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自分の歩んだ今までの破天荒で風来坊的な医者人生を振り返ってみました。 面白い短編小説風に
なっていますので御 ー読のほど。
写真集 本の一番最後

（今回も蓄音機を聴いている可愛らしい私のモノクロ写真や若かりし頃のgood lookingな写真を紹
介してみました）



高血圧と治療薬

［今回は高血圧に使用される降圧剤に関して解説する。高血圧の基礎知識も記載する。 ］ 
（この文書の内容は HP 「大塚先生の診察室パー ト 2」でも閲覧可能）

Nol 

文責内科大塚伸昭

高血圧の多くは本態性高血圧であるが、原因が明らかな二次性高血圧（原発性アルドステロン症など）もある。
高血圧に関与するのは食塩（食塩感受性高血圧の場合）、交感神経、ストレス、腎臓のレニン ・ アルドステロン系の
異常、肥満などである。

Na(ナトリウム）を
尿に排泄できにくい

-�'食塩感受性高血圧の人は腎からのNa排泄が悪い。
血管内（細胞外液）に水分が引き込まれて、細胞外液
の水分量が増加→高血圧となる。

上記の話は漬物を考えれば良く分かる。塩を入れた場合、大根
の水分は塩に引っ張られて干からびる。

塩 旧璽璽疇�

塩

食塩感受性高血圧

副腎から分泌されるアルドステロンはNaを体内に再吸収させる働きがあり高血圧となる。逆にサイアザイド系やループ
利尿剤（フロセミド）はNaを体外に排出させるため、血圧を低下させる（低カリウム血症に注意する必要がある）。

交感神経は脊髄から出た枝が左図のような交感神経幹として存在する。第1胸椎
～第3(4)腰椎までが交感神経に関与する。上、中、下頚神経節も交感神経。
下頚神経節＋第1胸椎神経節→星状神経節と呼ぶ。星状神経節ブロックという
言葉を聞いたことがあると思う。

心臓や血管に関与する交感神経は上、中、下頚神経節と第1~4胸椎神経節である。

交感神経節には
アセチルコリン
が伝達される

交感神経幹には交感神経節があり、
交感神経節後線維が各臓器、器官に分布
する。節後線維からノルアドレナリンが分泌
される。

交感神経幹の膨らんでいる部分を交感神経節と呼ぶ

アルフア1 (a1)受容体刺激に
より血管収縮→血圧上昇

交感神経幹

�t 
［アルファ(a)受容体 I Iベータ(/3)受容体 l

·
マ

心臓や血管には交感神経節から分泌されたノルアドレナリンを受け入れる2つの
受容体 (a,/3)がある。更にa受容体は0!1,0!2と2種類ある。同様にB受
容体にも/31, か受容体の2種類がある。その特徴を下図で簡単に示す。

縮

↓『
Jfn

ベータ(/31)受容体刺激に
より心拍数増加、心筋収縮
力増加→血圧上昇

アルフア, (a,)受容体は色々な臓器に存在するが、高血圧に関して言えば
血管に存在して刺激により血管が収縮する→血圧上昇。降圧薬にはaブ
ロッカーもあるが第1選択薬では無い。

交感神経の興奮で/3 1受容体刺激に
よる心筋収縮力の増加や心拍数増加
が起こり、〇受容体刺激による
血管収縮で血圧が上昇する。

（イラストは 123RFより有料でダウンロード）
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No2 高血圧に使用される降圧剤 

１）カルシウム拮抗薬 （細胞内へのカルシウム流入を妨げて血管を拡張させ、心筋収縮力を低下させる→血圧低下） 

降圧剤の第 1選択薬の一つ。 

（細胞の電気的な興奮について少し説明する。説明を読んで頭が痛くなる人はスルーして下さい） 

Na（ナトリウム） 

多い 

細胞外 

細胞内 

Na（ナトリウム） 

少ない 

Na

細胞外 

細胞内 

ナトリウムは細胞外に

多く存在する。

細胞内はマイナスの電

位。

細胞の興奮は細胞外の Na 

が細胞内に流入することで

開始する。この時、細胞膜

にあるナトリウムチャネル

という部位を通過する。 
Na

経過時間 

電位 

－90mV程度 

0ｍV 

細胞内の電位が＋となる。 

元に戻る 

Ca（カルシウム） 

多い 

細胞外 

細胞内 

Ca（カルシウム） 

少ない 

カルシウムも細胞外

に多く存在する。 Ca

細胞外 

細胞内 

Ca

Ca（カルシウム）もNaと同じよう

に興奮時にはカルシウム

チャネルという部位を通っ

て細胞内へ侵入。

ナトリウム

チャネル

カルシウム

チャネル

ナトリウム流入後に 

カルシウムは流入する 

Ca

細胞外 

細胞内 

Ca 拮抗薬は、Ca

チャネルを阻害し

て Ca の流入を妨

げる。

当院に置いてあるカルシウム拮抗剤は以下の通り。アムロジン 2.5mg,後発のアムロジピン 2.5,5mg。 

アムロジピンの OD錠(口腔内崩壊錠）が内服と同じ 2.5,5mg。OD錠の ODは（Oral Disintegrate)の略。ニフェジピン L

が 10,20mg。Lは Long Actingで長く効果があるという意味。Lでなく LA と略する薬もある。ニフェジピン CRが

10,20,40mg。CRは Control Releasedの略で Release(薬の放出）がコントロールされているという意味だが、長く効果

があるということになる。これらの薬はジヒドロピリジン系と呼ばれるカルシウム拮抗薬だが、その他当院にはジヒド

ロピリジン系の以下に示す薬がある。

ニルバジピン 2mg, シルニジピン 10mg, ベニジピン塩酸塩錠 4mg, アゼルニジピン 16mg

他にベンゾジアゼピン系と呼ばれるカルシウム拮抗薬としてジルチアゼム塩酸塩錠 30mg,ジルチアゼム塩酸塩 Rカプセル

100mg,ヘルベッサー60mgがある。

細胞内はマイナス

90mv程度の陰性電位 

Na

流

入 

カルシウム拮抗薬とグレープフルーツは相性が悪い。何故？

薬は代謝して分解される。体内ではシトクロム（Cytochrome)P450 という物質が薬を分解する。略して

CYP（シップ）と呼ばれる。この物質には幾つか種類があるが CYP3A4 という薬を分解する物質を 

グレープフルーツが阻害する。つまり、薬の分解が障害されるので薬の作用（血圧低下）が強くおこる 

可能性があるという事になる。その他の薬にも影響することがあるので、注意が必要。 

口腔内の 崩壊する

降圧薬は昔は毎食後服用だったが、今は何故１日 1回の服用が多くなっているのか？ 

ア

ム

ロ

ジ

ピ

ン

濃

度 

（血清） 

1.0 

2.0 

3.0 

4.0 
(ng/ml) 

