, ,

244血小板活性化因子( )PAF
( )PAF P A F= latelet ctivating actor

245血小板減少性紫斑病
378血小板数
299欠神発作（てんかんの）

（純粋小発作とも呼ばれる）
300

blood serum 367血清（ ）
226血清型別分類(ウイルスの）
270血清鉄(値）
280結節 腫瘤、

5血栓
70,73,157

368血栓溶解剤
368血栓溶解作用
69血栓溶解療法

70
88血中半減期

（スタチン系薬剤の）
388血中尿素窒素( )BUN
385血沈(赤血球沈降速度）
386血糖( ）glucose
49血糖降下剤（糖尿病）

52,55～
24血糖降下の機序 正常者（ ）
36血糖値（糖尿病診断基準）

168血尿(急性糸球体腎炎の）
165血尿(尿管結石の）
171血尿(膀胱炎の）
365血餅（ ）blood clot

367
367血友病（ ）hemophilia
197検眼鏡
200嫌気性菌
381嫌気性呼吸
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188瞼結膜
scapula 148肩甲骨（ ）

336330,
446健康保険組合
446健康保険証交付
375検査成績の見方

391～
102腱索（心臓の）

canine tooth 282犬歯（ ）
336剣状突起（ ）xiphoid process

32顕性腎症後期（第３期Ｂ）糖尿病
A 32顕性腎症前期（第３期 ）糖尿病

79見当識障害（アルツハイマー病の）
tendon reflex 311腱反射（ ）

169顕微鏡的血尿
acromion 338肩峰（ ）

182激症肝炎
257月経

269
259月経の周期解説
332月状骨（ ）lunate

12減塩 高血圧との関連（ ）
297幻覚（統合性失調症の）

56言語障害
58言語中枢

atomic nucleus 324原子核（ ）
105原始右房、原始左房

(心臓形成時の）
297玄声（統合性失調症の）
297幻聴（統合性失調症の）

37原尿 腎臓（ ）
167,168,377,423

279原発疹(発疹の分類）
280

3,原発性アルドステロン症
( )primary aldosteronism
15 417,

3原発性高血圧
78原発性脳腫瘍

こ
5 265αリダクターゼ
5 156年生存率(骨肉腫の）
5 171年生存率(腎臓癌の）
5 78年生存率 脳腫瘍の（ ）
5 130年生存率(肺癌の）
5 171年生存率(膀胱癌の）

156Codman(コッドマン 三角）
(骨肉腫で見られる外滑膜反応）

310コハク酸
corona virus 226コロナウイルス( ）

（風邪のウイルスの一つ）
67コイリング

（脳動脈瘤に対するカテーテル塞栓術の事）
68コイル塞栓術（ ）コイリングと同じ意味

136コカイン

233コガタアカイエカ
290コタール症候群（否定妄想）
156コッドマン三角（骨肉腫）
141コッホ（ ）結核菌発見者としての

142
142コッホ現象

（結核菌再感染の際の）
424コディオ（降圧剤；配合薬）

（ の と利尿薬ARB バルサルタン
）の の合剤ヒドロクロロチアジド

136コチニン(ニコチンの代謝産物）
139

158コラーゲン
279,313

359コラーゲン線維（ ）collagenous fiber
381コリ回路
81コリンエステラーゼ阻害剤

82
160コルヒチン 痛風治療薬（ ）

colposcopy 256コルポスコピー（ )
(腟拡大鏡診)

432コレスチラミン(脂質異常治療薬）
(陰イオン交換樹脂）
433

246コレステロール
247,263,353, ,433387

387コレステロール・エステル
250コレステロール含有量
163コレステロール結石（胆石）
36コレステロール高値

180コレステロール合成（肝臓）
247コレステロール摂取制限
10コロトコフ音
67コーティング ラッピング（ ）

217コンバントリン(蟯虫駆除薬）
Golgi apparatus 310ゴルジ装置（ ）

356
150ゴルフ肘

Ig 242抗 Ｅモノクローナル抗
(気管支喘息の新しい治療薬；難治性喘息
に適応あり）

218高圧浣腸
14降圧剤

16 18,～
421降圧剤の作用機序

（ 拮抗剤とβブロッカー）Ca
70後遺症（脳梗塞後の）
34高インシュリン血症
85抗ウイルス剤

293抗うつ剤の解説
basophils 237好塩基球（ ）

378239,245,
237好塩基性前赤芽球
353抗炎症作用(糖質コルチコイドの）
141高温殺菌牛乳
348口蓋垂（ ）palatine uvula

palatine tonsil 348口蓋扁桃（ ）
104口蓋裂

244甲殻アレルギー
231口角炎
340口角下制筋
224光学顕微鏡
28口渇 糖尿病の症状（ ）

39
78膠芽腫（グリオブラストーマ；脳腫瘍）

262睾丸（精巣）
4交感神経

3449,19,45,170,193,
207交感神経刺激

(唾液腺分泌に与える影響）
240交感神経刺激

(アポクリン汗腺刺激；発汗）
93交感神経遮断剤

113
267交感神経遮断薬

(前立腺肥大の治療薬として）
420交感神経遮断剤（βブロッカー）
421交感神経遮断剤の作用機序
155抗癌剤
278抗癌剤の副作用
141好気性菌

masseter 338咬筋（ ）
340

207口腔
206口腔の解剖
282口腔連鎖球菌
229行軍 ヘモグロビン尿症（ ）こうぐん

(長距離歩行で、腎臓が揺さぶら
れるので血尿が出る事）

platysma 340広頚筋（ ）
1高血圧
3原因
7年齢による血圧変動
9血圧の日内変動

21ワクチン療法
28粥腫増大の原因

168高血圧(急性腎炎に伴う）
63高血圧性脳出血

71
12高血圧治療ガイドライン

416高血圧治療薬解説(詳細に）
425～

369抗血小板薬
142抗原

235,239,244,245
245抗原抗体複合体(免疫複合体）
243抗原提示細胞

collagenic fiber 279膠原繊維（ ）
33膠原病

353膠原病(自己免疫疾患）
(膠原病に糖質コルチコイドの使用される
理由）

348硬口蓋（ ）hard palate
121抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体
120抗甲状腺ホルモン剤
65後交通動脈
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66
56構語障害

58,69,71
78構語障害（脳腫瘍の）

237後骨髄球
iris 193虹彩 )（

194 ,196,197 ,200
iritis 197虹彩炎（ ）

121抗サイログロブリン抗体
362交叉適合試験(クロスマッチ）

（輸血検査で行なわれる）
13抗酸化作用

158,316,432
eosinophils 237好酸球（ ）

378 379242, ,
383膠質浸透圧
232紅色丘疹（発赤）

thyroid gland 45甲状腺( ）
114 123 350 405～ ,151, ,352,

405甲状腺エコー検査
115甲状腺癌

122,123117,
116甲状腺機能検査
36甲状腺機能低下（心電図）

116甲状腺機能低下
121

TSH 116甲状腺刺激ホルモン（ ）
= hyroid timulating ormoneTSH T S H

）又は (サイロトロピン thyrotropin
352122,

115甲状腺腫
116

116甲状腺腫大
122甲状腺腫瘍
114甲状腺の解剖

3甲状腺ホルモン
116, ,122,350,352118,120

120甲状腺濾胞細胞
114甲状軟骨( )thyroid cartilage

115,263,314,404,405
294高照度光療法 うつ病（ ）
306高所恐怖（症）
231口唇ヘルペス

232
331後頭蓋窩
353抗ストレス作用(糖質コルチコイドの）
85向精神薬

227抗生物質
236 439,

actinic keratosis 315光線角化症（ ）
297考想化声（統合性失調症の）
298考想察知（〃）

5梗塞
100梗塞後(心筋梗塞の 合併症）
57後側頭泉門（頭蓋骨の）
97高速ロータリー回転

antibodies 119抗体（ ）
234,235,239,243,385

245抗体依存性細胞傷害
D 363抗 抗体

337広背筋（ ）latissimus dorsi
338

64後大脳動脈
66

neutrophils 234好中球( )
378 379237,245,272, ,

273後腸骨稜
(骨髄穿刺をする場所としての）

207喉頭蓋（ ）epiglottis
283

134喉頭癌（ ）laryngeal cancer
210

330後頭骨（ ）occipital bone
58後頭葉

84,191,331,341
114喉頭隆起(結節）
157高尿酸血症

,159,160,161,162,166158
157高尿酸血症 痛風治療ガイドライン、

160158,
32高窒素血症 糖尿病性腎症（ ）

226口蹄疫（ ）foot-and-mouth disease
157更年期障害
337広背筋（ ）latissimus dorsi

338
erythema 280紅斑（ ）

69広範囲梗塞 中大脳動脈の（ ）
70

239抗ヒスタミン薬
244

229後腹膜腔
57硬膜

anus 219肛門（ ）
223

306肛門性格（フロイドの提唱）
（倹約､頑固､秩序を三主徴とする）

223肛門上皮
152絞扼性末梢神経障害
155抗リウマチ剤

HBs 183高力価 抗体含有
（ＨＢＩＧ）免疫グロブリン

344抗利尿ホルモン
445高齢化率
141高齢者肺結核
340口輪筋（ )orbicularis oris
239抗ロイコトリエン薬

(喘息などで使用）
134声がれ 嗄声 と喉頭癌（ ）
179鼓音(打診における）
150股関節
150股関節裂隙
127呼吸細気管支
140呼吸性アルカローシス
163黒色石(胆石の）
444国民医療費
446国保連合

445国民皆保険制度
157国民生活基本調査
277固形癌
254孤児の父( について石井十次 ）
201鼓室(耳の）
202鼓室形成(真珠腫性中耳炎に対する）
83固縮(筋肉の）パーキンソン病

305誇大的妄想
149骨化核

skeletal muscle 329骨格筋（ ）
337 360,

osteoblast 147骨芽細胞（ ）
151,329

diaphyses 329骨幹( ）
150骨硬化
156骨腫瘍
412骨シンチグラフィー

bone marrow 329骨髄（ ）
273骨髄移植

274
237骨髄芽球

272
myelocyte 237骨髄球（ ）

237骨髄系幹細胞
bone marrow cells 237骨髄細胞（ ）

273骨髄生検
273骨髄線維症
272骨髄穿刺(骨穿）

,336272
272骨髄不全
278骨髄抑制(抗癌剤の副作用）
329骨層板
364骨髄バンク
147骨粗鬆症

epiphyses 329骨端（ ）
156骨軟骨腫
156骨肉腫
156骨嚢腫

pelvis 150骨盤( ）
334

147骨量
151

103固定性分裂（心臓第２音の）
107

298言葉のサラダ（統合性失調症の）
（無関係な言葉の羅列の事）

139子供の受動喫煙リスク
（ ）親の喫煙が子供に与える影響

201鼓膜
202鼓膜切開(中耳炎に対する）
202鼓膜チューブ挿入(中耳炎）
83小股歩行 パーキンソン病の（ ）

207混合腺(唾液腺の）
71昏睡（視床出血による）

116昆布(ヨード含有の説明で）
294昏迷状態
143五十肩

148
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pentose 319五炭糖（ ）

さ
103Ⅲ音(心音の）

(心室急速拡張充満期音；心不全などで聴
診される）

245III 型アレルギー
325三重項酸素

3 251ヒドロキシ酪酸
423サイアザイド系利尿薬

cytokine 142サイトカイン( )
245,283,384

thymosin 350サイモシン（ ）
121サイロイドテスト

4 118サイロキシン（Ｔ ）
352

121サイログロブリン
244サクシゾン(ステロイド）
217サナダムシ(条虫）
256サーバリックス

(子宮頸癌ワクチン）
285サプリメント解説

23サララシン
salicylic acid 369サリチル酸（ ）

193サリン（縮瞳）
副交感神経刺激による縮瞳

166サルコイドーシス
(尿管結石の原因としての）

197サルコイドーシス（眼の）
399サルコイドーシス（肺）

ARB 23サルタン（ ）
202サワシリン(抗生物質）
160ザイロリック(尿酸合成抑制薬）

97再狭窄( 後に再び狭窄する事)PTCA
細菌（ ）bacteria

77細菌性髄膜炎
1最高血圧
1最小血圧
1最低血圧
1最大血圧

273臍帯血輸血
47最大酸素消費量
32細動脈硬化（腎臓の）

171再発率(膀胱癌の）
355細胞解説

356,358
355細胞と組織と器官の解説

360～
256細胞検査士
318細胞質
356細胞質小器官
256細胞診クラス分類
353細胞性免疫抑制作用

（糖質コルチコイドの）
cell wall 225細胞壁（ ）

439細胞壁合成阻害剤

141細胞 性 免疫（ ）
142,235,245

324細胞の大きさ
325細胞の構造

cell division 277細胞分裂（ ）
321

225細胞壁合成阻害
236

cell membrane 81細胞膜（ ）
244,356,387

226細胞膜蛋白(ウイルスの）
103再分極（心電図）
359細網線維
383細網内皮系

（ ）reticuloendothelial system
199杯細胞（ ）goblet cell

242
91左脚（心臓の）

112
91左脚ブロック

298作為体験（統合性失調症の）
209酒(食道癌のリスクファクターとして解説）

210
anal atresia 223鎖肛（ ）

（ ）鎖肛は 人に 人の割合で発症する5000 1
clavicle 176鎖骨（ ）

,396336
404鎖骨下動脈（ ）subclavian artery
230刺し口(ツツガムシ病の）

= eft entricle 2左(心)室（ ）LV L V
64,73,91,96,100, ,104,106,112,102

,409408
113左室拡張(拡張型心筋症の）
408左室拡張末期径
96左 心 室造影（ ）
96左室造影拡張期
96左室造影収縮期
96左室造影用カテーテル

108左室肥大(心電図の）
113左室肥大(心筋症）
408左室壁
113左室流出路
103左心室圧
402左心不全

= eft trium 2左心房( )LA L A
64,91,100, 112,401, , ,409102, 402 408

64左心房内血栓（心房細動の）
112

269匙状爪（鉄欠乏性貧血）
134嗄声（声がれ）
216擦過細胞診（子宮癌健診）

260
206砂糖
216鯖 さば とアニサキス（ ）
115左葉(甲状腺の）

deltoid muscle 148三角筋( )
337,338152,

332三角骨（ ）triquetrum

293三環系抗うつ剤
296

291産後うつ病
trigeminal nerve 192三叉神経( ）

343
231三叉神経節（ ）trigeminal ganglion

3 192三叉神経第 枝（下顎神経）
331

2 192三叉神経第 枝(上顎神経）
331

291産褥期精神病
266酸性フォスファターゼ

2,三尖弁
84, ,106102

103三尖弁閉鎖音
（心臓第１音の成分としての）

oxygen 118酸素（ ）
127,128,398

126酸素吸入（肺気腫の）
mydriasis 193散瞳（ ）

65散瞳（脳動脈瘤による）
30三大合併症（糖尿病の）

201三半規管
203

290罪業妄想
138財団法人喫煙科学研究所

ischium 330坐骨（ ）
334

145坐骨神経
145坐骨神経痛
299残遺てんかん
171残尿感（膀胱炎の）
266残尿感(前立腺肥大の）

し
25十二指腸

36,44,212,218
22十二指腸の名前の由来

390CA19-9 19-9(糖鎖抗原 ）
= arbohydrate ntigen 19-9CA C A

125 260ＣＡ
（卵巣腫瘍マーカー；早期発見は不可）

390CEA(癌胎児性抗原）
= arcino mbryonic ntigenCEA C e A

391
CGA 173分類(慢性腎臓病の）
( )CGA C G A= ause FR lubuminuria
CKD 173(慢性腎臓病）
( )CKD C K D= hronic idney isease
CKD 2012 173診療ガイド

ardio ulmonary esuscitation 75C p r
( 心肺蘇生術)CPR=
CIJ 250(コレステロール摂取基準）
( )CIJ C I J= holesterol ndex for apanese
COPD 128（ ）慢性閉塞性肺疾患

ulmonary(COPD c o= hronic bstructive p
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)disease
384CRP C( 反応性蛋白)