（投与後時間） 

（時間） 12 24 36 48 60 72 6 

薬の最大血中濃度に達する時間が遅くなり、血中濃度も長く保てるようになったから 

下図はアムロジピン錠 5mgを投与した時の血中濃度と時間経過を示すが、

最大血中濃度に達する時間が６時間目と遅い。 

時間が６時間目と遅い。

24時間経過後も最大血中濃度の半分程度もある 最大血中濃度に達する時間は薬で異なる。

鎮痛剤は効果が早いほうが良いが、ロキソ

ニンやアセトアミノフェン（カロナール）は最

大血中濃度到達が約 45分と早い。イブプロ

フェン（イブが市販薬）は約 2時間と遅い。

48時間、72時間後も結構濃度が高い

（アムロジピンの添付文書より改変引用）
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２a)交感神経遮断薬（β遮断薬；βブロッカーとも呼ばれる） 

交感神経の働きは 1頁も参照のこと。β受容体にはβ₁,β₂の 2種類がある。β₁は心臓を刺激し、β₂は気管支を

拡張する。したがって、選択性の無いβ受容体（β₁,β₂の受容体を持つ）をブロックすると気管支が収縮するので

気管支喘息の人には禁忌である。当院には選択性の無いβブロッカーはプロプラノール塩酸塩錠 10mgがある。 

βブロッカーは上記のように気管支喘息を悪化させて使用しにくいのでβ₁を選択的にブロックする薬が一般的に

使用されることが多い。降圧薬の第 1選択薬の一つである。 

No3 

β受容体（β₁＋β₂） β₂受容体は気管支拡張する β₁受容体は心筋収縮↑、心拍数↑ 

βブロッカーはβ₁,β₂両方を 

ブロックする 心筋収縮↓心拍数↓

で血圧低下 
気管支を収縮→喘息 

には禁忌！ 

現在はβ₁を選択的にブロックする降圧剤があるのでβ₁ブロッカーを使用することが多い 

２b）交感神経遮断薬（β₁選択的遮断薬；β₁ブロッカーとも呼ばれる） 

当院に置いてあるβ₁ブロッカーはテノーミン 25mg,メインテート 5mg(後発のビソプロロールフマル酸塩 0.625mg, 

2.5mg,5mg)と胸部や背部に貼付して使用するビソノテープ 4mg（成分はビソプロロールと同じ）がある。ビソノテープ

は現在中心静脈栄養管理をしている入院患者さんに使用している。 

２c）交感神経遮断薬（α₁選択的遮断薬；α₁ブロッカーとも呼ばれる） 

1頁に記載したようにα₁受容体は 

血管を収縮させる 

α₁受容体刺激 

血管収縮 血管拡張 

α₁受容体をブロックすると血管拡張 

→血圧低下する。

当院に置いてあるα₁ブロッカーはエブランチル

カプセル 30mg、ユリーフ 4mg、タムスロシン

0.2mg、フリバス錠 25mgがある。

α₁ブロッカーは降圧剤の第１選択では無い。複数の降圧剤を服用しても効果が無い場合や下記のαβブロッカー

として利用される。α₁ブロッカーは尿道平滑筋弛緩作用などもあり、前立腺肥大にも使用される。エブランチルは

神経因性膀胱にも適応がある。 

２ｄ）交感神経遮断薬（α₁選択的β₁選択的ブロッカー；α₁β₁ブロッカーと呼ばれる） 

血管拡張 
α₁をブロックして 

血管拡張 

β₁をブロックして 

心筋収縮低下、心拍数低下 

心拍数低下 

α₁ブロックとβ₁ブロックの両方の作用

を持つのがα₁β₁ブロッカー 

当院に置いてあるα₁β₁ブロッカーはアロチノロール塩酸塩錠 10mg,アーチスト 2.5mg,5mg(後発のカルベジロール 

が 2.5mg,10mg,20mg) 

(病院廊下掲示板に掲載するのはここまで） 

（βブロッカーは腎傍糸球体装置のβ

受容体も遮断してレニン活性も低下させ

て血圧低下させる）
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３）腎臓から分泌されるホルモンをブロックする降圧剤
No4 

腎臓でどのように尿が作られるのか？ 糸球体という濾過工場で尿の素（原尿）が作られる。 

糸球体 

糸球体の名前は顕微鏡で見ると糸球体の血管が 

毛糸の球に似ていたから命名 

毛糸玉 

糸球体は超精密な篩い

だと考えると良い。 

尿腔

腎臓 

基底膜に小さな間隙があって濾過される 

糸

球

体

電

顕

写

真

素老廃物 
糸球体は両側の腎臓に合わせて 200万個も！ある。糸球体 1個

の大きさは約 200μ（マイクロ)m=0.2mm程度。 

約

0.15

mm 

輸入細動脈 輸出細動脈 

糸球体 

血液 

浄化された血液 

原尿 → 

濾過 

膀胱 近位尿細管→ヘンレループ係蹄→遠位尿細管→尿管→ 

（まずは腎臓の基礎知識から解説） 

腎臓から血圧を上げる物質が分泌される 

レニン

アンギオテンシンⅠ アンギオテンシンⅡ アルドステロン

糸球体 集合管 

（遠位尿細管と糸球体が接触） 

輸入細動脈 輸出細動脈 

糸球体 

遠位尿細管 糸球体と輸入、輸出細動脈と遠位尿細管の間に傍糸球体装置がある 

輸入細動脈 

糸球体 輸入細動脈に流入す

る血流↓や血圧低下

でレニン分泌↑ 

傍球体装置 

例えば出血性ショックなどでは交感神経が働くが、輸入細動脈の血流低下や 

細動脈の血圧が低下して血圧を上昇させるきっかけとなるレニンという物質が

傍糸球体装置から分泌される。レニン分泌は交感神経の影響も受ける。 

レニン分泌 （レニンは血圧上昇サイクルの最初に分泌される） 

レニンという物質は 1898年にウサギの腎皮質から発見された。 

Renin(レニン）は Ren(al)=腎臓、に由来する。 

（左写真は次女が飼っているウサギのリリーちゃん。次女が福岡から宮崎

に来る時には必ず連れて帰ってくる。） 

ぼうしきゅうたいそうち 

レニン分泌から始まる昇圧をレニン・アンギオテンシン（RA)系と呼ぶ。 

傍糸球体装置には遠位尿細管を流れる尿量を感知するシステムがある。 

遠位尿細管の尿流量が多ければ、輸入細動脈の平滑筋が収縮→ 

糸球体に流入する血流を低下させて糸球体の濾過量を低下させる。 

No5 

レニン・アンギオテンシン（RA)系の詳細は次頁に記載するが、以下のような流れで分泌されていく 

アンギオテンシノーゲン

ACE 
A（Angiotensin)アンギオテンシン 

C(Converting)変換 

E(Enzyme)酵素 

ネフロン（腎単位）という 

言葉は糸球体や尿細管

の機能を示す言葉

血管内腔
小さな隙間 
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３）腎臓から分泌されるホルモンをブロックする降圧剤（4頁からの続き）

（レニンは腎臓から分泌される昇圧サイクルの最初の物質。レニンからアルドステロンまでのサイクルをレニン・アンギオ

テンシン（RA）系と呼ぶが最後がアルドステロンなので、レニン・アンギオテンシン・アルドステロン(RAA)系とも呼ばれる。

る。
腎血流（輸入細動脈に流入する血流）低下などによるレニン分泌 

肝臓

肝臓から昇圧物質の源のアンギオテンシノーゲンが分泌 

アンギオテンシノーゲン

レニン

アンギオテンシンⅠ

レニンはアンギオテンシノーゲンを切断して

アンギオテンシンⅠというペプチド（アミノ酸）に変換する

アンギオテンシノーゲン（Angiotensinogen）のアンギオは Angioで血管の意味。テンシノーゲンのテンシは tension（テンション）

緊張、gen(ゲン)は源（みなもと)や産生するという意味。血管を緊張させる源となる物質（つまり血圧を上昇させる）という意味。

エストロゲン(Estrogen）などのゲンも同じ。ちなみに Estrogenは Estrus(発情）を gen(源、産生する)という意味。

（レニンは蛋白質分解酵素）

No5 

（アンギオテンシン変換酵素阻害薬も降圧薬の第１選択薬） 

（アンギオテンシンⅡ受容体遮断薬（ARB）も降圧薬の第１選択薬） 

当院に置いてあるアンギオテンシン受容体阻害薬（ARB）はニューロタン 

50mg(後発のロサルタン Kが 25mg,50mg;ロサルタンが薬の一般名) 

ブロプレス 4mg,8mg(後発のカンデサルタンが 2mg,4mg,8mg;カンデサルタ

ンが薬の一般名)ディオバンが 40mg,80mg(後発のバルサルタンが

40mg,80mg;バルサルタンが薬の一般名)、オルメテック ODが 10mg と 

20mg(オルメサルタン ODが 10mg,20mg;オルメサルタンが薬の一般名) 

テルミサルタンが 40mg、イルベタンが 200mg、アジルバが 20mg。
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[ 4)利尿薬］

高血圧に対する利尿剤には主にサイアザイド系利尿剤が利用され降圧薬の第1選択薬の一 つであるが
尿酸値が高くなるなどの副作用が嫌われるためか日本では最初にカルシウム拮抗薬やARBなどが使用
される事が多い。フロセミドなどのループ利尿薬や抗アルドステロン薬のスピロノラクトンは心不全の治療
として使用される事が多い。

No6

腎臓の基礎知識（糸球体→近位尿細管→ヘンレループ係蹄→遠位尿細管→集合管→腎杯までの流れ）

戸］『�
糸球体

糸球体はポウマン嚢という袋の中にある。
ボウマン嚢と糸球体を合わせて腎小体と呼ぶ

（画像は123RFより有料でダウンロ ー 杓

（腎臓の重さは約150g)