( )CRP C R P= - eactive rotein
CPAP 287(鼻腔持続陽圧呼吸)

= ontinuous ositive irway(CPAP C P A
)Pressure

CT Computed Tomography 69( )
110

411CT 検査解説
CT 110の基本原理解説
CV2198 22( の元祖化学物質ARB )
CPAP 257(鼻腔持続陽圧呼吸)

184Ｃ型肝炎
151
C 174繊維神経終末
GAD 33抗体（糖尿病）
GFR 32（糸球体濾過率）
Gerota 229筋膜
(腎臓と副腎を一塊として包む筋膜）
GIP 52

= l u c o s e d e p e n d e n t( G I P G
)I Pnsulinotropic olypeptide

54
GLP1 52

)(GLP1 G L P 1= lucagon ike eptide
428,42954,

JDS apan iabetes ociety 39( )値J D S
Symvastatin 86（ ）シンバスタチン

244シクロオキシゲナーゼ
( )COX
436

436シクロオキシゲナーゼ阻害薬
437

278シクロフォスフォミド
51シタグリプチンリン 阻害薬（ ）DPP4

55
cytosine 318シトシン（ ）

62シナプス
81,293

81シナプス小胞
シーベルト（ ）sievert
シーベルト博士

280シミ
287シーパップ( )CPAP

= ontinuous ositive irway(CPAP C P A
鼻腔持続陽圧呼吸)Pressure;

55シュアポスト（ ）レパグリニド
50シベノール（抗不整脈薬）
50シベンゾリン（抗不整脈薬）

389シャント形成術(透析前の）
165シュウ酸カルシウム結石

(尿管結石の ％を占め、最も多い）80
166

196シュレム管（眼の）
124ショートラン（不整脈）

67シルビウス裂(大脳の脳溝）
80

80シルビウス裂の拡大

（アルツハイマー病による）
412シンチグラフィー検査解説
26ジアスターゼ

206
443ジェネリック(後発品）
50ジソピラミド（抗不整脈薬）
14ジヒドロピリジン系 Ca 拮抗薬

18
51ジベトス（ブホルミン）

( )メトホルミンと同じビグアナイド剤である
135ジメチルニトロサミン（副流煙）
51ジャヌビア（シタグリプチンリン）

55
（糖尿病薬； 阻害剤である）DPP4

394ジュール（ ）joule
86シンバスタチン

85シンメトレル（一般名アマンタジン）
（ドパミン放出促進薬である）

263ジヒドロテストステロン
264,265
（ ；頭部脱毛テストステロンの代謝産物
との関連）

58視覚中枢（大脳）
191

ultraviolet rays 123紫外線（ ）
315 395151, ,

DNA 123紫外線 損傷としての（ ）
315

315紫外線と皮膚癌の関係
195紫外線(白内障の一因としての）
163色素石(胆石の）
280色素斑
31糸球体（腎臓の）

377167,
168糸球体基底膜
255子宮
255子宮癌
255子宮癌罹患率

myoma of uterus 257子宮筋腫( ）
270

257子宮筋層
259

255子宮頚管
255子宮頸癌

25
256子宮頸癌ワクチン
255子宮頚部

256
256子宮頚部擦過細胞診
255子宮後屈
257子宮漿膜
257子宮腺筋症

(子宮筋層内の子宮内膜症の事）
255子宮体癌
255子宮体部
255子宮底
255子宮内膜

259

259子宮内膜の機能層と基底層
257子宮内膜症（ ）endometriosis
365止血のメカニズム

368～
rhodopsin 309視紅（ ）
cribriform foramina 331篩孔（ ）

191視交差
298思考吹入（統合性失調症の）

思考奪取（〃）
思考途絶（〃）

ethmoid 193篩骨（ )
digital bone 330指骨（ ）

332
phalanx of foot 330趾(節 骨）

,335334
331篩骨鶏冠
192篩骨垂直板

330
ethmoid sinus 200篩骨洞( ）

（副鼻腔の一つ）
282歯根尖孔
387脂質（ ）lipid

28脂質異常症(以前の高脂血症）
36,86,157,163,246,247

86脂質異常症治療薬
87,88 430 433、 ～

249脂質異常症の食事療法
250

350脂質検査 血糖検査成績解説、
180脂質代謝(肝臓での）

paradentitis 282歯周炎 ；（ ）歯槽膿漏
283

283歯周炎と全身性疾患
59視床

60,80,84,344
59視床下部

35080,119,344,
71視床出血

223歯状線（肛門の）
（歯状線は胎児肛門開通時の境界線である）

283糸状乳頭
333指伸筋腱

optic nerves 59視神経（ ）
78,191,193,194,196,197 +

optic canal 191視神経管（ ）
192

192視神経孔
196視神経乳頭（眼の）

197
197視神経乳頭浮腫(脳腫瘍の）
57矢状縫合

dental pulp 282歯髄（ ）
83姿勢反射障害(パーキンソン病の）

332指（節）骨（ ）phalanx
sebaceous glands 264脂腺（ ）

76死戦期呼吸（下顎呼吸）
253自然気胸(特発性気胸）
166自然排石(尿管結石の）
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234自然免疫
dental alveoli 282歯槽骨（ ）

283
282歯槽膿漏（歯周炎）

283
tongue 207舌( ）
,342,348,350283

283舌の解剖
397市中肺炎
311膝蓋腱反射（ ）knee jerk

patella 149膝蓋骨( ）
patellar ligament 337膝蓋靱帯（ ）

106室間孔(心臓形成時の）
knee joint 330膝関節（ ）

79失行
56失語

58
79失語（アルツハイマー病の）
79失認

195失明(緑内障）
C2 152歯突起(軸椎； の）

272歯肉出血､腫脹(白血病の）
323死の遺伝子

purpura 280紫斑（ ）
79司法解剖

240脂肪
255,260

fatty liver 27脂肪肝( )
186,410

CT 186脂肪肝の 、エコー所見
adipocytes 355脂肪細胞( ）

fatty acid 251脂肪酸（ ）
251脂肪族カルボン酸
68死亡率（脳動脈瘤手術の）
99死亡率(急性心筋梗塞の）

306社会（社交）恐怖症
446社会保険診療報酬支払基金
197視野欠損(加齢黄斑変性症の）

78視野障害（脳腫瘍の）
ejaculation 262射精（ ）

ejaculatory duct 262射精管（ ）
266

clivus 331斜台（ ）
radius 150尺骨( ）

332330,
338尺側手根屈筋
333尺側手根屈筋腱
423集合管（腎臓の）

1収縮期（血）圧
7,10

102収縮期(心臓収縮サイクルの）
107収縮期駆出性雑音
408収縮末期（心臓の）
332舟状骨（ ）scaphoid bone

334
corrugator supercilii 340皺眉筋（ ）

308就眠儀式
286終夜睡眠ポリソムノグラフィー

73主幹部(冠動脈の）
102手拳大(心臓の大きさ）
153手根管症候群

333174,
332手根骨（ ）carpal bones
36主膵管
69出血性梗塞（脳の）
56出血性梗塞(脳梗塞合併症）

278出血性膀胱炎
(シクロフォスフォミドの副作用）

154手根骨
332手根中手( )関節CM

= arpo etacarpalCM C M
calcaneus 151踵骨( ）

330
miosis 193縮瞳（ ）

154出産
260主乳管（乳房の）
156腫瘍性骨新生
221腫瘍性ポリープ
363主要組織適合抗原
390腫瘍マーカー解説

355
391腫瘍マーカーの歴史
42主膵管（膵臓）

206漿液細胞(唾液腺の）
207

260漿液性腺癌（卵巣癌の）
premolar tooth 282小臼歯（ ）

270小球性低色素性貧血
378

340小頬骨筋
299症候性てんかん
110小細胞癌
280硝子圧法(ガラス板法）

（紫斑などを鑑別する方法）
333小指外転筋
333小指球筋
194硝子体（眼の）
116小人症(クレチン病の）
268小線源療法(プラキセラピー）

(前立腺癌の放射線治療）
387脂溶性ビタミン
57小泉門（頭蓋骨の）

368焼酎の血栓溶解作用
218小腸

314
58小脳

59,78,84,191,331,341,342,344,350
331小脳窩
69小脳梗塞

71
小脳出血

59小脳障害
215漿膜
257漿膜下(子宮）筋腫
260小葉（乳房の組織の）
212小弯（胃の）

141初期変化群（肺結核の）
12食塩感受性高血圧

7
37食餌（事）性糖尿

141食細胞
food poisoning 228食中毒（ ）

207食道（ ）esophagus
211～

208食道下部括約筋
209食道癌（ ）esophageal cancer

211～
178食道静脈
186食道静脈瘤
209食道透視撮影(欠点）

210
208食道裂孔（横隔膜の）
208食道裂孔ヘルニア
40食品交換表 糖尿病治療（ ）

,46,4741
244食物アレルギー
141所属肺門リンパ節
385初乳（ ）colostrum
79初老期認知症

227白髪
298支離滅裂（統合性失調症の）
195白底翳； ）しろそこひ（白内障
308心因性健忘
140心エコー
103心音の解説 心音図（ ）
401心拡大
202新型インフルエンザ
290心気妄想
401心胸郭比( )CTR

= ardio horacic atioCTR C T R
fungus 236真菌（ ）
myocardium 337心筋（ ）

60心筋梗塞
73,74,90,94,98,112

98心筋梗塞の症状
98心筋梗塞の診断

99
99心筋梗塞の予後、合併症

100
100心筋梗塞の社会復帰
333伸筋支帯（ ）extensor retinaculum
93心筋症

113
I 244心筋抑制( 型アレルギー）

400神経筋接合部
78神経膠腫（ ）グリオーマ 脳腫瘍

152神経根症
nerve cells 355神経細胞（ ）

58神経細胞（脳）
81,82

axon 81神経(細胞)軸索（ ）
82

306神経性障害
58神経線維（大脳）
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59,62
30神経障害（糖尿病による）

62
304神経の解剖
107心雑音
247心疾患
247心疾患発生率(脂質異常症の）
103心室急速拡張充満期音 Ⅲ音（ ）

74心室細動
98,99

61心室細動の治療
64心室性期外収縮

124
ventricular septum 2,心室中隔( ）

,40886,100,102,104
106心室中隔筋性部
100心室中隔欠損（ ）心筋梗塞による
86心室中隔欠損症（先天性）

102, ,107104
87心室中隔欠損症の治療
106心室中隔膜性部（心臓形成時の）

202滲出性中耳炎
202真珠腫性中耳炎
256浸潤癌
249親水性蛋白
96新生児甲状腺機能検査

363新生児溶血性貧血
104振戦（スリル）心臓の

(心雑音が強くなって胸壁で触知出来る
振動の事）

102心尖部
408

113心尖部肥大型心筋症
heart 132心臓( ）

176 ,396
113心臓移植
96心臓カテーテル検査
64心臓超音波検査

408心臓超音波検査解説
409

2心臓の解剖
91,

75心臓の収縮と拡張
2心臓の働き

91
64心臓弁膜症

102
97心タンポナーデ

100,273
258心的外傷ストレス症候群（ ）PTSD
58新大脳皮質

288心的外傷ストレス症候群( )PTSD
（ ）PTSD P T S D= ost raumatic tress isorders

74心電図（ ）ECG
( )ECG E c g= lectro ardio ram
103,108

94心電図と冠動脈狭窄の関係
92心電図の解説

26浸透圧
29浸透圧（糖尿病の説明で）
31振動覚障害（糖尿病）

105心内膜床
105心内膜床隆起
409心嚢液貯留（ )Pericardial effusion
409心嚢液貯留の心エコー診断

(心嚢液と心膜液は同じ意味）
75心肺蘇生

76
CO;Cardiac output 2心拍出量( )

99心破裂（心筋梗塞による）
100

dermis 239真皮（ ）
240,246,249

280真皮乳頭
heart failure 91心不全 ( )

40299,100,103,
140深部静脈血栓症

（ ）肺血栓塞栓症の原因としての
63心房細動

64, ,124112
112心房細動の治療
103心房収縮音(Ⅳ音）
124心房性期外収縮
88心房中隔欠損症（先天性）

105,106,107102,103,
90心房中隔欠損症の治療
92心房内血栓
76心マッサージ（人工呼吸）

443新薬の開発について
104唇裂(口唇裂）

hemorrhoids 178痔（ ）
223

hemorrhoids 223痔核 いぼ痔（ ）
297自我障害（統合性失調症の）

298
273地固め療法(白血病の）
348耳管開口部

axis;C2 152軸椎（ ）
305自己愛性パーソナリティ障害

305自己顕示的欲求
245自己抗原
245自己抗体
119自己免疫性疾患

121
CPAP 286持続気道陽圧療法（ ）

AED 61自動体外式除細動（ ）
15若年者高血圧

parotid gland 206耳下腺（ ）
207

206耳下腺管
166耳管

167,201,202
62軸索（神経細胞の）

axis;C2 2 338軸椎（ )第 頸椎の事
33自己免疫性（糖尿病発症）

33自己免疫性疾患
suicidal ideation 290自殺念慮（ ）

201耳小骨
329

298自生思考（統合性失調症の）
205耳石
205耳石器
218自走式カプセル内視鏡
169持続的蛋白尿(慢性腎炎の）
53持続皮下インシュリン注入

208重曹(炭酸水素ナトリウム）
400縦隔（ ）mediastinum
400縦隔腫瘍

（ )mediastinal tumor
253縦隔偏位(気胸に伴う）
37重症急性膵炎

400重症筋無力症（ ）myasthenia gravis
357重層円柱上皮
222縦走潰瘍（クローン病の）
170重層扁平上皮

357255,
357重層立方上皮
103充満期(心臓収縮サイクルの）

villi 218絨毛(小腸の）
28粥腫（プラーク）

72,247
247粥状物質
62樹状突起（神経細胞の）
51樹状突起（脳神経細胞の）

134受動喫煙（副流煙）の被害
139
（ 頁は子供の受動喫煙被害について解説）139

receptor 81受容体（ ）
120

423循環血液量
244循環血漿量減少

( 型アレルギー）I
134上咽頭

maxilla 192上顎骨( ）
193,330

2 231上顎神経(三叉神経第 枝）
331

maxillary sinus 59上顎洞( ）
193,200

59上顎洞炎（副鼻腔炎）
191上眼窩裂

192
207上気道
78上口蓋

ascending colon 218上行結腸（ ）
ascending aorta 10上行大動脈（ ）

84,91,101,102,396,401
229常在（細）菌；牛の

（ の説明として）O-157
上肢帯（ )pectoral

342上斜筋（ ）superior oblique
66上小脳動脈

340上唇挙筋
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335上伸筋支帯
340上唇鼻翼挙筋
349静水圧
364常染色体