輝一

—

質髄
ヘンレループ係蹄
（ヘンレ下行脚）

近位尿細管→ヘンレループ係蹄→遠位尿細管
→集合管は皮質や髄質に存在する。 （画像は123RFより有料でダウンロ ード）

[ 4a)サイアザイド系利尿薬）

ex〗
サイアザイドという言葉は薬に含まれる共通の化学構造式が左図のよ
うにベンゾサイアジアジン (benzothiadiazine) が含まれる事による。

遠位尿細管からの体内への
Na再吸収をブロックする。

--------------------------------------------------------—

、抗アルドステロン利尿薬のスピロノラクトン以外の li
利尿剤が低K(カリウム）血症になりやすい理由は？ ！

サイアザイドは thiazides なので thi(チ）azide (アジド）＝チアジド
とも呼ばれる。

体内
（尿細管周囲の毛細血管）

遠位尿細管 Na( ナトリウム）

サイアザイド系利尿薬は遠位尿細管のナトリウム／カリウムポンプ
に作用してNa(ナトリウム）の体内への再吸収を阻害する。

星遠位尿細管のNa(ナトリウム）が増加→遠位尿細管浸透圧↑して
体内の水を尿細管に引っ張ってくるので利尿がつ＜！というわけ。

:_ ____________________________________________________________________________

体内
尿細管のNaを体内に再吸収するとK(カリウム）が交換に体内から尿細管へ分泌
されるNa/K交換ポンプがある。

尿細管
-

利尿薬で尿細管のNa再吸収を阻害すると尿細管にはNaが増加→交換ポンプがNaを
体内に戻そうとして活発に活動→尿細管に分泌されるカリウムが増加→低K(カリウム）

l---------------------------------------』 血症となる。
- 6 -



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

尿細管 

体内 

4）利尿薬（6頁からの続き） No7 

当院にはサイアザイド系の利尿剤は単独としては置いていない。後述するがアンギオテンシン受容体阻害薬 

（ARB）と利尿薬の配合薬としては含有している薬はある。 

4b）ループ利尿薬 

ループ下行脚 
ループ上行脚 

ループ利尿薬は主にループ係蹄のループ上行脚に作用してサイアザイド系利尿薬 

と同様に、尿細管からの Na（ナトリウム）再吸収を阻害することで尿量を増加させる。 

（ループ利尿薬は降圧剤では無く、主に心不全治療薬として使用される。当院

にはフロセミド 20mg（内服）、20mg（注射）が置いてある。その他ダイアート

30mg,60mg（後発のアゾゼミド 30mg,60mgが置いてある）。 

）
内服（20ｍｇ） 筋注（20ｍｇ） 

筋注でも30分で最大血中濃度

に達する。 

1～2 時間で最大血中

濃度に達する。

4ｃ）カリウム保持性利尿薬（抗アルドステロン薬のスピロノラクトンとセララ） 

集

合

管 

副腎から分泌されるアルドステロンは皮質部集合管に作用して 

尿細管から Naを体内に再吸収し、K（カリウム）や H（水素）を体内

から尿細管に分泌させる。 

Na 

抗アルドステロン薬は尿細管からの体内への 

Na再吸収を阻害して尿量を増加させる。 

尿細管 

体内 K（カリウム） 
抗アルドステロン薬は体内から尿細管への K 

（カリウム）分泌を阻害→カリウムは低下しない。 

（スピロノラクトンは心不全に投与されることが多く、フロセミドによる低カリウム血症防止の

ため、併用されることもある。カリウム保持というより高カリウム血症になるリスクもある。）

当院に置いてある抗アルドステロン薬はスピロノラクトン 25mg（内服）がある。また、同じ抗アルドステロン薬だが、 

選択的アルドステロン阻害剤のセララ（一般名エプレレノン）50mgが当院に置いてある。 

他の降圧薬として利用される利尿剤としてサイアザイド系では無いが構造式がサイアザイドに類似するインダパミド

（Indapamide)があり、当院にはナトリックス 1mgが置いてある。 

4d）バゾプレシ受容体拮抗薬（サムスカ；一般名トルバブタン） 

脳下垂体後葉から分泌されるバゾプレシン（Vasoｐｒｅｓｓｉｎ）は抗利尿ホルモン（ADH；AntiDiuretic 

Hormone)とも呼ばれて、集合管に作用して尿細管からの体内への水分吸収を促進させる。 

バゾプレシン受容体拮抗作用を持つのがサムスカ。心不全治療薬として使用される。当院でも使用経験

があるが薬価が高いのが難点。 

下垂体 

（バゾプレシン:Vasopressinの Vaso（バゾ）は血管の意味。pressinは pressure（圧力）の意味。水分を体内に保持させて細胞外液量が増

加するので血圧を上昇させることから、この名前が付いた。） 
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5a)ARB(アンギオテンシン受容体阻害薬）とカルシウム拮抗薬の配合薬

（当院に置いてある配合薬を以下に記載する）

I ①アムバロ配合錠(ARBのバルサルタン80mgとカルシウム拮抗薬アムロジピン5mg) I 

（アムバロの名称はアムロジピンとバルサルタンをくつつけて命名されている。アムバルでも良か ったかも、 、。）

NoB 

［②レザルタス配合錠LD、HD(LDはLow Dose、HDはHigh Doseの略） Doseは服用量の意味。1

（レザルタス LDはARBの オルメサルタン10mgとカルシウム拮抗薬のアゼルニジピン8mgの配合薬
レザルタス HDはオルメサルタン 20mgとアゼルニジピン16mgの配合薬）
※レザルタス (Rezaltas)という名称は薬のResults;リザルト（結果 、成果）を期待して付けられている。

［ ③カムシア配合錠HD(HDはHigh Doseの略） 1 

（カムシア配合錠HDはARBのカンデサルタン8mgとカルシウム拮抗薬のアムロジピン5mgの配合薬）

I ④イルアミクス配合錠LD(LDはLow Doseの略） l 

（イルアミクス配合錠LDはARBのイルベサルタン100mgとカルシウム拮抗薬のアムロジピン5mgの配合薬）

5b)ARB(アンギオテンシン受容体阻害薬）と利尿薬の配合薬

ロサルヒド配合錠LD

（ロサルヒド配合錠LDはARBのロサルタン50mgと利尿 薬の ・ヒドロクロロチアジド12.5mgの配合薬）

糸球体の濾過機能についてもう少し解説する。

約

⑫

mm 

• 

ボウマン嚢（糸球体はボウマン嚢という袋に包まれている。糸球体と ボウマン嚢の間を
ボウマン腔と呼び、糸球体で濾過された原尿（げんによう）；糸球体濾液がある。

糸球体の血管の一部を拡大して電子顕微鏡写真で示したのが左下の写真である。

基底膜は分子量6万以上の物質は通さない。蛋白質（アル
ブミンやグロブリンの 分子量は7万以上で 通過できない！
また 、基底膜表面は陰性（マイナス）に荷電している。蛋白質
（アルブミン）も陰性に荷電しているので反発し合って正常
な人では尿中に蛋白は出ない 、という事になる。

血管は足細胞というタコの足のような

細胞に囲まれる。足細胞から出た足突

起が基底膜にあり、大きさを変える事

などでスリット幅の調整などを行う。

基底膜は真ん中の厚い緻密板を内透明板、外透明板が包む3 層構造。
一 轟 • 一

，．．． 

基底膜には小さな隙間（スリット ）があ って 、この部 分で濾過される。

糸球体腎炎には色々なタイプがあるが免疫複合体が基底膜に沈着して基底膜肥厚が起こり濾過障害が 出現す
るのが膜性腎症と呼ばれる腎炎である。
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No9 ストレスと高血圧 

アドレナリンとノルアドレナリンはどう違うの？ アドレナリンは副腎髄質からのみ分泌される！

交感神経の頁で解説したノルアドレナリンは交感神経節

から分泌されるがアドレナリンは分泌しない。 

視床下部 

アドレナリン、ノルアドレナリン

副腎 

髄質 皮質 

（123RFより有料でダウンロード）

（123RFより有料でダウンロード）

（123RFより有料でダウンロード）

下垂体後葉 

視床は両側にあって神経が通過

する。その下の視床下部は 

たった 4ｇの器官だが自律神経

の最高中枢である。 

視床 

交感神経刺激 

体温調節 

血圧上昇

血糖調節 

水分調節 

わずか 4ｇの視床下部は 10の

部屋（核）に分かれている。 

外側核は摂食中枢と呼ばれ 

血糖を低下させる。 

（副腎髄質からはアドレナリンが約 80％、ノルアドレナリンが約 20％

分泌される）

副腎は両側の腎臓の上にあり、約 5ｇの小さな臓器である。 

外側に皮質、内側に髄質がある。髄質には交感神経線維があり、 

アドレナリンやノルアドレナリンを分泌するカテコールアミン分泌細胞

がある。

ドーパミン ノルアドレナリン アドレナリン

（カテコール基）

（アミノ基）

カテコール基とアミノ基があるので 

カテコールアミンと呼ばれる。

副腎髄質のみ

ノルアドリナリンまでの合成は交感神経節後線維や脳でも行われる。アドレナリン合成は副腎でのみ行われる。 

チロシン

（カテコール基） （アミノ基）

チロシン→ノルアドレナリン合成は交感神経節後線維や脳内でも行われる

アドレナリンとノルアドレナリンはどちらも心臓のβ₁受容体を刺激して心拍数↑，心拍出量↑

ノルアドレナリンにはα受容体刺激もあり、血管を収縮させて血圧↑が強い。

下垂体

副腎皮質

副腎皮質ホルモン分泌

ストレスは視床下部以外に下垂体も刺激して副腎皮質刺激ホルモン（ACTH；AdrenoCorticoTropic Hormone） を分泌する。 

副腎皮質刺激ホルモンは副腎皮質を刺激して副腎皮質ホルモンが分泌される。副腎皮質ホルモンは色々な種類があるが、

血圧関係ではアルドステロンが血圧上昇に関与する。 

副腎 皮質 

刺激である方向へ向かう

という意味 

ストレスは体に良くない！発散させよう！ ストレス
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薬品名 薬価 

アロチノロール塩酸塩錠（後発） 10ｍｇ 9.7円（先発は 24.3円） 

アーチスト（先発） 2.5ｍｇ 5ｍｇ 22円 

カルベジロール 2.5ｍｇ 10ｍｇ 20ｍｇ 9.9円（25ｍｇ） 

（アーチストの後発）

薬品名 薬価 

アムロジン（先発） 2.5mg  

アムロジピン（後発） 2.5mg 5mg 

アムロジン OD（先発） 5mg  

アムロジピン OD（後発） 2.5mg 5mg 

ニフェジピン L 10mg 20mg 

ニフェジピン CR 10mg 20mg 40mg 

ニルバジピン 2mg  

ベニジピン塩酸塩 4mg  

ヘルベッサー（先発） 60mg  

ジルチアゼム塩酸塩錠（後発） 30mg  

ジルチアゼム塩酸塩 Rカプセル 100mg  

薬品名 薬価 

アムロジン（先発） 2.5mg  

アムロジピン（後発） 2.5mg 5mg 

アムロジン OD（先発） 5mg  

アムロジピン OD（後発） 2.5mg 5mg 

ニフェジピン L 10mg 20mg 

ニフェジピン CR 10mg 20mg 40mg 

ニルバジピン 2mg  

ベニジピン塩酸塩 4mg  

ヘルベッサー（先発） 60mg  

ジルチアゼム塩酸塩錠（後発） 30mg  

ジルチアゼム塩酸塩 Rカプセル 100mg  

薬品名 薬価 

プロプラノール塩酸塩錠（後発） 10ｍｇ 6.3 円（先発はインデラルで 13.2 円） 

薬品名 薬価 

アムロジン（先発） 2.5mg 23.3 円 

アムロジピン（後発） 2.5mg 5mg 10.3 円（2.5mg) 

アムロジン OD（先発） 5mg 42.4 円 

アムロジピン OD（後発） 2.5mg 5mg     18.7 円（5ｍｇ） 

ニフェジピン L（後発） 10mg 20mg     5.8 円（20ｍｇ） 

ニフェジピン CR（後発） 10mg 20mg      11.7 円（20ｍｇ） 

ニルバジピン（後発） 2mg 9.6 円 

ベニジピン塩酸塩（後発） 4mg 17.3 円 

ヘルベッサー（先発） 60mg 18 円 

ジルチアゼム塩酸塩錠（後発） 30mg 5.6 円 

ジルチアゼム塩酸塩 Rカプセル 100mg 11.8 円 

薬品名 薬価 

テノーミン（先発） 25ｍｇ 23.7円 

メインテート(先発） 5ｍｇ 49.3円 

ビソプロロールフマル酸塩錠 0.625mg 2.5mg 5mg 29.4円（5mg） 

（メインテートの後発）

ビソノテープ(胸部など貼付で使用） 4ｍｇ 81.9円 

（成分はビソプロロールフマル酸塩） 

薬品名 薬価 効能、効果 

エブランチルカプセル 30ｍｇ 30円 高血圧、前立腺肥大による排尿障害、神経因性膀胱 

ユリーフ（先発） 4ｍｇ 72.1円 前立腺肥大による排尿障害のみ適応あり 

タムスロシン（後発） 0.2ｍｇ 28.6円 前立腺肥大による排尿障害のみ適応あり 

フリバス錠（先発） 25ｍｇ 40.2円 前立腺肥大による排尿障害のみ適応あり 

当院に置いてある降圧薬一覧（No1） 

①カルシウム拮抗薬

No10 

２a)交感神経遮断薬(非選択性のβブロッカー） 

２b)交感神経遮断薬(β₁選択的遮断薬） 

２ｃ)交感神経遮断薬(α₁選択的遮断薬） 

２d)交感神経遮断薬(α₁選択的β₁選択的遮断薬） 

(β₁ブロッカー） 

(α₁ブロッカー） 

(α₁β₁ブロッカー） 

（薬価は 2018年 12月現在） 

（後発の薬価は薬によって少し差があるが代表的な薬価を記載した 

後発の薬価は 50％程度が多い。） 

先発のアダラート L は 20ｍｇ 

が 14.8円

先発のアダラート CR は 20ｍｇ 

が 26.9円

先発のニバジールは 14.1円

先発のコニールは 41.5円

（後発）

後発のジルチアゼムは 7.2円

先発のヘルベッサーは 11.2円

先発のヘルベッサーRは 30.3円

（後発のアテノロールは 5.8円） 

（後発のシロドシンは 35円） 

（後発のナフトピジルは 13円） 
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ロサルヒド配合錠 LD（後発） 32.8円 ロサルタン 50ｍｇ+・ヒドロクロロチアジド 12.5mg の配合錠