茸状乳頭（舌の）
superior vena cava 2上大静脈（ ）

74,91,283, ,401,405396
106上大静脈口(心臓形成時の）
217条虫(サナダムシ）
342上直筋

epithelial cells 355上皮細胞( ）
358

314上皮小体(副甲状腺）
326上皮組織解説

357
209上皮内癌

256
171上皮内癌(膀胱癌の）
43上腹部痛（心窩部痛）膵炎

127上葉(肺の）
396上葉気管支
345静脈瘤の解説
107上葉 肺の（ ）

396
upper extremities 328上肢（ ）
arm 328上腕（ ）

330
humerus 148上腕骨( ）
,336150,330

150上腕骨外踝
150上腕骨内踝
150上腕骨外上顆炎 テニス肘（ ）
148上腕骨頭
337上腕三頭筋（ ）triceps brachii

339
10上腕動脈

96,109
biceps brachii 148上腕二頭筋（ ）

337~339152,
339上腕 頭筋短頭2
339〃 長頭

vomer 192鋤骨（ ）
330

75除細動（心室細動に対する）
283茸状乳頭（舌の）
131女性喫煙率の推移
147女性ホルモン(エストロゲン）

264151,157,
59自律神経

341 34485,94, ,
294自律神経訓練（うつ病の）
31自律神経障害（糖尿病）

223痔瘻（ ）anal fistula
renal pelvis 15腎盂( ）

,377229
15腎盂腎炎

193 229,
renal ptosis 229腎下垂（ )

352腎機能と電解質検査成績解説
21腎交感神経ディナベーション

149人工関節
75人工呼吸（心肺蘇生）

76
202人工耳小骨
105人工心肺装置
38人工膵臓
28人工透析（糖尿病による）

353人工透析（血液透析）解説
389

iPS 38人工多能性幹 細胞（ ）
31人工透析（血液透析）

,190,174175
190腎糸球体濾過量

1 32腎症前期＝第 期（糖尿病の）
377腎小体

kidney medulla 377腎髄質（ ）
167腎錐体

377
3腎性高血圧

140
175腎性骨症(血液透析に伴う）
37腎性糖尿
15腎臓

16,17,21,26,137,139,158,159,167
190,252,314,354

29腎臓障害（糖尿病）
30

171腎臓癌
172

144腎臓癌の年次別推移
27腎臓障害（糖尿病による）

renal artery 167腎動脈（ ）
353 377,

renal veins 167腎静脈（ ）
353 377190, ,

202腎嚢胞（写真）
kidney calices 377腎杯（ ）

88腎排泄率
（スタチン系薬剤の）

167腎皮質
169

renal capsule 377腎被膜（ ）
31腎不全（糖尿病性）

O-157 229腎不全（ による）
32腎不全期（第４期）糖尿病

urticaria 280蕁麻疹（ ）
244

す
spoon nail 269(さじ状爪）
(鉄欠乏性貧血で見られる爪の変化）
swan neck deformity 154
(白鳥の首変形；関節リウマチ）
3D-CTA 67

93
214スキルス（硬性癌）胃の
238スギ花粉症

239,244
86スタチン

430,431
247スタチン系薬剤

(脂質異常症治療薬）
430,431

430スタチン系薬の副作用
244ステロイド

353
353ステロイドが糖尿病を誘発する理由
239ステロイド外用薬
242ステロイド抵抗性
169ステロイドパルス療法
16ステロイドホルモン

35,45,141,169,387
97ステント留置術(冠動脈の）

109
3ストレスと高血圧

，9
28ストレス（動脈硬化の原因）
33ストレス（糖尿病の原因）
80ストレス

221スネア
（ポリペクトミーで使用）

324スーパーオキシドアニオンラジカル
（スーパーオキシド）
325

420スピロノラクトン（利尿薬）
（商品名 等；杭アルドスアルダクトン A
テロン作用）

234スライドグラス
398スリガラス様陰影

（間質性病変の胸部 線所見）X
50スルホニルウレチア骨格

（ 剤の基本骨格）SU
49スルホニル尿素薬（ＳＵ）

50 426,55,
33膵β細胞（インシュリン分泌細胞）

,49,5034
36膵液

380膵型アミラーゼ
pancreatic duct 25膵管( ）

42,44,154,433
43膵管浸潤（膵癌の）
25膵癌

,43, ,35 44
35膵癌による糖尿病

359水晶軸(眼の）偏位
(マルファン症候群で見られる）

194水晶体（レンズ）
195,197

195水晶体超音波乳化吸引術
165水腎症 尿管結石の（ ）
43膵石（慢性膵炎）

118水素
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pancreas 25膵臓( ）
26,27,350,433

37膵臓移植
hydrogen bonding 319水素結合（ ）

22膵臓の解剖
,36

26膵臓のＣＴ
43膵臓の石灰化（慢性膵炎）
36錐体部

232水痘（水疱瘡）
ICA 33膵島細胞抗体（ ）

232水痘帯状疱疹ウイルス
25膵頭部

36
38膵頭部癌

196水疱
244

286睡眠時無呼吸症候群（ ）SAS
( )SAS S A S= leep pnea yndrome

257睡眠時無呼吸症候群の治療
26膵臓の名前の由来
25膵臓から出るインシュリン

,27
25膵癌

203水平半規管
36膵尾部

42
blister 280水疱（ ）

158水溶性ビタミン
12酢 黒酢 の降圧効果（ ）

117杉田玄白
83すくみ足歩行（ ）パーキンソン病

360随意筋（ ）voluntary muscle
67髄液

79
145髄核

78髄芽腫（脳腫瘍）
39随時血糖値

353髄質 ；副腎の（ ）medulla
354

153髄節レベル（デルマトーム）
57髄膜
57髄膜炎

,77
78髄膜腫（メニンジオーマ；脳腫瘍）

MRI 78髄膜腫（ 写真）
330頭蓋（ ）cranium

331
78頭蓋内圧亢進（脳腫瘍の）
47頭蓋骨（解剖）
71頭蓋骨

192頭蓋骨前面の解剖
331頭蓋の水平断面
332豆状骨（ ）pisiform

65頭痛（強い頭痛）くも膜下出血
78頭痛（脳腫瘍の）

せ
382ZTT（ ）硫酸亜鉛混濁試験

( )ZTT Z T T= inc sulfate urbidity est
51セイブル（ミグリトール）

（αグルコシダーゼ阻害剤である）
236セファロスポリン系（抗生物質）

seminoma 262セミノーマ（ ）
精上皮（セミノーマは精巣腫瘍の、

由来の腫瘍の事）
109セルジンガー法（カテーテル）
262セルトリ細胞（精巣の）
219セルロース（繊維素）
182セロコンバージョン（肝炎）
245セロトニン

293291,292,
293セロトニン受容体
296セロトニン症候群

（うつ病治療初期に生じる）
277セントロメア

semen 262精液（ ）
266

331正円孔
179清音（聴打診の）
79性格変化（脳腫瘍の）

vas deferens 262精管（ ）
266

378正球性正色素性貧血
biopsy 23生検（ ）

405
208制酸剤

spermatozoon 262精子（ ）
266,355

263精子機能障害（不妊症）
263精子の構造
263精子の電子顕微鏡写真
288精神医学
259成熟卵胞
258精神医学
58精神機能中枢（大脳の）

289精神分裂病 統合失調症（ ）
297

275成人Ｔ細胞（性）白血病
（ )ATL A T L= dult -cell eukemia

39正常高値（正常高値血糖）
196正常眼圧緑内障

197
T ATL 236成人 細胞白血病（ ）

sex chromosome 364性染色体（ ）
237正染性赤芽球
262精巣（睾丸）

263,350
262精巣腫瘍

epididymis 262精巣上体（ ）
vocal cords 134声帯( ）

180生体肝移植
134声帯癌

134声帯ポリープ 良性（ ）
174正中神経

333
growth hormone 45成長ホルモン( )

351
84青斑核 中脳 パーキンソン病（ ）

361成分輸血
155生物学的製剤(関節リウマチの）

seminal vesicle 262精嚢（ ）
346生物学的濾過装置
154性ホルモン

387
321生命時計
134声門癌
138世界医師会勧告

（喫煙研究との関連で）
360赤筋
385赤血球沈降速度(赤沈､血沈）
58脊髄

59,120,311,341
311脊髄後角
152脊髄症
144脊髄神経

145 341,146,148,
311脊髄前角

脊柱管
148脊柱管狭窄症
385赤沈(赤血球沈降速度）

vertebra 59脊椎（ ）
144,145,252

226咳止め
306赤面恐怖
28石灰化（血管の）

127赤血球
234,236,269,270,355,365,366

361赤血球凝集
228赤血球凝集素
378赤血球数
379赤血球成分

ESA 174赤血球造血因子刺激剤( )
146赤血球破壊（脾臓で）
229赤血球破砕症候群
379赤血球容積比
144背骨（脊椎）の解剖

gland; 117腺（＝ グランド）
fibroblast 321線維芽細胞（ ）

245線維芽細胞増殖
( 型アレルギーの）IV

219繊維素（セルロース）
149線維軟骨
145線維輪

adenocarcinoma 221腺癌（ ）
260

171腺癌(膀胱癌の）
260腺癌（卵巣癌の）
220穿孔性腹膜炎

sacrum bone 144仙骨( ）
334330,



- 481 -

338浅指屈筋
333浅指屈筋腱
115穿刺吸引細胞診検査；甲状腺
394線質係数
221腺腫
277染色体

320
318

60線条体（大脳）
61

sacral cord 344仙髄（ ）
170仙髄神経（膀胱支配の）
293選択的セロトニン再取り込み阻害薬

（抗うつ薬； ）SSRI
351先端巨大症（ ）acromegaly
144仙椎
102先天性心臓病

104
263先天性副腎過形成
231潜伏感染（ヘルペスの）
141潜伏感染（肺結核の）
407腺房(乳房の）
225線毛
368線溶系
160贅沢病(痛風など）
343舌咽神経
270舌炎

284
(鉄欠乏性貧血に伴うプラマービンソン

症候群）Plummer Vinson
hypoglossal nerve 342舌下神経（ ）

（ 番目の脳神経）12
343

sublingual gland 206舌下腺（ ）
207

284舌癌
285舌癌写真

5 285舌癌の 年生存率
lingual bone 314舌骨（ ）

405
root of tongue 283舌根（ ）

283舌体
283舌乳頭
283舌扁桃

348
237前巨核球
146前脛骨筋

337
335前脛骨動脈（ ）anterior tibial artery
64前交通動脈

66
66前交通動脈瘤

promyelocyte 237前骨髄球（ ）
104全収縮期（汎収縮期）雑音

107
29全身倦怠感（糖尿病）

331前頭蓋窩（前頭蓋窩）
proerythroblast 237前赤芽球（ ）

242喘息（ ）asthma
244

241喘息死亡者数(推移）
242喘息治療ガイドライン

4喘息と交感神経
57前側頭泉門 頭蓋骨の（ ）
135喘息様気管支炎（喫煙との関係）
61前大脳動脈

64,66
HDL 157善玉 コレステロール（ ）

246
337前頭筋（ ）frontal muscle

338 340,
57前頭骨

330191,192,193,
frontal notch 330前頭切痕( ）

59前頭洞
165,200,350

58前頭葉
71,78,79,84 ,341,350,331

79前頭葉萎縮 （ ）アルツハイマー病による
214前壁病変 胃の（ ）
136前脳側坐核
307全般性不安障害

（不安神経症）
83前方突進現象（ ）パーキンソン病の

241喘鳴（ぜんめい）
prostate 262前立腺（ ）

266
266前立腺の解剖

267
prostatitis 266前立腺炎（ ）

262前立腺癌
265

171前立腺肥大
267266,

268前立腺肥大の治療
forearm 328前腕（ ）

そ
289ソーシャルサポート
280ソバカス

somatomedins 351ソマトメジン（ ）
293ソラナックス

（一般名アルプラゾラム）
232ゾビラックス（ ）一般名アシクロビル
242ゾレア（一般名オマリズマブ）

（抗 Ｅモノクローナル抗体）Ig
帯状疱疹治療薬（抗ウイルス薬）

289躁うつ病
,297290

247総エネルギー摂取率適正化
(脂質異常症の食事療法）

160総カロリー摂取量
42総肝管

164総肝胆石

32早期腎症期（第Ⅱ期）糖尿病性腎症の
209早期粘膜癌
288双極性障害（躁うつ病）

297289,290,
10総頚動脈

( )common carotid artery
40463,76,

150総指伸筋
169巣状分節性糸球体硬化（腎）

common bile duct 42総胆管( ）
433

42総胆管括約筋（ボルディン筋）
187総胆管結石(胆石）
164総胆管胆石
382総蛋白( )TP

（ ）TP T P= otal rotein
39早朝空腹時血糖値

9早朝高血圧
165総腸骨静脈
42総腸骨動脈
早165

78朝頭痛（脳腫瘍の）
79早発性アルツハイマー病

（ 才以下からの発症）65
188総ビリルビン

trapezius 152僧帽筋( ）
,338,343337

= itral alve 2僧帽弁（ ）MV M V
100,102,106

103僧帽弁開放
102僧帽弁閉鎖 １音発生 音（ ）

103
100僧帽弁閉鎖不全（心筋梗塞）

104
426速効性インシュリン分泌促進薬

（商品名 ；一般名シュアポスト
等がある）レパグリニド

140足細胞（腎臓）
243即時型アレルギー

244
embolus 70塞栓（ ）

足突起（腎臓）
temporal muscle 337側頭筋（ ）

338 340,
temporal bone 192側頭骨( ）

58側頭葉
79,80,331,341

79側頭葉萎縮（アルツハイマー病による）
lateral ventricle 60側脳室（ ）

69,71,77 ,79 ,80,84
79側脳室拡大（ ）アルツハイマー病による

80
335足背動脈（ ）dorsal artery
346鼠径リンパ節

347
tissues 355組織（ ）

357
tissue fluid 346組織液（ ）
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255組織学的内子宮口
367組織トロンボプラスチン

370 373～
(第Ⅲ血液凝固因子）

368組織プラスミノーゲンアクチベーター
（ ）t-PA

206咀嚼
340咀嚼筋（ ）masticatory muscles
53速効型インシュリン（注射）
51速効型インシュリン分泌促進薬

356粗面小胞体
411造影ＣＴ
37臓器移植法

dentin 282象牙質（ ）
237造血因子
322造血幹細胞
272造血細胞

30増殖前網膜症（ ）糖尿病による
30増殖網膜症

263造精機能障害（不妊症）
279続発疹(発疹の分類）

280
3続発性高血圧

114続発性赤血球増加 喫煙（ ）
141粟粒結核

142

た
蛋白（尿蛋白）Tamm-horsfall

208タケプロン(プロトンポンプ阻害剤）
（一般名；ランソプラゾール）

228タミフル(インフルエンザ薬）
135タール（喫煙の）
389ダイアライザー( ；透析器dialyzer ）

94ダイナマイト
(ニトログリセリン舌下錠の解説として）

104ダウン症
SU 49ダオニール 剤（ ）

50
257ダグラス窩

（直腸と子宮の間のくぼみの事。
直腸子宮窩とも呼ばれる）

241ダニ
64ダビガトラン

（直接トロンビン阻害作用の抗凝固剤）
37270,

236タリビッド（ニューキノロン系）
59体温中枢（視床下部の）

166体外衝撃波治療 の（尿管結石 ）
278代謝拮抗薬
155対称性関節炎

29体重減少（糖尿病の症状）
265大正製薬

herpes zoster 231帯状疱疹（ ）
232

232帯状疱疹脳脊髄膜炎

232帯状疱疹後神経痛
305対人恐怖

306
236耐性菌（抗生物質の）

397
39耐糖能異常

269体内鉄量
385胎盤通過性
263体毛促進（テストステロン）

allelomorph 364対立遺伝子( ）
28多飲 糖尿病の症状（ ）

39
310高木兼寛博士（ビタミンの父）

ATL 275高月教授（ ）
354高峰譲吉博士
10高安病（大動脈炎症候群）
4多汗症（たかんしょう）

237多機能性幹細胞
124多形性 多源性 期外収縮（ ）
286多血症
113たこつぼ型心筋症
273多剤併用化学療法
308多重人格
237多染性赤芽球
28多尿 糖尿病の症状（ ）