薬品名 薬価 

トランドラプリル（後発） 1ｍｇ 25.9円（先発のオドリックは 56.6円） 

エナラプリルマレイン酸錠（後発） 5ｍｇ 11.2円（先発のレニベースは 30.5円）

イミダプリル塩酸塩錠（後発） 5ｍｇ 26.2円（先発のタナトリルは 50.3円） 

薬品名 薬価 備考 

ニューロタン(先発） 50ｍｇ 113円 

ロサルタン K(後発） 25ｍｇ 50ｍｇ 41.2 円（50ｍｇ） 

ブロプレス(先発） 4ｍｇ 8ｍｇ  

カンデサルタン(後発） 2ｍｇ 4ｍｇ 12ｍｇ （ブロプレスの後発；カンデサルタンが一般名） 

ディオバン(先発） 40ｍｇ 80ｍｇ 

バルサルタン(後発） 40ｍｇ 80ｍｇ  (ディオバンの後発；バルサルタンが一般名） 

オルメテック OD(先発） 10ｍｇ 20ｍｇ 10mg54.5 円 

オルメサルタン OD(後発） 10ｍｇ 20ｍｇ 40ｍｇ 10mg20.4 円 (オルメテックの後発；オルメサルタンが一般名）

テルミサルタン（後発） 40ｍｇ 37.5 円 （先発ミカルディスは 105.2円） 

イルベタン（先発） 200ｍｇ 154.9 円 （後発イルベサルタンは 76.6円） 

アジルバ（先発のみ） 20ｍｇ 138 円 （後発は現在は無い） 

薬品名 薬価 備考 

フロセミド(内服)後発 20ｍｇ 6円 ループ利尿薬；心不全の治療が主

フロセミド(注射）後発 20ｍｇ 57円 ループ利尿薬；心不全の治療が主

ダイアート(先発） 30ｍｇ 60ｍｇ ループ利尿薬；心不全の治療が主

アゾセミド(後発） 30ｍｇ 60ｍｇ 
 

ダイアートの後発；アゾセミドが一般名 

スピロノラクトン（後発） 25ｍｇ 5.6 円 （抗アルドステロン薬） 

セララ（先発のみ） 50ｍｇ 85.6 円 スピロノラクトンより選択性が強い。 

ナトリックス 1ｍｇ 10.8 円 (非サイアザイド系利尿薬）高血圧のみ適応あり 

薬品名 薬価 備考 

アムバロ配合錠（後発） 34.2円 バルサルタン 80mg+アムロジピン 5ｍｇの配合錠 

レザルタス配合錠 LD（先発） 68.6円 オルメサルタン 10mg+アゼルニジピン 8mg の配合錠

レザルタス配合錠 HD（先発） 127.3 円 オルメサルタン 20mg+アゼルニジピン 16mg の配合錠

カムシア配合錠 HD（後発） 116.6 円 カンデサルタン 8mg+アムロジピン 5ｍｇの配合錠

イルアミクス配合錠 LD（後発） 46.3 円 イルベサルタン 100mg+アムロジピン 5mg の配合錠

No11 
当院に置いてある降圧薬一覧（No2） 

３a)アンギオテンシン変換酵素（ACE)阻害薬 

レニン・アンギオテンシン（RA)系に作用する降圧薬 

ACE（Angiotensin Converting Enzyme) 
アンギオテンシン コンバーティング エンザイム 

変換する     酵素 

３b)アンギオテンシンⅡ受容体阻害薬（ARB) ARB（Angiotensin Receptor Blocker) 

nzyme)

アンギオテンシン レセプター  ブロッカー 
（受容体） 

４)利尿薬

5a)ARB配合剤（ARB+カルシウム拮抗薬） 

5b)ARB配合剤（ARB+利尿薬） 

59.9円（4ｍｇ） 

19円（4ｍｇ） 

49円（40ｍｇ） 

16円（40ｍｇ） 

（先発ラシックス薬価 9.6円） 

（先発ラシックス薬価 61円） 

19円（30ｍｇ） 

10円（30ｍｇ） 

（先発アルダクトンAの薬価 19.6円） 

（後発は無し） 

（後発無し） 

（後発無し） 
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交感神経節前線維や節後線維について

交感神経節から出る枝が節後線維

No12 
ヽ

節後線維は各臓器、器官に到達する。
節後線維からノルアドレナリン分泌

瞳孔散大筋に作用して目を見開く。交感神経は戦い
のホルモン、目を見開いて良く見る必要がある！

唾液腺に作用すると蛋白成分の多い唾液が分泌さ
れ、分泌量が減少。緊張すると口がネバネバ、渇く。

気管支平滑筋 /3 2受容体結合→気管支拡張

心臓の/3 1受容体に結合→心拍数増加、収縮力増加

戦う時に胃腸が働くのは不要なこと！なので、
交感神経は胃腸の運動を抑制する。

T12 

戦う時に血圧が低下しては各臓器に血液が回らない
ので、腎臓のレニン分泌増加→血圧上昇

戦う時に排尿は不要！なので、膀脱を収縮させる膀脱
平滑筋を弛緩させ、尿道にある内尿道括約筋を
収縮させて排尿を抑制する。

節前線維からアセチルコリン分泌
節後線維からノルアドレナリン分泌

イラストは123RFより有料でダウンロード

副交感神経は脳幹と仙髄（第2-第4仙髄）から
起こり、交感神経と同様に各臓器に分布する。
副交感神経は節前線維、節後線維ともアセチル
コリンが分泌される。

重d虹員'-町｀

副交感神経の第2-第4仙髄は排尿、排便を促す。
私自身の話で恐縮だが、以前左臀部の帯状疱疹に
罹患してこの部位の障害を受けた。

'
·

 

副交感神経

,rimul'1•Ac血tyof , 
lntnri ... 

［ 交感神経 ］ 
""''"""'"' 

1●曲,,..,..... .. 

I心1心,.. ,,,., 
一h

lnh血9紅.....,,, 
1』'"'ぇin曹璽

副交感神経刺激で尿道括約筋が拡張して排尿する
が、障害されたため尿意はあるが排尿困難（＋）。
また、肛門括約筋の働きが悪く排便困難もあり数週間
難渋した。

........ 
均山泣釦.,, ... 