39
383多発性骨髄腫(multiple myeloma）
72多発性脳梗塞

154多発性関節炎
130煙草消費量と肺癌死亡率

131
131紙巻煙草販売本数(我が国の）
357多列上皮

sputum 199痰（ ）
46単位（糖尿病食事療法）

monoblast 237単芽球（ ）
bile ducts 26胆管（ ）

154
187胆管癌

monocyte 5単球（ ）
237,378

80短期の記憶（海馬）
124単形性 単源性 期外収縮（ ）
164単孔式腹腔鏡手術
）(１個の穴を開けて腹腔鏡手術を行う方法

163胆砂
164

89単心房
bile 22胆汁（ ）

188
180胆汁酸

431~433387,
69単純 CT（脳梗塞の診断に関して）

71,411
122単純性甲状腺腫
231単純ヘルペス

232
30単純網膜症（糖尿病による）

gallstones 36胆石（ ）
42,135, , ,410163 164

136胆石の手術（経腹腔鏡）
98炭素

255単層円柱上皮
357

60淡蒼球（大脳）
61,71,84

357単層扁平上皮
357単層立方上皮

gallbladder 26胆嚢（ ）
25,36,135,146,154,178,207,433

164胆嚢管胆石
163胆のう癌 腹部エコー写真（ ）
163胆嚢ポリープ（ ）腹部エコー
180蛋白合成（肝臓の）
229蛋白合成阻害

236,439
383蛋白質( ）protein

389
180蛋白質代謝(肝臓の）
31蛋白尿（糖尿病の）

32
168蛋白尿 急性腎炎の（ ）
168蛋白尿 慢性腎炎の（ ）

173
382蛋白分画
105短絡量増加（ ）心室中隔欠損などでの

1 2 103第 音、第 音（心臓の）
1 338第 頸椎（環椎）

第 頸椎（軸椎）2
82第一三共製薬

86,87
289大うつ病性障害

296
290大うつ病性障害 うつ病 の診断基準（ ）

teres major 337大円筋（ ）
378大球性正色素性貧血

pectoralis major 260大胸筋（ ）
,407337,338

zygomaticus major 338大頬骨筋（ )
340

51大血管症（糖尿病の）
51大血管症抑制効果（ 剤の）BG

foramen magnum 331大後頭孔（ ）
3 4 103第 音 第 音 心臓の、 （ ）

77第三脳室
331大錐体神経（ ）greater petrosal nerve
57大泉門 頭蓋骨の（ ）

upper leg 328大腿（ ）
337大腿筋膜張筋
147大腿頚部骨折

femur 148大腿骨( ）
334150,329,330,

150大腿骨頭
149大腿四頭筋
145大腿神経
337大腿直筋（ ）rectus femoris
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337大腿直筋腱
96大腿動脈

109
large intestine 176大腸（ ）

219~223178,
176大腸(横行結腸）
178大腸（上行結腸）
178大腸（下行結腸）
221大腸カメラ
221大腸癌（ ）colon cancer

391
111大腸癌死亡率
131大腸癌死亡率の推移
171大腸菌（膀胱炎起因菌の）

229
266大腸菌(前立腺炎起因菌の）

diverticulum 220大腸憩室（ ）
diverticulitis 220大腸憩室炎（ ）

大腸ポリープ
337大臀筋（ )gluteus maximus

338
102大動脈
103大動脈圧

10大動脈炎症候群 高安病（ ）
たかやす

aortic arch 396大動脈弓（ ）
401

90大動脈二尖弁（先天性）
= ortic alve 84大動脈弁( )AV A V

85, ,408102
103大動脈弁開放
107大動脈弁狭窄

108
103大動脈弁閉鎖

102大動脈弁閉鎖音（Ⅱ ）A
,107103

108大動脈 尖弁(先天性異常2 ）
2 115第 頸椎

51大日本住友製薬
191大脳

341
69大脳鎌

71
61大脳基底核
78大脳視覚野
58大脳皮質

59,71,80,84
79大脳皮質神経細胞脱落

（アルツハイマー病の）
80大脳辺縁系

299大発作（てんかんの）
（強直間代発作である）

332大菱形骨（ ）trapezium
212大弯（胃の）
380唾液型アミラーゼ

salivary glands 206唾液腺（ ）
207

344唾液腺分泌
311打鍵器

179濁音（聴診の）
179打診(聴打診の打診）
389脱アミノ
228脱水症(嘔吐下痢症から来る）
155脱石灰化(関節リウマチの）
49脱分極

50
103脱分極 心電図解説での（ ）
226男性型脱毛症（ ）AGA

（ ）AGA A g A= ndro enic lopecia
131男性喫煙率の推移
223男性生殖器
359弾性繊維（ ）elastic fiber

ち
Chance hematuria 169
Chance proteinuria 169

278ＣＨＯＰ療法(化学治療）
55チアゾリジン（アクトス等）

106チアノーゼ(先天性心臓病の）
233チクングニ（ン）ヤ熱
441チ シ トクローム と薬の代謝（ ） P450

（チトクローム＝ ）cytochrome
318チミン（ ）thymine

319
136チャンピックス（ ）禁煙治療薬

（一般名； ）バレニクリン
137

122チェルノブイリ原発事故
123

231チョコラＢＢ（エーザイ製薬）
（ビタミンＢ 等の合剤）2,6,12
312

257チョコレート嚢胞（のうほう）
（ での卵巣内出血）子宮内膜症

tyrosine 354チロシン（ )
142遅延型アレルギー

245
231知覚神経節

232
59蓄膿（慢性副鼻腔炎）

200
pubic bone 330恥骨（ ）

334
pubic symphysis 255恥骨結合（ ）

vagina 255膣（ ）
255膣円蓋
116知能障害(クレチン病の）

compact tissue 329緻密質（ ）
134中咽頭
53中間型インシュリン（注射）

334中間楔状骨
216中間宿主

中肝静脈（ ）ＭＨＶ
（ ）MHV M H V= iddle epatic ein

elbow joint 330肘関節（ ）

331中硬膜動脈
331中硬膜動脈副硬膜枝
297注察妄想（統合性失調症の）
159中趾関節
197中心窩
277中心体
201中耳
202中耳炎

227
202中耳炎ガイドライン
202中耳炎の治療

metacarpal bone 154中手骨（ ）
332

154中手指節( )関節MP
（ ）MP M P= etacarpo halangeal

332157,
219虫垂
220虫垂炎（憩室炎の解説で）
57虫垂炎手術
59中枢神経

341
331中頭蓋窩

triglyceride 28中性脂肪( ）
51,246,247, , ,387251 386

88中性脂肪低下率
(スタチン系薬剤の）

332中節骨（ ）middle phalanx
334中節骨（足の趾骨の）
282中切歯
334中足骨（ ）metatarsal bones

335
131中足趾関節（痛風の痛み）
60中大脳動脈

61,65,66,69,70
69中大脳動脈主幹部梗塞

222注腸造影
gluteus medius 337中殿筋（ ）

TEN 20中毒性表皮壊死症（ ）
mesencephalon 59中脳（ ）

84,191,342,344
84中脳黒質(パーキンソン病病変部位)

85
198中鼻甲介

199,200
353中副腎動脈
246中膜(血管壁の）

249
127中葉（肺の）

396
acoustic sense 201聴覚（ ）

236腸管出血性大腸炎
140長期臥床

（肺動脈血栓塞栓症の原因としての）
192蝶形骨(頭蓋骨の）

193
331蝶形骨下垂体窩
331蝶形骨小翼
330蝶形骨大翼
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iliotibial tract 337腸脛靱帯（ ）
ilium 151腸骨( ）

334271,330,
long bone 329長骨（ ）

77腸骨稜
122長趾伸筋

146
335長趾伸筋腱
201聴神経（ ）acoustic nerve

,343203
intussusception 218腸重積（ ）
ileus 218腸閉塞（ ）

335長母趾伸筋腱
188直接ビリルビン

271
53超速効型インシュリン 注射（ ）

179聴打診
219腸内細菌

236,316
337腸腰筋膜

rectum 178直腸（ ）
218,219,221,223,255,262

257直腸子宮窩(ダグラス窩）
268直腸診

(前立腺肥大､癌や直腸癌診断）
161腸管排泄低下型(尿酸の）
269貯蔵鉄
436鎮痛薬解説

438～

つ
201ツチ骨（耳の）

202
230ツツガムシ病
142ツベルクリン反応
146椎間関節
123椎間関節突起
123椎間固定術（腰椎分離）
144椎間板

145
144椎間板ヘルニア

145
vertebral foramen 120椎孔（ ）

144椎骨
vertebral artery 10椎骨動脈( )

40465,69,76,
68椎骨・脳底動脈瘤

145椎体
146,311

31痛覚障害（糖尿病）
141通気性細胞内寄生菌

（結核菌の説明として）
157痛風（高尿酸血症）

,160158,159
159痛風関節炎
159痛風結節

159痛風腎
434痛風(高尿酸血症)治療薬

435
159痛風発作

160
281爪白癬
56頭蓋骨

57

て
DCM 113（ ）拡張型心筋症
（ ）DCM D C m= ilated ardio yopathy
DHA 81(ドコサヘキサエン酸)
( )DHA D h A= ocosa exaenoic cids
DNA 123

318~320158,256,263,277,278,
DNA 155合成阻害剤
DNA 326コピーミス
DNA 123損傷(放射線による）)

3, 4 118Ｔ Ｔ
119

428DPP4阻害剤 糖尿病治療薬（ ）
429
TCA 50（クエン酸）サイクル
Tgab 121（抗サイログロブリン抗体）
( )TgAb T g A b=anti hyro lobulin nti ody
TNM 171分類(癌の病期分類の事）
261

所 属リンパ節( T T N N= umor = odes;
)M M= etastasis;遠隔転移

TRH 119（ ）甲状腺刺激ホルモン放出ホルモン
( )TRH t r h= hyrotropin eleasing ormon
TSH 116（ ）甲状腺刺激ホルモン
( )TSH T S H= hyroid timualting ormone
119,120

382TTT（チモール混濁試験）
( )TTT T T T= hymol urbidity est
T 198細胞（リンパ球の）
85,104,141,234,237
Th1 141細胞
142

92Ｔ波（心電図の）
103,124
DNA 103の複製
322
DNA 103の変異 放射線による（ ）

51ＤＰＰ４阻害薬（糖尿病）
55
Tinel 153(ティネル 徴候 陽性）
(手根管症候群の診断）

333174,
263テストステロン

264,265,267,352
236テトラサイクリン系
150テニス肘
185テラプレビル(肝炎治療）

416テルミサルタン（ ）降圧剤;ARB
（商品名 ）ミカルディス;アステラス
418,419

321テロメア（ ）telomere
322

322テロメアーゼ
18ディオバン

ARB 22ディユポン社（ 開発）
DNA 318デオキシリボ核酸（ ）

277デオキシリボース
293デパケン

（一般名バルプロ酸ナトリウム）
293デパス（一般名エチゾラム）

（マイナートランキライザー）
263デヒドロエピアンドロステロン

(男性ホルモンのアンドロゲンの一つ；
活性は弱い）
353

293デプロメール
（ ）一般名フルボキサミンマレイン酸；抗うつ薬

153デルマトーム(髄節レベル）
dengue 233デング熱（ ）

hand 328手（ ）
141低温殺菌（牛乳の）
15低カリウム血症

328底屈
49低血糖性昏睡（血糖降下剤）

219低鎖脂肪酸
351低身長症（ ）dwarfism
162帝人ファーマ(製薬会社）
169低蛋白血症(ネフローゼ症候群による）
387低比重リポたんぱく
46適正カロリー

153手口感覚症候群
(視床限局性障害等で見られる稀な疾患）

270鉄結合能
269鉄欠乏性貧血

271～
269鉄分摂取必要量
297手の骨
281手白癬
31手袋靴下型神経障害（糖尿病）
79転移性脳腫瘍

299てんかん（ ）epilepsy
302てんかん学会
300てんかんと運転免許

301,302
300てんかんと後発医薬品
300てんかんの診断
299てんかんの分類
299てんかんの有病率
78てんかん様痙攣（脳腫瘍の）

308転換症状（解離性障害の）
280点状出血
30点状小出血 糖尿病による（ ）

167伝音性難聴（中耳炎による）
352電解質(ミネラル)コルチコイド

（ ）mineral corticoid
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353
383電気泳動（ ）electrophoresis
294電気けいれん療法（うつ病）

296
75電気ショック（ ）電気的除細動

112電気的除細動（心房細動の）
125

324電子
324電子雲
224電子顕微鏡
395電磁波（ ）electromagnetic wave

と
30Triopathy(糖尿病による)

TXA2 A2 365(トロンボキサン )
E 432トコフェロール(ビタミン ）

270トランスフェリン
271

385トリグリセライド( ）triglyceride
,431（中性脂肪の事）

419トリクロルメチアジド（ ）利尿薬；降圧剤
（商品名 など）フルイトラン

311トリプトファン
312

T3 118トリヨードサイロニン（ ）
sella turcica 350トルコ鞍（ ）

49トルブタミド
（ ）糖尿病治療薬； 血糖降下剤；経口 SU剤

93トレッドミル運動負荷試験
253トロカル針
367トロンビン（ ）thrombin

370 373～
244トロンボキサン

A2 365トロンボキサン
369

81ドコサヘキサエン酸
）(DHA D h A= ocosa exaenoic cids

donor 273ドナー（ ）
81ドネペジル（アルツハイマー病治療薬）

（アセチルコリンエステラーゼ阻害剤である）
354ドーパ（ ）DOPA

＝ ・ ）(DOPA d o p a3 4- ihydr xy henyl lanine
85ドパストン（一般名レボドパ）
85ドパゾール（一般名レボドパ）
84ドパミン（ ）パーキンソン病との関連で

85
136ドパミン（喫煙の解説で）
84ドパミン産生細胞(メラニン含有細胞）)

85
dopamine 354ドーパミン（ ）

297ドパミン過剰（統合性失調症）
85ドパミン受容体刺激(作動)薬

297ドパミン受容体遮断
85ドパミン前駆物質

136ドパミン報酬回路
85ドパミン放出（遊離）促進薬

409ドプラー(の原理）
291冬季うつ病

294
303統合失調性パーソナリティ障害
289統合性失調症（精神分裂病）

297
297統合性失調症の遺伝性
298統合性失調症の病型分類
150橈骨

332330,
76橈骨動脈

96,109
361糖鎖
352糖質(グルコ コルチコイド）

（ ）glucocorticoid;副腎皮質ホルモンである
353

45糖質制限食
54

; 41糖新生（ ）gluconeogenesis 肝臓での
180,353

173透析(腎不全の人工血液透析）
174透析合併症

175
171透析患者の腎臓癌発生率
32透析療法期（第Ⅴ期）糖尿病

337橈側手根屈筋
338

333橈側手根屈筋腱
180糖代謝（肝臓での）
57頭頂骨

330192,
58頭頂葉

71,80,84, ,341331
= iabetes ellitus 5,糖尿病 )（DM D M

24 41,174～
29糖尿病 症状
24糖尿病患者数
45糖尿病食品交換表
32糖尿病性糸球体硬化（腎臓）
28糖尿病性腎障害（ ）糖尿病性腎症

31,32
32糖尿病性腎症生活基準
30糖尿病性白内障

160
29糖尿病性網膜症

30,39
426糖尿病治療薬解説（詳細）

429～
427糖尿病治療薬の作用機序
26糖尿病の症状
36糖尿病の診断基準
39糖尿病の治療
29糖尿病の分類
55糖尿病標準診療マニュアル
40糖尿病型（負荷試験判定）
28糖尿病 粥腫増大の原因

CT 67頭部 くも膜下出血の（ ）
263頭部脱毛（テストステロン）

103等容性収縮期
103等容性弛緩期

lagophthalmos 340兎眼（ ）
（末梢顔面神経麻痺で眼瞼が閉鎖出来ず
に兎の目のようになる事）

Ig 241特異的 Ｅ抗体（ ）喘息などの
359特殊結合組織
203特定難病疾患
398特発性間質性肺炎

（ ）idiopathic interstitial pneumonia
253特発性気胸(自然気胸）
299特発性てんかん
398特発性肺繊維症
99突然死（原因）

oculomotor nerve 342動眼神経（ ）
（第 番目の脳神経）3
343

65動眼神経麻痺（ ）脳動脈瘤による
116動悸 甲状腺機能亢進の（ ）
91洞(房)結節

11292,
277動原体微小管

pupil 193瞳孔( ）
344

193瞳孔括約筋
193瞳孔散大筋
273同種造血幹細胞移植

(骨髄移植なども含まれる）
273同種末梢血幹細胞移植
105洞房口(心臓形成時の）
286動脈血酸素濃度

5動脈硬化
36656,69,73,246,247,

205動揺性めまい
278毒ガス
129努力性肺活量
141貪食 どんしょく（ ）

159,234,235

な
75 34㌘経口血糖負荷試験

312ナイアシン欠乏症(ペラグラ）
nightingale 313ナイチンゲール（ ）

278ナイトロジェンマスタード
235ナイーブＴ細胞
368ナットウキナーゼ（ ）nattokinase
426ナデグリニド（糖尿病治療薬）

（ で商品速効性インシュリン分泌促進薬
名 ､ 等がある）スターシス ファスティック

trium 17ナトリウム ＝（ ）Na Na
388

420ナドロール（ ）βブロッカー降圧薬
（ ）商品名ナディック大日本住友

medial malleolus 335内踝（ )
405内頚静脈

（ ）internal jugular vein
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61内頚動脈
( )internal carotid artery

40465,66,76,
166内耳
223内痔核（ ）internal hemorrhoid
215内視鏡的粘膜下層剥離術( )ESD

= ndoscopic ubmucosal（ ESD E S
）Dissection

215内視鏡的粘膜切除術( )EMR
（ ）EMR E M R= ndoscopic ucosal esection

331内耳道（ ）internal acoustic meatus
27内臓脂肪
71内側型 脳出血（ ）

（視床部からの出血の事）
334内側楔状骨

vastus medialis 337内側広筋（ ）
342内側直筋（ ）medial rectus

adduction 328内転( ）
170内尿道括約筋

262,267
5内皮細胞（血管）

26内分泌
349内分泌ホルモン解説

354～
60内包(大脳の）

67,71,80,84
246内膜(血管壁の）

249
405内膜中膜複合体厚( )IMT

= ntima edia hicknessIMT I M T
(頸動脈エコーで使用される言葉)

204内リンパ（蝸牛管の）
205

205内リンパ水腫(メニエル病の）
205内リンパ嚢開放術（〃）
368納豆の血栓溶解作用
228生カキ(ノロウイルス感染）
348軟口蓋（ ）soft palate

cartilage 329軟骨（ ）
156軟骨腫
202難聴（伝音性難聴）中耳炎
205難聴(メニエル病の）
57軟膜（脳）

77

に
245II 型アレルギー

2 33型糖尿病
45,49,53

127二酸化炭素
398

365二次血栓
106二次孔 心房（ ）
106二次孔欠損 心房中隔欠損症（ ）

3二次性高血圧
114二次性赤血球増加（喫煙）

106二次中隔 心房（ ）
2 DNA 123重らせん構造 の（ ）

318277,
2 259次卵胞
2 171糖類
206
24 93時間（１日）心電図
（ホルター心電図とも呼ぶ）
2009 67脳卒中ガイドライン
Neuropathy 31(糖尿病による)
2 105次孔欠損(心房中隔欠損の）
24 76時間心電図

175二次性副甲状腺機能亢進症
2- 135ナフチルアミン（副流煙）

240ニキビ
135ニコチン

138～
136ニコチン依存症 中毒（ ）

137
136ニコチンガム

B3 432ニコチン酸(ビタミン )
432ニコチン酸系薬剤

(脂質異常症治療薬）
137ニコチン受容体
136ニコチンパッチ

137,138
93ニトログリセリン舌下錠

9594,
94ニトロール
14ニフェジピン

236ニューキノロン系（抗生物質）
398ニューモシスチス肺炎

（ ）pneumocystis pneumonia
ARB 18ニューロタン( )

22
165肉眼的血尿 尿管結石の（ ）
168肉眼的血尿 急性腎炎の（ ）
169肉眼的血尿(慢性腎炎の）
390肉腫（ ）sarcoma

( の事。非上皮組織由来の癌
上皮組織由来の癌が ）carcinoma

251二重結合
8日内変動（血圧の）

9
on-off 85日内変動 現象（ ）

（パーキンソン病薬で見られる薬理効果
の急激な日内変動の事）

JRC 75日本蘇生協議会（ ）
233日本脳炎
155日本リウマチ学会
163乳化(胆嚢内の）
407乳管
261乳管癌
407乳管洞

breast cancer 79乳癌（ ）
260,261 406,407,

261乳癌の 年生存率5
261乳癌の病期分類と予後

lactic acid 251乳酸( )
381310,

426乳酸アシドーシス
milk 385乳汁（ ）免疫の解説で

407乳腺小葉
407乳腺葉

nipples 260乳頭（乳房の）
407

196乳頭陥凹 眼底の（ ）
196乳頭陥凹拡大（緑内障）
122乳頭癌 甲状腺癌の（ ）

123
100乳頭筋(心臓の）

102
100乳頭筋機能不全 (心筋梗塞による）)

100乳頭筋断裂(心筋梗塞による）
346乳び槽

347
乳房

406乳房エコー検査解説
407

260乳房の解剖
261乳房外ぺジェット病
261乳房ぺジェット病

mastoid 343乳様突起( )
266尿意切迫(前立腺肥大の）
15尿管

377167,190,229,353,
165尿管癌
166尿管結石
166尿管結石の治療
166尿管結石の予防
168尿腔
376尿検査結果の解説
33尿細管

167
uric acid 157尿酸 値（ ）

,159 386158 ,
161尿酸クリアランス
159尿酸結晶

160
159尿酸結石

166
160尿酸合成( 阻害( 薬生成） ）抑制

（ ）アロプリノール；ザイロリック等
434

161尿酸産生過剰型
/ 161尿酸生産量 日

161尿酸排泄低下型
160尿酸排泄促進薬
）(ベンズブロマロン；ユリノームなど

435
/ 161尿酸排泄量 日

161尿酸プール
167尿生成の仕組み
376尿潜血

urea 37尿素( )
383 389190, ,
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190尿素サイクル
urea nitrogen 37尿素窒素( ）

389190,
177尿素呼気試験法（ピロリ菌）
174尿素軟膏
376尿蛋白
161尿中尿酸
376尿沈渣（ ）urinary sediment
376尿糖
229尿道

255,262,266
262尿道海綿体
142尿道括約筋
262尿道球腺
143尿道閉塞（前立腺による）
344尿崩症（ ）diabetes insipidus

352
229尿路感染症
154妊娠
35妊娠糖尿病

134尿酸排泄促進剤
264認知行動療法（うつの）
72認知症

292認知行動療法（うつ病の）
294

79認知症（アルツハイマー病の）

ぬ
318ヌクレオチド

ね
Nephropathy 31（糖尿病性腎症）

119ネガティブフィードバック
(ホルモン調節機構としての)

51ネシーナ（アログリプチン）
233ネッタイシマカ
168ネフローゼ症候群

169
nephron 377ネフロン（ ）

51ネルビス（メトホルミン）
116根昆布(ヨード含有量説明）
206粘液細胞(唾液腺の）

207
260粘液性腺癌 卵巣癌の（ ）
244粘液分泌亢進（ ）I型アレルギー
215粘膜

220
257粘膜下(子宮 筋腫）
170粘膜下層

171,215,220
209粘膜癌

粘膜筋板
170粘膜固有層

220
215粘膜上皮

220
7年齢による血圧変動

の
4ノルアドレナリン ( )noradrenaline

35484,293,
18ノルバスク

Norovirus 228ノロウイルス（ ）
71脳萎縮

79脳萎縮 （アルツハイマー病による）
327脳MRI,CT
227脳炎

+ + 59脳幹 中脳 橋 延髄（ ）
71,78,84,191,341,342,344

fornix 67脳弓( )
80

80脳虚血
63脳血管障害

79
67脳溝

84
80脳溝拡大 （アルツハイマー病による）

361濃厚赤血球
56脳梗塞

63,64,65, 72,7969,70,
56脳梗塞のＣＴ写真
70脳梗塞の治療(急性期）
70脳梗塞の治療(慢性期）
38脳死､脳死判定
79脳室
78脳実質腫瘍

213嚢腫（ブレブ）
cyst 280嚢腫 皮膚の； )（

60脳出血
63,70, 7971,72,

58脳出血の診断、ＣＴ写真
71脳出血の治療
78脳腫瘍
66脳腫瘍のＭＲＩ写真

2011 68脳神経外科ジャーナル
341脳神経の解説

342
57脳脊髄液

69
227膿栓（扁桃腺炎の）
63脳塞栓

64,69,72,112
5脳卒中

56,63,64,69
6脳卒中発症率と高血圧

72脳卒中の死亡率
2009 64脳卒中ガイドライン

70
basilar artery 61脳底動脈（ ）

65,66,404
63脳動静脈奇形

65脳動脈瘤
66

66脳動脈瘤の発生部位
67脳ドック
79脳の変性疾患（アルツハイマー）
62脳波
71脳浮腫(脳出血による）
69脳ヘルニア

280膿疱（化膿疹）
158農薬中毒（縮瞳）
77脳梁（大脳の）

71,84
224野口英世（顕微鏡の話で）
94のど仏 喉仏（ ）

95

は
Barre 153(バレー）徴候陽性
（ ）軽度の麻痺の判断に使用する
Hampton hump 140

胸水(肺梗塞において、胸部レントゲンで
が見られる事)を伴うくさび状陰影

80 1 46キロカロリー 単位
47

house dust 241ハウスダスト( ）
233ハマダラカ
275ハム(食べるハムでは無い！）
)(HAM H A M= TLV1 ssociated yelopathy

73バイパス術(心臓の）
9896,97,

313バスコダガマ(壊血病の解説で）
115バセドウ病

121119,120,
100バセドウ病の治療
352バゾプレッシン
113バチスタ手術（心臓の）
18バッファリン

36970,
329バーバス管
240バリア
416バルサルタン( 降圧剤)ARB;

（ ）商品名ディオバン；ノバルティス
418,419

60バルーン拡張術(冠動脈の）
9794,96,

136バレニクリン（禁煙治療薬）
137,138

293パキシル（ ）一般名パロキセチン
（抗うつ薬）

83パーキンソン博士
83パーキンソン病

84,85
83パーキンソン病の病変部位
85パーキンソン病の治療薬

261パジェット病（ ）ぺジェット病
141パスチャライズド
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（パスツリゼーションと同じ）
（パスツールが提案した牛乳の低温殺菌方法）

303パーソナリティ障害
307パニック障害

（急性不安神経症）
313パラサイロイドホルモン

(副甲状腺ホルモン）
= ara hyroid ormonePTH P t H

314
208パリエット(プロトンポンプ阻害剤）

一般名；ラベプラゾールナトリウム
286パルスオキシメーター

85パーロデル(ドパミン受容体刺激薬)
（ ）一般名；ブロモクリプチンメシル酸塩

282歯
pneumonia 227肺炎（ ）

397
266肺炎桿菌
202肺炎球菌（ ）Streptococcus pneumoniae

397
397肺炎球菌ワクチン
91肺静脈拡張

129肺移植
79肺癌

135,137,399
130肺癌（腺癌、扁平上皮癌）
130肺癌（小細胞癌）
130肺癌死亡率

131
132肺癌診断（胸写の弱点）
126肺気腫

128,129
129肺気腫の 写真CT
129肺気腫の症状、診断、治療
217肺吸虫

dorsiflexion 328背屈（ ）
141肺結核

142 397,
129肺血管
64肺血栓塞栓症

14099,
422配合薬（降圧剤の）
217肺ジストマ(肺吸虫）

pulmonary vein 2肺静脈（ ）
402

pulmonary edema 402肺水腫（ ）
胚性幹（ ）細胞ES

333背側骨間筋（ ）dorsal interossei
81肺塞栓

335背側中足動脈
156肺転移(骨肉腫の）

2肺動脈
107,140 402,401.

105肺動脈圧亢進
401肺動脈幹
102肺動脈弁

P 103肺動脈弁閉鎖音(Ⅱ )
(心臓第２音の成分としての）

170排尿(の仕組み）
urination disorders 266排尿困難（ ）

171排尿時痛（膀胱炎の）
126肺胞

127,129
128肺胞壁

398
398肺胞上皮細胞
128肺胞破壊 喫煙による（ ）

hilus of lung 399肺門（ ）
141肺門リンパ節
276肺門リンパ節腫張

399
ovulation 259排卵（ ）

8白衣高血圧
11

360白筋
58白質（大脳）

60
29白癬
29白癬（糖尿病との関係）

128白鳥の首変形（リウマチ）
195白内障(cataract）
259白体(卵巣の）
30白斑

285白斑（舌の）
280白斑(皮膚の）
30白斑（網膜白斑）糖尿病
70歯車様固縮（ ）パーキンソン病

83歯車様固縮(筋肉の）パーキンソン病の
298破瓜型（統合性失調症）

osteoclast 147破骨細胞（ ）
151,329

121橋本先生(写真）
33橋本病（慢性甲状腺炎）

115,119, ,122121
135発癌物質（喫煙の）
158発癌抑制効果
337薄筋
29白血球

159,234,236
378白血球数
378白血球百分率
272白血病
272白血病幹細胞
29白血球貪食能低下（糖尿病）

154白鳥の首変形(関節リウマチの）
395波長（ ）wavelength
198鼻の解剖
183針刺し事故に対する対応

foramen lacerum 331破裂孔（ ）
149半月板
149半月板損傷

semitendinosus 337半腱様筋（ ）
280瘢痕（ケロイド）
304反社会性パーソナリティ障害
104汎収縮期 全収縮期 雑音（ ）

107

280斑状出血
182売血
206麦芽糖
77馬尾神経
79晩発性アルツハイマー病

（ 才以上での発症）65

ひ
142BCG

BMI 46
388BUN(血中尿素窒素)

BUN 168上昇（急性糸球体腎炎の）
B 182型肝炎

182B 型肝炎ウイルス母子感染防止事業
182Ｂ型肝炎ワクチン

B 235細胞（リンパ球の）
237,243

77Hib（ ）ヒブ
（ ）H i baemophilus nfluenza type
(インフルエンザ桿菌 型)B

Pao2 140（酸素分圧）
PaCo2 140（ ）二酸化炭素分圧
PPI 208(プロトンポンプ阻害剤）
（ ）PPI P P I= roton ump nhibitor

390PSA（前立腺特異抗原）
（ ）PSA P S A= rostate pecific ntigen
391
PTCA 96(経皮的冠動脈形成術)

= ercutaneous ransluminal（PTCA P T
）C Aoronary ngioplasty

PCSK9 89
( 受容体を分解する)LDL
Pitavastatin 87(ピタバスタチン)
PTSD 288(心的外傷ストレス症候群）
（ ）PTSD P T S D= ost raumatic tress isorders
PTH 166(副甲状腺ホルモン）
（ ）PTH P t H= ara hyroid ormone