_ ..._ 

..... ,.,., ロ

第2-4仙髄）
,, ...... r;.,u1a<1匹皿叫

Ya&lulc.mu ... 山

イラストは123RFより有料でダウンロード
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血圧をある程度下げる効果が期待できる食品、サプリと降圧薬について

高血圧は遺伝（体質）による本態性高血圧が多い。このため、降圧剤が必要になる場合が多い。 

塩分の過剰摂取、ストレス、肥満などが原因の高血圧は是正すれば正常血圧になる事もある。今回は、腎臓

から分泌される昇圧物質（レニンーアンギオテンシン系）と、この途中段階をブロックしてある程度血圧を

下げる働きのある食品やサプリと降圧薬について解説する。 

（腎臓と血圧の関係についても解説）
文責 内科 大塚伸昭 

腎臓が関与する高血圧について

 腎臓を流れる血液が低下するとレニンという物質が分泌されて血圧を上げる原因となる。 

レニンが最初に分泌されて、更に色々な昇圧物質に作用する過程を下に示す。 

 腎臓の血流低下でレニンが分泌される。レニンはアンギオテンシノーゲンという物質に作用して 

まず、アンギオテンシンⅠに変化する。このように最初にレニンが関与するのでレニンーアンギオテンシン系

と呼ぶ。 

アンギオテンシノーゲン 

アンギオテンシンⅠ 

レニン 

アンギオテンシノーゲンやアンギオテンシンⅠの

アンギオ（angio）は血管。テンシンはテンション

（緊張）。血管を緊張、収縮させるという意味。 

アンギオテンシンⅠ 

アンギオテンシンⅡ 

アンギオテンシン 

変換酵素 

アンギオテンシンⅠに昇圧作用は無い。アンギオテンシン

変換酵素が作用してアンギオテンシンⅡという物質に変化

する。アンギオテンシンⅡは強い昇圧作用を持つ。 

アンギオテンシンⅠ 

アンギオテンシンⅡ 

アンギオテンシン 

変換酵素 

アンギオテンシン変換酵素をブロックすればアンギオテンシンⅡに変化出来ず、

血圧を下げる事が出来る！ 

このアンギオテンシン変換酵素を阻害する薬が医薬品 
として販売されている。 食品、サプリの中に医薬品より

弱いが、アンギオテンシン変換酵素阻害作用を持つものが

あるので2頁で紹介する。 

 アンギオテンシンⅡは更に変化してアルドステロンという物質に変化して血圧を上げるが、解説は３頁

で行う。 

No1 

アンギオテンシン変換酵素阻害薬としてはエナラプリル（先発

はレニベース）などがある。空咳の副作用頻度が高い。 

（アンギオテンシノーゲンは肝臓で合成される糖蛋白で血中に存在する） 
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血圧をある程度下げる効果が期待できる食品、サプリを下に示す

 塩分制限は基本。高血圧の人は 1日塩分６g程度を基本とする。野菜もカリウムが多く、塩分

（ナトリウム）を体外に出す働きがあるので野菜も積極的に摂取するように心がける。 

以下の食品、サプリには弱いがアンギオテンシン変換酵素阻害作用がある 

お茶 酢（黒酢） ゴマ 

 お茶はべにふうきという品種でのアンギオ

テンシン変換酵素阻害作用が文献で報告され

ている。他品種でも同様と考える。酢やゴマ

も同じ作用が確認されている。 

（カテキン） 

 アロニアはバラ科の低木。果実は5～10mmの

大きさ。生で食べると渋い。 

現在は製造していない 

 イワシにはEPA,DHAも豊富で動脈硬化予防にも効果的。大豆には大豆オリゴ糖も含まれ整腸作用もある。大豆を

よく食べる女性の脳、心血管障害が少ないとする文献もある。弱い女性ホルモン作用を持つイソフラボンも含まれる。

その他海藻、ゴマなど昔の日本人の食生活が血圧や健康には良いという事にもなる。 

No２

 サプリの医学的効果に関す

る文献は国立健康栄養研究所 
（https://hfnet.nih.go.jp/） 

に詳しく記載されている。 

左記内容など高血圧に関しては

私のHP大塚先生の診察室パート

２（https://nobuaki.biz/）の 

病気の解説の中の高血圧や高血

圧の治療に記載している。 

１～５までの食品は成分を抽出

したサプリがそれぞれ販売され

ているが、過度の期待は禁物。 

日頃から食品（食料品）として

摂取すると良い。 
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レニン・アンギオテンシン系に作用する降圧薬の解説 