64Ｐ波（心電図の）
92,103

148ヒアルロン酸
148ヒアルロン酸関節内注射

51ビグアナイド剤
42655,

239ヒスタミン
242,244,245

243ヒスタミンプロテアーゼ
H2 208ヒスタミン ブロッカー（ ）

308ヒステリー球
308ヒステリー神経症
318ヒストン

320
141ヒト型結核菌
233ヒトスジシマカ
363ヒト白血球抗原（ ）HLA

364
255ヒトパピローマウイルス
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（ 子宮頸癌の原因として）HPV;
422ヒドロクロロチアジド（利尿薬）

（最近は としてARB との合剤
降圧薬に頻用されている）
424

soleus 337ヒラメ筋（ )
282ヒドロキシアパタイト
369ヒドロキシ基
324ヒドロキシラジカル

325
vaccine 397ヒブワクチン（ ）Hib

162ヒポキサンチン
313ヒポクラテス

54ヒーラーモンスター（毒トカゲ）
151ヒラメ筋

54ビクトーザ（ ）インクレチン注射
309ビタミン

1 317ビタミンの 日必要所要量
A 309ビタミン
B 310ビタミン

310ビタミン （B1 サイアミン
又は （ ）チアミン） thiamine

311ビタミン B2（ ）リボフラビン
（ ）riboflavin

B2 311ビタミン 不足
（口角炎の原因としての）

B3 311ビタミン (ナイアシン）
( )niacin
312

B5 312ビタミン ( ）パントテン酸
（ ）pantothenic acid

B6 312ビタミン ( ）ピリドキシン
（ ）pyridoxine

B7 312ビタミン (ビオチン）
（ ）Biotin

B9 155ビタミン ( ）葉酸
( ）folic acid
312

12 312ビタミンＢ （ ）シアノコバラミン
（ ）cyanocobalamine
313

C 158ビタミン (アスコルビン酸）
（ ）ascorbic acid
313

D 151ビタミン
175,313

313ビタミン D2( ）エルゴカルシフェロール
（ ）ergocalciferol

313ビタミン ( ）D3コレカルシフェロール
( ）cholecalciferol

316ビタミン （ ）E トコフェロール
（ ）tocopherol

K 219ビタミン
K1,K2ビタミン
M 155ビタミン (葉酸の事）

188ビリルビン
271

163ビリルビンカルシウム結石
157ビール(高尿酸血症の原因としての）
278ビンクリスチン
87ピタバスタチン

110ピクセル
226ピコナウイルス

pill 257ピル( ）
pyruvic acid 251ピルビン酸（ ）

310 381,
212ピロリ菌

~213
213ピロリ菌感染の診断
212ピロリ菌年代別感染率

pylorus 212ピロルス（ ）
胃の幽門部(出口付近)の事；ピロリ菌の語源

186非アルコール性脂肪肝( )NAFLD
（ ナッフルＤと呼ばれる）NAFLD=

= on lcoholic atty（NAFLD N A F
)L Diver isease

186非アルコール性脂肪肝炎( )NASH
= 186NASH ナッシユ

= on lcoholic teato( NASH N A S
)Hepatitis

241非アトピー型喘息
297被害妄想（統合性失調症の）
60被殻（大脳）

61,71
71被殻出血（外側型出血）
27皮下脂肪

hypoderm 240皮下組織( ）
264

53皮下注射（インシュリン）
436非ステロイド抗炎症薬

437
（非ステロイド系鎮痛薬）

fibula 149腓骨（ ）
330, ,335334

330肘関節
349皮脂腺
353皮質（ ；副腎の）cortex
60皮質下梗塞（大脳の）
60皮質下出血

221非腫瘍性ポリープ
260非浸潤癌（乳癌の）

261
260非浸潤性小葉癌（乳癌の）
260非浸潤性乳管癌（乳癌の）
160非ステロイド抗炎症薬
262非セミノーマ（精巣腫瘍）
178脾臓

271188,
脾（臓）機能亢進

113非対称性肥大(心室中隔の）
83肥大型心筋症

93, 113101,
73左冠状動脈

98
73左冠状動脈造影

96
73左冠動脈（主幹部）

111
60左回旋枝 (心臓の)

83,101,111
127左気管支
73左前下行枝 (心臓の）

101,111
1,2,3,4 401左第 弓

127左肺
132

396左肺動静脈
405左反回神経
106左・右短絡(先天性心臓病の）
189必須アミノ酸
297被毒妄想（統合性失調症の）
172泌尿器系癌の年代別死亡率
189非必須アミノ酸
290否定妄想（コタール症候群）
174皮膚乾燥症(乾皮症）
29皮膚壊疽（糖尿病の）

283皮膚癌
174瘙皮膚 痒症(透析に伴う）
242皮膚の老化
151腓腹筋 )（gastrocnemius

337
270非ヘム鉄

271
446被保険者(被扶養者）
276非ホジキン病
141飛沫痰（結核菌の）
436非麻薬性鎮痛薬
28肥満（動脈硬化の原因）
33肥満（糖尿病の原因）
46表 表1~ 6（糖尿病食事療法で使用）

mast cell 234肥満細胞（ ）
239,243,244

289被養育体験
46標準体重（算出法）

340表情筋（ )mimetic
378貧血（ ）anemia
171頻尿(膀胱炎の）

nasalis 340鼻筋（ ）
78鼻腔

207,342,350
coccyx 144尾骨（ ）

334255,
192鼻骨

193,330
nasal cartilages 192鼻骨軟骨（ ）

procerus 340鼻根筋（ )
60尾状核（大脳）

61,84
256微小浸潤癌
290微小妄想

nasal septum 192鼻中隔（ ）
198,200,330

nasal obstruction 198鼻閉（ ）
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247標準体重
epidermis 239表皮（ ）

240,246,249
280表皮剥離

73びまん性狭窄（冠動脈の）
128びまん性細気管支炎
79病理解剖

280びらん
32微量アルブミン尿（糖尿病）

ふ
Bright liver 186(脂肪肝の)
410
Finger to nose test 59(指鼻試験)
(小脳検査の一つ）)
flower cell ATL 275( )
Fluvastatin 88（フルバスタチン）
follic acid 155(葉酸）
PAF 244(血小板活性化因子）
( )PAF P A F= latelet ctivating actor
Pravastatin 87(プラバスタチン)
VLDL 249
( )VLDL V L D L= ery ow ensity ipoprotein
431

387VLDL コレステロール
104VSD(心室中隔欠損症)

( )VSD V S D= entricular eptal efect
36ファーター乳頭部

164
333ファレンテスト
265フィナステリド（ ）脱毛予防薬

フィブラート系薬剤
432(脂質異常治療薬）
367フィブリノーゲン（ ）fibrinogen

（第 血液凝固因子）1
368,370~373

365フィブリン（ ）fibrin
367フィブリン安定化因子

(血液凝固因子のⅧ ）a
370 373～

365フィブリン繊維網
274フィラディルフィア染色体異常
360フィラメント( )filament
160フェブリク(尿酸合成抑制薬）

(一般名フェブキソスタット）
269フェリチン(貯蔵鉄）

271270,
270フェロ・グラデュメット

35フルクトサミン（糖尿病指標）
88フルバスタチン

306フロイド博士
glucose 51ブドウ糖（ ）

381180,206,
75g 37ブドウ糖負荷試験（ ）

uvea 197ブドウ膜（ ）
uveitis 197ブドウ膜炎（ ）

64プラザキサ（ダビガトラン）
132ブリンクマン指数 (肺癌リスク）

（喫煙本数×喫煙年数）
278ブレオマイシン

bleb 253ブレブ（嚢腫）
ARB 22ブロプレス 降圧剤；（ ）

(一般名 カンデサルタン）
416

206プチアリン
(唾液腺から分泌される澱粉分解酵素）

5プラーク；粥腫 動脈硬化（ ）
（ ）plaque

40528,94,109,111,
372プラザキサ(一般名ダビガトラン）
368プラスミノーゲン（ ）plasminogen
368プラスミン（ ）plasmin
87プラバスタチン

( ；脂質異常治療薬）pravastatin
430

158プリン環骨格
157プリン体(高尿酸血症の原因としての）

158 435,160,
91プルキンエ線維（心臓）

112
19プレミネント（ ）降圧剤；配合薬

( の と利尿薬のARB ロサルタン
の合剤)ヒドロクロロチアジド

422,424
258プロゲステロン

,351,352259
323プロジェリア症候群
244プロスタグランディン

( ）prostaglandin
437436,

366プロスタグランディン I2
(プロスタサイクリン）

184プロテアーゼ阻害剤
73プロテクター

（カテーテル検査の防護服；鉛が入っている）
367プロトロンビン（ ）prothrombin

（第Ⅱ血液凝固因子）
370 373～

208プロトンポンプ阻害薬
213

404プローブ（ ）probe
408,409

432プロブコール (脂質異常治療薬）
(胆汁酸排泄増加作用がある）
433

420プロプラノール（ ）βブロッカー；降圧剤
（商品名 など）インデラル

265プロペシア（脱毛予防薬）
（一般名フィナステリド）

351プロラクチン（ ）prolactin
（乳汁分泌ホルモン）

306不安障害
91不完全右脚ブロック

363不規則抗体
193吹き抜け骨折

(眼窩底骨折の事）
257腹腔鏡検査
164腹腔鏡手術（胆石）
36腹腔動脈

178
4副交感神経

3449,170,207,
165副交感神経遮断剤

(尿管結石の治療としての）
129副交感神経遮断剤

（肺気腫治療としての）
193副交感神経遮断薬(点眼）

瞳孔散大の解説として
314副甲状腺(上皮小体）
166副甲状腺機能亢進症

(尿管結石の一因としての）
166副甲状腺ホルモン

174,313
14,20副作用（薬の）

20副作用発生頻度
343副神経（ ）accessory nerve

（ ； で第 番目の脳神経 純粋な運動神経11
する）僧帽筋、胸鎖乳突筋を支配

adrenal glands 15副腎( ）
16,17,45,190,263,264, , ,354350 353

263副腎性器症候群
353副腎髄質（ ）adrenal medulla

354
354副腎髄質ホルモン
352副腎皮質刺激ホルモン（ )ACTH

( )ACTH A c t H= dreno ortico ropic ormone
80副腎皮質ホルモン

（ ）adrenal cortex hormones
353

290副腎皮質ホルモン（うつ誘発）
353副腎ホルモン解説

354
186腹水 肝硬変による（ ）
42副膵管（サントリニ管）

320複製（細胞や染色体の）
136腹側被蓋核前野（中脳）
190腹(部)大静脈

208
36腹(部)大動脈

137,165,190,208,353
337腹直筋（ ）rectus abdominis muscle
42腹痛（急性膵炎）
59副鼻腔

200
43腹部エコー（膵描出について）

44,252,410
171腹部エコー(腎臓 腎臓癌の描出、 ）
44腹部エコー（小型）

410腹部エコー検査解説
165腹部ＣＴ
255腹膜
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135副流煙による健康被害
306不潔恐怖

308
151不顕性感染（肝炎の）

edema 349浮腫（ ）
124不整脈
324不対電子
210二日酔
363不適合輸血
307浮動性不安
263不妊症（ ）infertility
263不妊症の原因

13不飽和脂肪酸
（ ）unsaturated fatty acids
81,183,250,251

271不飽和鉄結合能
336浮遊肋骨
212噴門部（胃の）
395物質透過性
162ぶどう膜炎（眼の）
275分子標的薬
378分節核好中球

379
125分裂膝蓋骨
321分裂寿命

へ
79βアミロイド蛋白

（アルツハイマー病の脳に見られる老人斑）
382βグロブリン

19βブロッカー
393β線
439βラクタム(抗生物質）

1 354β 受容体
421β 遮断剤（降圧剤）1

2 19β ホルモン
Hb ; 36（ ）ヘモグロビン血色素
( )Hb H b= emoglo in
271
HbA,HbA1a,HbA1b 36
HbA1c 35(ヘモグロビンＡ１Ｃ）
36,39 386,40,
Hba2,HbF 36
PET 26検査
PET 412検査解説
( )PET P E T= ositron mmision omography
PET/CT 412検査

321ヘイフリック限界
89ヘテロ接合体家族性高脂血症

140ヘパリン
370

132ヘビースモーカー
(肺癌のリスクと胸部 検査の推奨について）CT

379ヘマトキシリン・エオジン染色
（ ）HE ; = ematoxylin osin染色 HE H E

379ヘマトクリット( )Ht

( )Ht H t= ema ocrit
36ヘム

271188,
270ヘム鉄

271
Hb 36ヘモグロビン( )

( )Hb H b= emoglo in
379135,174,188,269,280,

174ヘモグロビン
(腎不全の目標ヘモグロビン値について）

379ヘモグロビン鉄
280ヘモジデリン
110ヘリカル 螺旋状 スキャン（ ）

CT 140ヘリカル
212ヘリコバクター・ピロリ
393ヘルツ博士

T 235ヘルパー 細胞
243

377ヘンレループ(ヘンレ係蹄）
423,435

51ベイスン（ボグリボース）
becquerel 393ベクレル（ ）

394
393ベクレル博士
316ベータカロテン（β ）-carotene
19ベータ（β）ホルモン
30ベータ（β）細胞

197ベーチェット病（眼の）
22ベンジルイミダゾール酢酸

（ の基本骨格）ARB
SU 50ベンズアミド骨格（ 剤の）

293ベンゾジアゼピン系
296

135ベンゾピレン（副流煙中の）
261ぺジェット パジェット 病（ ）
91ペースメーカー

penicillin 225ペニシリン（ ）
,439236

176ペプシノーゲン（胃）
176ペプトン（胃）

（αグルコシダーゼ阻害剤である）
121ペルオキシダーゼ

O-157 229ベロ毒素（ の）
324閉殻構造（電子の）
337平滑筋（ ）smooth muscle
241平滑筋（収縮）

（喘息で起こる気管支平滑筋収縮）
355平滑筋細胞（ ）smooth muscle myocytes

I 244平滑筋収縮( 型アレルギー）
242平滑筋肥大 収縮(喘息、 ）

(気管支平滑筋の）
270平均赤血球血色素濃度 )（MCHC

MCV 270平均赤血球容積( )
147閉経

154,157,258
59平衡感覚（小脳の）

306閉所恐怖（症）
113閉塞型(心筋症の）

153閉塞性黄疸
196閉塞性隅角緑内障

134閉塞性血栓血管炎（バージャー病）
10閉塞性動脈硬化症

134
83閉塞性肥大型心筋症

409壁運動異常(心臓の）
150変形性股関節症
149変形性膝関節症
148変形性脊椎症

偏頭痛
28変性リポ蛋白
78片側嗅覚障害（脳腫瘍の）

migraine 231偏頭痛（ ）
263変声期（男性の）

甲状軟骨（ の作用によるテストステロン
による）成長

227扁桃腺肥大
80扁桃体（脳の）

110扁平上皮癌（肺癌の）
171扁平上皮癌(膀胱癌の）

108弁口面積(大動脈弁の）
222便潜血検査

callus 280胼胝（たこ＝ ）
225鞭毛
212鞭毛（ピロリ菌の）
106弁隆起(心臓形成時の）

ほ
276ホジキン博士
276ホジキン病
244ホスホリパーゼ
93ホルター心電図

(１日、或いは 時間心電図とも呼ぶ）24
157ホルモン補充療法 (更年期障害）
31ボウマン嚢（腎臓）

のう

377
110ボクセル(ボリュームセル）

（ 検査の単位解説で）CT
244ボスミン
154ボタン穴変形（リウマチ）
56ボトックス（ 型ボツリヌス毒素注射A ）

223ボラギノール（痔の薬）
230ボンティアック熱

(レジオネラ感染）
ATL 275ポテリジオ（ 治療薬）

244ポララミン(抗ヒスタミン薬）
226ポリオ
31ポリオール（糖尿病神経障害）

220ポリープ（大腸）
221ポリペクトミー（大腸の）
271ポルフィリン
158ポリフェノール

polypeptide 271ポリペプチド（ ）
polonium 393ポロニウム（ ）
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248蜂窩織炎
sartorius 337縫工筋（ ）

57縫合線（頭蓋骨の）
98放散痛(狭心症や心筋梗塞の）

213放射性同位元素
394放射性物質（ ）radioactive material
394放射性崩壊
120放射性ヨード バセドウ治療（ ）

ray 394放射線（ ）
395

395放射線とは何か？
394放射線被曝量

radioactivity 394放射能（ ）
395

394放射線、放射能の単位解説
360放射線とは何か？
102放射能汚染甲状腺への影響

103
28泡沫細胞

249
250飽和脂肪酸

（ ）saturated fatty acid
251

166ほうれん草
(尿管結石のうちシュウ酸カルシ
ウム結石の原因として）

69歩行障害（脳梗塞の）
83歩行障害(パーキンソン病の）
70保存的治療（脳梗塞の）
71保存的治療（脳出血の）

complement 244補体（ ）
385245,

92発作性心房細動
112,125

exanthema 279発疹（ ）
329骨の解説

330~336
329骨の構造

3本態性高血圧
，8

6剖検率
170膀胱

190,229,255,262
171膀胱炎

229
171膀胱癌
171膀胱癌の予後
255膀胱子宮窩

257
171膀胱全摘出術（膀胱癌）
229膀胱尿管逆流症
170膀胱（壁）平滑筋
170膀胱容量
168傍糸球体細胞(腎臓）
417傍糸球体装置(腎臓 ）;JGA

= uxta lomerular pparatusJGA J g A
91房室結節

92,112

wheal 280膨疹（ ）
196房水（眼の）

thenar muscles 333母指球筋（ ）
333母指対立運動障害

ま
141マイコバクテリウム属
230マイコプラズマ肺炎
240マイスネル小体

（ ）皮膚の触覚などを感じる知覚神経
5マクロファージ

28,141,142,235,245,249
230マクロライド系(抗生物質）

236
m 224マイクロ（μ）

のマイナス 乗 万（マイクロは で10 6 100
の事）分の一

293マイナートランキライザー
273マザコン（ ）依存性パーソナリティ障害
242マスト細胞

244
291マタニティブルー
233マラリア
51マルターゼ

359マルファン症候群
( ）Marfan syndrome

407マンモグラフィー
（ ）mammography

117前野良沢
226麻黄（まおう）

(葛根湯などの成分； が含まエフェドリン
れていて がある）交感神経刺激作用

245膜侵襲結合体(Ⅱ型アレルギー）
167膜性腎症(糸球体腎炎）
167膜性増殖性糸球体腎炎
169末期腎不全
340末梢（性）顔面神経麻痺
378末梢血液像

379
174末梢血幹細胞
341末梢神経（ ）peripheral nerve

344
316末梢神経炎
174末梢性動脈硬化疾患
332末節骨（ ）distal phalanx
334末節骨（足の趾骨の）
69麻痺（脳卒中の）

70,71
78麻痺（脳腫瘍の）

narcotics 226麻薬( ）
436麻薬性鎮痛薬

（ ）narcotic analgesics
437

71慢性アルコール中毒
182慢性肝炎
35慢性肝炎による糖尿病

128慢性気管支炎
242慢性気道炎症

(喘息発症のメカニズム）
57慢性硬膜下血腫
33慢性甲状腺炎（橋本病）

115, ,122121
CML 274慢性骨髄性白血病（ ）

= hronic yeloid eukemiaCML c m l
169慢性糸球体腎炎
31末梢神経障害（糖尿病）

173慢性腎臓病（ ）CKD
92慢性心房細動

159慢性腎不全
173,174

43慢性膵炎
44慢性膵炎（膵癌の危険因子）
35慢性膵炎による糖尿病

202慢性中耳炎
59慢性副鼻腔炎（蓄膿）

200
128慢性閉塞性肺疾患（ ）COPD
275慢性リンパ性白血病( )CLL

（ ）CLL C L L= hronic ymphocytic eukemia
59満腹中枢（視床下部の）

み
269ミオグロビン

360
360ミオシンフィラメント
425ミカムロ（降圧剤；配合薬）

ARB Ca（ の とテルミサルタン
拮抗薬の の合剤）アムロジピン

18ミカルディス
(一般名テルミサルタン）
416

51ミグリトール（糖尿病薬）
424ミコンビ（降圧剤；配合薬）

テルミサルタン ヒ( の と利尿薬のARB
の合剤)ドロクロロチアジド

81ミトコンドリア
389251,263,310,325,356,

263ミトコンドリア鞘（精子の）
353ミネラル(電解質)コルチコイド

（ ）mineral corticoid
265ミノキシジル（発毛促進薬）
368ミミズの血栓溶解作用
282ミュータンス菌
177右肝静脈（ ）ＲＨＶ

( )RHV R H V= ight epatic ein
73右冠動脈

98,101
96右冠動脈カテーテル

127右気管支
396

347右鎖骨下静脈
405
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1,2 401右第 弓
127右肺

132,176
396右肺動静脈
106右左短絡(先天性心臓病の)
347右リンパ本幹
248水虫（足白癬）

67未破裂脳動脈瘤
68未破裂脳動脈瘤手術成績
68未破裂脳動脈瘤治療の展望

201耳の解剖
205耳鳴り（メニエル病の）

7脈圧
10脈なし病（大動脈炎症候群）

194脈絡膜（眼の）
197

taste bud 283味蕾（ ）

む
206ムチン

20無顆粒球症
120

104無害性 機能性 雑音（ ）
141無芽胞菌（結核菌の説明として）

349むくみ(浮腫）
62無軸繊維 神経細胞の（ ）
72無症候性脳梗塞

151むち打ち症（頚椎捻挫）
43無痛性慢性膵炎

276無痛性リンパ節腫張
346

83無動（パーキンソン病）
heartburn 208胸やけ（ ）

逆流性食道炎の症状の

め
METS 48（メッツ）
Mevastatin 86(メバスタチン)
（最初のスタチン系薬剤だったが、肝毒性の問
題もあり実用化されなかった）

293メイラックス
（一般名ロフラゼプ酸エチル）

32メサンギウム基質（腎臓）
168

32メサンギウム基質増加（糖尿病）
168メサンギウム細胞

169
VB12 313メチコバール( 製剤）

236メチシリン耐性ブドウ球菌
メッツ（ ）METS

51メデット（メトホルミン）
55

312メトトレキサ（セ）ート
(葉酸代謝阻害剤）

155メトトレキセート

（関節リウマチ治療薬として）
BG; 51メトホルミン（ ビグアナイド剤）

（商品名 ； など）メトグルコ 大日本住友
,42655

420メトプロロール（ ）βブロッカー；降圧剤
（商品名 ； 等）セロケン アストラゼネカ

203メニエル 氏 病；耳（ ）
205

86メバコール (一般名ロバスタチン）
(最初のスタチン系薬剤；日本未発売）

87メバロチン(一般名プラバスタチン）
430247,

87メバロン酸
（ ）mevalonic acid
431

82メマリー 一般名メマンチン（ ）
（アルツハイマー病治療薬である）

82メマンチン
(グルタミン酸受容体拮抗作用を持つ)

84メラニン含有細胞 中脳の（ ）
193メラニン色素

(瞳の色の解説で）
280メラニン沈着
315メラノーマ(悪性黒色腫）
20メルカゾール(副作用）
86メルク（製薬会社）

メルビン（メトホルミン）
294瞑想（うつ病治療の）
343迷走神経(vagus nerve）

（ ；主に自律神経の中第 番目の脳神経10
の する）副交感神経を支配

298滅裂思考（統合性失調症の）
191眼の解剖
69めまい（小脳梗塞の）

71
203めまい

205～
99免疫

234
384免疫グロブリン( )Ig

= mmuno lobulinIg I g
385

IgA 169免疫複合体 腎症の（ ）
245免疫複合体（ ）III型アレルギー
235免疫不全
169免疫抑制剤治療
156綿花(綿球)様骨新生

も
morning siffness 154
（朝のこわばり；関節リウマチの症
状、診断基準としての）

= odified anking cale 68mrs m R s
( )脳動脈瘤術後の日常生活程度の判断基準

204モスキート音
82モノクローナル抗体

88モノクローナル抗体
(脂質異常治療薬としての）)

Mol 350モル ＝分子の重さ（ ）
264毛球（もうきゅう）

265
mongolian spot 280蒙古斑（ ）

hair root 264毛根（ ）
27毛細血管瘤（糖尿病による）

349毛細静脈
349毛細動脈
349毛細リンパ管
240毛脂腺

(これが詰まるとニキビになる）
297妄想（統合性失調症の）
303妄想性パーソナリティ障害

cecum 218盲腸（ ）
219

264毛乳頭
265毛乳頭細胞受容体
264毛嚢
264毛皮質

hair follicle 264毛包（ ）
265

retina 30網膜（ )
194

30網膜障害（糖尿病による）
30網膜白斑（糖尿病による）
30網膜剥離（糖尿病による）

網膜剥離
cilia 194毛様体( ）

196,197
178門脈

や
77ヤコビー（ ）線Jacoby

145
82ヤンセンファーマ(製薬会社）

121やせ薬
(甲状腺ホルモン含有のリスクについて）

94夜間狭心症
440薬物代謝酵素
309夜盲症 鳥目（ ）

ゆ
422ユニシア（降圧剤；配合薬）

ARB Ca（ の とカンデサルタン
）拮抗剤の の配合薬アムロジピン

425
293ユーロジン（ ）一般名エスタゾラム

マイナートランキライザー
160ユリノーム(尿酸排泄促進薬）
283有廓乳頭
315有棘細胞癌(皮膚癌の）
240有棘（細胞）層
193有機リン中毒
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(瞳孔縮小のメカニズム；副交感神経
刺激）

257有茎性漿膜下(子宮）筋腫
257有茎性粘膜下筋腫
332有鈎骨（ ）hamate

13有酸素運動
47,381

62有軸繊維（神経細胞）
229遊走腎
164熊胆(熊の胆の事）

い

149有痛性分裂膝蓋骨
276有痛性リンパ節腫張

346
332有頭骨（ ）capitate
203有毛細胞（耳の）
212幽門部（胃の）
387遊離コレステロール
431遊離脂肪酸

( ）free fatty acids
182輸血後肝炎
57揺さぶられっ子症候群
37輸出細動脈（腎臓）

167,168
32輸出入細動脈（硝子様変化）

346輸出リンパ管
32輸入細動脈（腎臓）

37,167,168
346輸入リンパ管

Finger to nose test 59指鼻試験( )
（小脳検査）

よ
103Ⅳ音(心房収縮音）

IV 245型アレルギー
293四環系抗うつ剤
116ヨード ヨウ素（ ）

,121117,118
116ヨード不足

bacteriolysis 385溶菌（ ）
32溶血性貧血

187,188,245
155葉酸代謝
155葉酸代謝阻害剤

(メトトレキサート）
170腰髄(神経)
283葉状乳頭
144腰椎(lumbar vertebra）

336
147腰椎すべり症

57腰椎穿刺
67, ,14577

123腰椎分離症
145腰椎ヘルニア

146
122腰椎ヘルニアの診断

77腰椎麻酔

143腰痛
105容量負荷(心臓の）
154溶連菌感染（リウマチ熱）
217横川吸虫

pterygoid muscles 340翼突筋（ ）

ら
380LAP

Light speed VCT 111
182ライシャワー駐日大使

(売血終了の契機としての）
245ライソゾーム活性酵素

Leydig 262ライディッヒ（ ）細胞
（精細管の間質細胞）

rhinovirus 226ライノウイルス（ ）
40（ で最も多い風邪の原因ウイルス 約、

がこのウイルスによる）％
72ラクナ梗塞(脳梗塞）

radium 393ラジウム（ ）
21ラジレス（降圧剤）
67ラッピング コーティング（ ）

脳動脈瘤の手術
57ラムダ縫合

330
28ランゲル医学博士
33ランゲルハンス島β細胞

34
308らせん状視野狭窄
105卵円孔開存(心房中隔欠損の）

106
106卵円孔弁
201卵円窓(蝸牛管の）

fallopian tubes 255卵管( ）
257

fimbria 255卵管采（ ）
255卵管漏斗
250卵黄
258卵細胞

ovum 355卵子（ ）
ovary 255卵巣( )

257,258,264,350
260卵巣腫瘍（ ）ovarian tumors
258卵巣癌

260
258卵巣癌の罹患率と死亡率
218卵巣の解剖

FSH 219卵胞刺激ホルモン（ ）
= ollicle timulating ormoneFSH F S H

352
258卵胞閉鎖

り
265リアップ（発毛促進剤）

（一般名ミノキシジル）
154リウマチ( ）結節リウマトイド

155
154リウマチ熱
155リウマトイド因子
373リクシアナ

(一般名エドキサバントシル酸）
230リケッチア
296リチウム製剤（うつ治療）

lysosome 356リソゾーム（ ）
435

107リットマン(聴診器）
184リバビリン(肝炎治療）
88リバロ(一般名ピタバスタチン）

247
26リパーゼ

283
87リピトール（一般名アトルバスタチン）

244リポキシゲナーゼ
225リボソーム

236,318,356
28リポ蛋白（リポプロテイン）

（ ）lipoprotein
387249,

86リポバス(一般名シンバスタチン）
(スタチン系の脂質異常症治療薬）

242リモデリング
）(気管支喘息における気道構造の変化の事

Lincoln 359リンカーン 大統領（ ）
（マルファン症候群の解説で）

79リング状造影効果（転移性脳腫瘍）
310リンゴ酸

phosphoric acid 319リン酸（ ）
226リン酸コデイン(咳止め）

phospholipids 249リン脂質( ）
387

346リンパ解説
347

lymphatic vessels 347リンパ管（ ）
234リンパ球

,237,239,355,378235
237リンパ系幹細胞

lymph node 346リンパ節（ ）
276リンパ節生検
278リンパ肉腫

lymphedema 349リンパ浮腫（ )
depersonalization 298離人症（ ）

298離人神経症
164利胆作用（ウルソ）
214立位充満像(胃透視の）

cuboid 334立方骨（ ）
240立毛筋(皮膚の）

(鳥肌が立つのはこの筋肉の作用による）
264

13利尿剤 薬（ ）
19

423利尿剤の降圧機序解説
420利尿薬（降圧剤としての）
220隆起性病変
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207流行性耳下腺炎
（ ）mumps；俗称はおたふくかぜ

vertebra prominens 338隆椎（ ）
（ の事；大きくて厚いの第 頸椎棘突起7
で皮膚表面から触れる）

402両心不全
78両耳側半盲（下垂体腺腫の）

205良性発作性頭位めまい症
195緑内障

196
397緑膿菌

（ ）Pseudomonas aeruginosa
105臨床工学技士（ ）人工心肺装置
443臨床試験(新薬開発の）

（第 相から第Ⅳ相試験まである）1
294臨床心理士
115輪状甲状筋
114輪状軟骨

115
261臨床病期分類（乳癌の）

squamous suture 330鱗状縫合( ）
scale 280鱗屑( ）

る
Lumbar 145(ルンバール）腰の

293ルポック（一般名プラノプロフェン）
（抗うつ薬）

281ルリコン（みずむし外用薬）
（一般名ルリコナゾール）

lacrimal bone 193涙骨( ）
192涙骨窩

lacrimal gland 231涙腺（ ）

れ
Levine 104(レバイン）分類
(心臓聴診での雑音強度による分類の事）
Lewy 84小体
Reinopathy 30（網膜症）

196レーザー虹彩切開術
30レーザー手術（糖尿病網膜症）

146レーザー治療（腰椎ヘルニア）
19レザルタス 降圧剤；配合薬（ ）

( の と 拮ARB Caオルメサルタン
抗薬の の配合薬)アゼルニジピン

425422,
LASIK 197レーシック（ ）治療

230レジオネラ
230レジオネラ肺炎

Rezept 446レセプト 審査（ ）
レセプト＝診療報酬明細書

309レチノール
275レトロウイルス科

Levine 104レバイン 分類（ ）
426レパグリニド（糖尿病治療薬）

（ 、速効性インシュリン分泌促進薬であり

商品名 などがある）シュアポスト
Levy 84レビー（ ）小体

（パーキンソン病との関連で）
84レビー小体型認知症
85レボドパ(パーキンソン病治療薬）

renin 15レニン( )
19 21,22 41717, , ,

416レニン阻害薬(ラジレス）
（ ）一般名アリスキレンなど；降圧薬

82レメニール（一般名ガランタミン）
（アルツハイマー病治療薬である）

60レンズ核（大脳）
61,71

60レンズ核線条体動脈
61

393レントゲン発見の歴史
298連合弛緩（統合性失調症の）

（会話の文脈が通らなくなる事）
140連鎖球菌（ ）腎炎原因菌としての
94攣縮（れんしゅく）

ろ
Lightspeed VCT 110
Lovastatin 86(ロバスタチン)
（ ）初めてのスタチン系の脂質異常治療薬
Rosuvastatin 87（ロスバスタチン）

239ロイコトリエン
242,243,244

88ローコール（ ）一般名フルバスタチン
87ロスバスタチン

ARB; 22ロサルタン 降圧剤（ ）
（商品名ニューロタン）

416~41923,
rotavirus 228ロタウイルス（ ）

（嘔吐下痢症の原因としての）
229ロタウイルスワクチン
317ローヤルゼリー
79老化

321
195老化現象(白内障の一因）
321老化のメカニズム
158老化防止

effort angina 94労作性狭心症（ ）
79老人斑

（アルツハイマー病の大脳）
82

280老人斑(皮膚の）
79老年認知症
93肋間神経痛

（狭心症の鑑別診断の一つとして）
336肋骨（ ）rib
403肋骨横隔膜角

（ ）Costphrenic angle
336肋椎関節（ ）costovertebral joints
336肋軟骨（ ）costal cartilage
336肋軟骨炎

122濾胞癌 甲状腺癌の（ ）

ワ
warfarin 64ワルファリン（ ）

37170,140,
447私の論文集

brachioradialis 337腕橈骨筋（ ）
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後書き

私の生い立ちなど興味の無い方もいるだろうが、昔の医療の事や、医者の仕事も大変だ
という事を理解してもらう手助けになると思い、後書きとして書く事にした。

【生い立ち】

、 、 。父は外科医 祖父は産婦人科医で 私が生まれた時には 人で大塚病院を開業していた2
大正時代に建てられた病院で言わば老舗の病院であった。祖父は現大阪大学医学部、父
は現熊本大学医学部卒で 人とも当時としては中々優秀な医師だったようである。2

【病院が遊び場のような幼少時】

、 。病院と自宅は渡り廊下一つで繋がっていたので 小さい頃から病院にいる事が多かった
当時は粉薬の量を天秤で測って四角い薬包紙に包んでいたが、これらを楽しんで手伝う
事も多かった。薬もすり鉢で細かくする作業があるのだが、これもよく手伝っていた。

また、当時は一度使用した包帯を消毒して再度使用する事も多かった。帯巻き取り器で
消毒した包帯を巻き取って丸くするのも楽しい作業であった。今の御時世、子供が医療
現場でこんな加勢をする事などあり得ない話である。古き良き時代でもあった。

粉薬を薬用のすり鉢で細かく

したり、数種類の薬を混ぜる

天秤に使う重り。薬を作る時には、

この薄い板状の重りが頻用される。

言わずと知れた天秤

ピ
ン
セ
ッ
ト

今は見かけない薬の形態

薬包紙の折り方

皆さんも右図を見て

折ってみて下さい！

包帯巻き取り器

このハンドルを回すと包帯が

巻き取られて丸くなる。

この部分を出っ張りなど

に挟んで固定する。
包帯が巻き取られる部分

今でも市販されているようですね。

巻き取られて包帯の

完成！
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【病院の待合室の思い出】

私が生まれたのは、まだ昭和 年代であるので、待合室には畳が引かれていた。 畳20 6
、 。程の広さで 冬になると大きな火鉢が中心に置かれていて患者さん達が暖を取っていた

待合室の横には幅 ㎝、長さ 位の廊下があり、その壁には大きなホルマリン漬け50 10m
された容器が沢山陳列されていた。その容器の中には今では信じられない話であるが、
ガス壊疽で切断された下肢（大腿から下全部）や、手術で切除された乳癌、無脳児など
が入っていて患者さんが見る事が出来た。

個人情報もへったくれも無い時代であるからこそ可能であるのだが、今考えてみると、
これはこれで患者さんにとっては非常に良い患者教育になっていたような気がする。
私もこの待合室の雰囲気がとても好きでよく遊んでいた。容器に入ったホルマリン漬け
の中も特に怖がる事も無く興味深く見ていた。

【診察室や手術室の思い出】

祖父の診察室は 畳ほどの大きさであったが、片隅には眼科や耳鼻科の治療道具も置か6
れていた。当時は耳鼻科や眼科などの専門病院が無かったので色々な病気を診ていたの
である 無論 今の治療レベルに比べれば雲泥の差がある 私自身 いわゆる眼イボ 物。 、 。 、 （
貰い：正確には麦粒腫）で数回眼イボを切開してもらった。診察室の隣りに分娩台が

ばくりゆうしゆ

あり、その更に隣には外科などの簡単な処置室があった。

更にその隣には 畳ほどの大きさの手術室があった。床はタイル張で手術室には下駄で6
入る。この手術室にも小さい頃から良く入っていて見学？していた。出産は腹部を切開
して行われるのだと思っていた時期があったが、恐らく帝王切開の手術を見た記憶があ
るのだろう。手術着に着替える事も無く、子供が自由に手術室に出入りできるという、
これまた古き良き時代でもあった。私自身、この手術室で虫垂切除を受けた。

「門前の小僧習わぬ経を読む」という諺があるが、まさに私の場合には「病院の小僧、
習わぬ医術を知る」といった所か。

【当時の患者さんと医師との絶大な信頼関係、尊敬の目で見られる医師】

私の生まれた所が人口 万人程度の田舎町だった事もあるが、当時の患者さんの医師4
に対する信頼は絶大なものがあり、また尊敬して見られていた。そんな関係を見て育っ
たので小さい頃から医師になろうと思っていた。恐らく今の時代に私が生まれていたら
医師にはならないだろう。そんな信頼関係があるからこそ、本来の薬では無い偽薬を出
す事も可能な時代でもあった。私が小学生の頃に眠れないなど、と一端の口をきいてい

いつぱし

た時があったそうだが、この時に「睡眠薬」といって渡された薬が実は「ただの粉」
だった事もある。
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【父の想い出】

腕の立つ外科医だったようで患者さんからの評判もすこぶる良かったようである。
新しい器械が好きで、当時個人が所有するのは珍しかったカラー ミリ映写機で胃切除8
など手術の様子を撮影していて私も何度か見た事がある。この影響を私も受けていて、
何でも新しい器械が出ると真っ先に買いたくなってしまう。

忙しい人だったので、私は父と一緒に遊んだ記憶は殆ど無い。唯一記憶にあるのは新聞
紙を丸めて剣のようにして 分程 「侍ごっこ」をした事くらいである。10 、

私が小学校 年生の夜中に、襖一つ隔てた隣の部屋で父は急逝した。 歳という若さ4 49
だった。恐らく、急性心筋梗塞だったのであろう。父の葬儀で僧侶の読んだお経の中の
「朝には紅顔ありて、夕には白骨となれる身なり」という文言は、子供心にも響く

あした こうがん ゆうべ

ものがあり、人が急死した時にはこの言葉を思い出す。この文言が、蓮如上人の
「白骨の御文章」の一節であると言う事は後に大きくなって知った。

【祖父の思い出】

非常に温厚な人柄で、私は一度も怒られた事が無かった。祖父が病院を始めた当時は今
のような皆医療保険では無かったので、医療費の払えなかった人もいたようであるが、
祖父はそのような人からは医療費を徴収しなかったと聞いている（尚、今のような皆保
険制度は 年から実施されている 。お金の無い人は、米や野菜などを医療費代わり1961 ）
に病院に持ってきたとも聞いている。車の無い山間部などへの往診は歩いて 時間位か2
かったようである。日本酒と刺身をこよなく愛し、父の亡き後 才から亡くなる 才72 90
近くまで現役の医師であり続けた。私の日本酒好きと刺身を毎日食べるのは祖父譲りで
ある。

【研修医時代の早すぎる若い患者さんとの死との対面】
研修医１年目の県立宮崎病院勤務時代に、 才にも満たない若い女性の卵巣癌の患者20
さんの担当となった｡既に脳、肝臓などへの転移があり、抗癌剤の化学療法しか残され
た治療方法は無かった｡御両親が化学療法を希望されての治療となった。化学療法開始
後に、患者さんが病室のベッドで錯乱状態になって立ちあがって尿失禁していた光景は
今でも目に焼き付いて離れない｡脳転移の影響だったのか、化学療法の影響だったのか
定かでは無かったが、後の医療に対する考え方に大きな影響を与える経験であった｡
その後も度々自分より若い患者さん達との死との対面をする度に、生かされている喜
びを感じる事となった｡皆さんは死と向き合う事は家族や親族、知り合いの方など限ら
れているので生きている（生かされている）事を感じるのは少ないと思うが、私にとっ
てまもなく無事に 才を迎えられる事には感謝している｡60
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【人生の転機となった民間病院勤務】

、 。第１内科退局後 地域医療に貢献したいという気持ちから自分の故郷の病院に勤務した
志は高かったのだが体力が無かったのが後々響いてしまった。
積極的な夜間の急患診察を行ったりしていたが、１年目の冬に肺炎になり、 週間程医2
療現場から離脱した。その翌年の冬には肺炎を恐れる余り、風邪を引いたら抗生物質を
早めに点滴したりしていたが、これが裏目に出て抗生物質の副作用による「出血性大腸
」 、 、 。炎 を起こして 数十分おきに鮮血便と腹痛が襲って やはり 週間ほど戦線離脱した2
これらの病気ですっかり医療に対して保守的になった。自分の健康を保持しなければ
却って患者さんに迷惑をかけてしまう事になるので、それ以降は夜間の急患などは出来
るだけ救急病院に行ってもらう事にした。

【精神的に一日中緊張を強いられる医師の仕事について】

民間病院勤務時代には、毎日外来患者さんを診察して、しかも入院患者も数十名受け
持っていたので、一日中、心の休まる時間が無かった。寝ている時でも、 「あの患者

」 （ ）。さんの診断や治療はあれで良かったんだろうか？ と考えてしまう 根が真面目なので
また、皆さんには寝入った後にたたき起こされて仕事をしなければならないという経験
はあまりないかも知れないが、大変きついものである。毎月 ～ 回はそういう状況が4 5

。 、 。続く 一旦夜中に起こされて仕事をすると 寝付けないまま朝の外来を見ることになる

【正確な病気の診断をつける難しさとおもしろさ】

脳出血など ですぐに診断可能な現在であるが、正確な診断が付かない事もあるCT
画像診断で所見の無い場合、症状、血液検査成績、身体所見などから総合的に診断を付
けなければならないケースもある。この診断過程は、まるで難しいパズルを解き明かす
ような面白さがある（ 。色々な病院を受診しても診断できな患者さんには大変失礼な言葉だが）
かった患者さんに正確な診断が付いた時は尚更である。長年苦しんできた症状の改善が
できる時には（薬で治療可能な場合など 、より一層私も嬉しくなる。）

【今後の自分の生き方について】

民間病院勤務終了後は、医師としては少々風来坊的生き方をしてしまった。ああでも無
い、こうでも無いと生きてきて、気付いたら、還暦が近く残りの人生も限られてきた。
再度、臨床に戻り、何らかの形で医療に貢献する事が、私の最後の生き方ではないか？
と考えて、再勉強中でもある。今、臨床を離れて医療現場にいない事を父や祖父は天国
で悲しんでいるのかもしれない。

今回の 「わかりやすい病気の話」の解説や本の出版に向けた勉強が、もう一度自分自、
身を見つめ直すきっかけとなった事には感謝している。
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【筆者写真集】

生後7ヶ月

筆者

大学病院研修2年目。患者さん達と。

北
九
州
厚
生
年
金
病
院
で
上
腕
動
脈
切
開
に

よ
る
ソ
ー
ン
ズ
法
に
よ
る
心
臓
カ
テ
ー
テ
ル

検
査
を
マ
ス
タ
ー
し
て
、
大
学
病
院
で
披
露

し
て
い
る
と
こ
ろ
。
な
か
な
か
凛
々
し
い
。

筆者

医師としてはまだまだひよっ子だが、私の

人柄か（笑）、患者さん達からは慕われて

いた。今考えると、若いが一生懸命に治療に

あたっていたので信頼していただけのだと

思うが患者さん達には感謝している。

鹿
児
島
大
学
脳
外
科
助
教
授

に
な
っ
た
新
納
君

何
処
ぞ
や
の
教
授
に
な
っ
た

中
尾
君

セピア色の古い写真。目がぱっちりして可愛い

（自画自賛：笑）

医者3年目で少々自信が付いた頃の出張病院で、

看護婦さん達とナースステーションで。

現江南病院。楽しい思い出の多い病院でもある。

婦長さん

筆者
先
輩
医
師
の
の
結
婚
式
の
司
会
の
時
。29

才
。

自
分
で
言
う
の
も
照
れ
る
が
、
な
か
な
か
の

二
枚
目
で
あ
る
（
笑
）
。

術
者
は
私
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
当
時
は

自
信
満
々
で
治
療
に
あ
た
っ
て
い
た

時
期
で
も
あ
っ
た
。31

才
。

心カテ室

こ
れ
は
筆
者
で
は
無
い
。
父
が
軍
医
と
し
て
出
兵

し
て
い
て
、
一
時
帰
還
し
た
時
の
奈
良
五
重
塔
前

で
の
撮
影
。
現
在
も
私
の
寝
室
に
飾
っ
て
い
る

。

京唄子さんとコンビを組まれていた鳳啓介さんが、宮崎

に来られていた時に、｢肺血栓塞栓症｣で入院された。

その時に大学病院で心カテにて血栓溶解剤による治療を

行った後の写真。治療成功後、大動脈穿刺部位の止血を

しているところ。鳳啓介さんも治療成功してホッとしている

血液の付いたガーゼと術衣
鳳啓介さん

現在の写真は残念だが、老い耄れて

しまったので、右のイラストで想像

してもらいたい（笑）。

鉛入りの板

患者さんの動脈を切開している

筆者

第１内科の

若い看護婦さん達 モニター

診察室の椅子

大
正
時
代
に
建
設
さ
れ
た
病
院
前
で
鹿
児
島
大
学

医
学
部
同
級
生
達
と
。

筆者父の死後、病院から医院になった。

第1版の時のコメントです！
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