アンギオテンシンⅠ 

アンギオテンシンⅡ 

アルドステロン 

アンギオテンシンⅡはアンギオテンシン受容体に結合して 

アルドステロンという昇圧物質を副腎から分泌させる。 

アンギオテンシン受容体をブロックするとアルドステロン分泌が

抑えられるので血圧が下がる。医薬品として利用されるアンギオ

テンシン受容体阻害剤（ARB）には、バルサルタン（先発はディ

オバン）、カンデサルタン（先発はブロプレス）、オルメサルタン

（先発はオルメテック）など多数ある。 

No３

アルドステロンが血圧を上げるのはナトリウムを体内に取り込むため（塩分の過剰摂取に類似）。 

利尿剤として使用するスピロノラクトンはこのアルドステロンの作用を阻害する。 

スピロノラクトンは抗アルドステロン性利尿薬と呼ばれる。但し、スピロノラクトンの降圧効果

は弱く、ナトリウムを体外に出す代わりにカリウムを取り込むので高カリウム血症に注意する。 

※ARB（Angiotensin;アンギオテンシンReceptor;受容体Blocker） 

その他の作用機序を持つ降圧薬

カルシウムイオンが血管平滑筋細胞に流入するのをブロックして血管拡張させ、血圧を降下

させるのがカルシウム拮抗薬と呼ばれアムロジピン（先発はアムロジン）があり、副作用も

少なく私も良く使用している。その他ヘルベッサー、ニフェジピンなどがある。 

血管拡張させるので、狭心症薬としても使用される。 

その他交感神経をブロックするβブロッカーなどが降圧薬として使用される。ビソプロロー

ルフマル酸塩（先発はメインテート）などがある。 

昇圧作用無し 

昇圧物質 

昇圧物質 
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文責 内科 大塚伸昭 

NO1 

血糖をコントロールするインスリンの働きについて 

膵臓は胃の裏側にあり、長さ約 15cm,幅 3～5cm,厚さ約 2cm,重さ約 100ｇ 

の臓器で、第 2腰椎の高さ付近にある。 

食事で血糖上昇→インスリン分泌 

インスリンは脂肪組織や筋肉

にグルコース(ブドウ糖）を取り

込ませて血糖を下げる 

脂肪組織 

筋肉 

肝臓ではインスリン分泌により

ブドウ糖からグリコーゲンへの

合成が促進される 

ブドウ糖 

インスリン分泌

グルコース グリコーゲン 
ブドウ糖 

ブドウ糖 

（ブドウ糖） 

※グリコーゲンはグルコース(ブドウ糖）の貯蔵型である

インスリン分泌を行う膵臓の基礎知識

（絶食などではグリコーゲン→ブドウ糖が血中に放出） 

胃 
脾

臓 

肝臓 

胆のう 

十二指腸 
（下行脚） 

膵臓 

膵鉤部 

頭部 

十二指腸 
（下行脚） 

体部 

尾部 

十二指腸下行脚に接する部分が頭部、その下方が膵鉤部と呼ばれる。膵臓

は頭部(膵鉤部を含む）、体部、尾部の３つに区分される 

膵尾部は脾臓(脾門)に接する 脾

臓 

膵臓 

長さ約 15cm 

重さ 約 100ｇ 

膵臓は脂肪を分解するリパーゼなどや蛋白質を分解する素となるトリプシノーゲンなどを分泌する外分泌腺(腸に分泌する） 

でもあり、インスリンなどを血中に直接分泌する内分泌腺でもある。外分泌、内分泌の両方の機能を持つ臓器は膵臓だけ。 

※血液内に直接分泌する内分泌器官にはその他、甲状腺などがある。血液内に直接分泌しない外分泌腺にはその他、

唾液腺(口中に分泌)などがある。 

①ランゲルハンス島

（内分泌腺）

②外分泌腺細胞

②外分泌腺細胞 左図は膵臓の顕微鏡写真だが、①ランゲルハンス島からインスリンなどが分泌される。 

周囲を濃いピンクの②外分泌腺細胞が取り囲んでいる。内分泌作用をもつランゲルハ

ンス島は膵臓全体の細胞数の 1～2％程度と少ない。血糖降下作用を持つのはインスリ

ンだけであり、膵臓のごく一部にしか無いのだから膵臓は大事にしないといけない！

α細胞 

β細胞 

血管 

（過食は膵臓を酷使させる） 

ラ

ン

ゲ

ル

ハ

ン

ス

島 

δ細胞 

右図はランゲルハンス島のイラスト 

だが、β（ベータ）細胞からインスリン

が分泌される。膵臓には血糖を下

げるグルカゴンを分泌するα細胞 

もある。β細胞数が約 70％、α細

胞数が約 20％である。 

インスリン
分泌する

ブドウ糖はエネルギー

として利用される。 

 糖尿病の基礎知識
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ランゲルハンス島やインスリン命名の由来

ドイツの病理学者ランゲルハンスが 1869年に膵臓 

に点在する明るい細胞を発見。 

膵臓 

島が海の中に点在するように見えるのでランゲルハンス

が膵島と命名。後にランゲルハンス島と呼ばれる。 

Insula（インスラ）(ラテン語で島という意味）から分泌される

のでインスリンと後に命名された。 

2型糖尿病(以前は成人糖尿病と呼ばれていた）の原因は何か？ 

１）遺伝的要因(幾つかの遺伝子が関与）；正確な頻度は不明だが同胞(兄弟同士）に糖尿病患者がいる場合の糖尿病発症

頻度は約 3.5倍との報告がある。 

２）過食、肥満、運動不足:過食は膵臓のランゲルハンス島のβ細胞を酷使→インスリンが多量に必要になるのでβ細胞が

肥大、細胞数が増加して対応するが、やがて過労により(人間の時間外労働と同じ！）インスリン分泌が減少(機能低下）して

最後は過労死！→β細胞が御臨終となり、インスリン分泌が枯渇。2型糖尿病でインスリン注射が必要になる理由でもある。 

過食 

血糖を下げるため

多くのインスリンが 

必要 

β細胞 

もっと働け！ 

β細胞 

β細胞 

β細胞 

①細胞数を増加させて

インスリン分泌を増やす

②細胞が肥大してインスリン

分泌を増やす 

膵臓は過労によりβ細胞の機能低下、細胞死→インスリン分泌↓ 

肥満→脂肪細胞の増大はインスリン

の効果を減弱させる(アディポネクチン

の減少）→インスリン抵抗性と呼ぶ。 

日本人(東洋人）はインスリン分泌が西欧人に比べ

て低いので、過食に弱い民族でもあると言える。 

糖尿病の指標の HbA1C(ヘモグロビン・エーワンシー）とは何か？ 

Hb（ヘモグロビン）は血色素とも呼ばれるが、鉄を含むヘムとグロビンという蛋白質から作られている。 

Hb（ヘモグロビン）には HｂA（約 90％）、HbA1ｃ（3～9％）、HbA2（2～5%）、HｂF(2％以下；胎児では主

要なヘモグロビン)がある。 

HbAが血糖と結合した Hbを HbA1ｃと呼ぶ。 

HbA1ｃの値が 5％というのはヘモグロビンの中の 5％が血糖と結合しているという意味。血糖値が高く 

なれば当然 HbA1C の値も高くなる。 

赤血球の寿命は約 120日だが血液中での半減期は約 1 ヶ月なので HｂA1Cは 1～2 ヶ月間の血糖値 

の平均値といわれる（野球でいえば打率みたいなもの） 

 HbA
血糖 

HbA1C

NO2 
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メトホルミン（メトグルコなど） 

血糖 血糖 

取り込みを促進 

筋肉内へのブドウ糖取り込みを 

促進させる→血糖低下作用 

血糖 

グリコーゲン 

肝臓内のグリコーゲンをブドウ糖に 

変換させる働きを抑制→血糖低下 

①

グリコーゲン（ｇｌｙｃｏｇｅｎ）の名前はギリシャ語の

glukus(甘い)に由来する。gen（ゲン）は源（みなもと）

などの意味。glucose(ブドウ糖)を作る源である。 

お菓子のグリコは 

グリコーゲンに由来する

ジャヌビア、グラクティブ、トラゼンタなど（DPP4阻害剤） 

NO3 

② 

肝臓 

膵臓 

食べ物が腸に到達すると膵臓のインスリン分泌を刺激する 

インクレチンが腸から分泌される。

食物 

食べ物が腸に到達すると膵臓のインスリン分泌を刺激するインクレチンとい

うホルモンが腸から分泌される。 

インスリンがずっと分泌され続けると低血糖になるので、このインクレチンを

分解してインスリン刺激を中止させる物質が DPP4 という酵素。 

DPP4 という酵素を阻害すれば、またインクレチンが分泌される→膵臓を刺激

してインスリンが分泌される！→血糖低下 

アマリール（グリメピリド）、グリミクロン、オイグルコンなど（SU剤）③

膵臓 
β細胞 膵臓のβ細胞にある SU（スルフォニルウレア）受容体に作用してインスリン分泌 

膵臓のβ細胞に直接作用するのでβ細胞自体が疲弊していて既にインスリン分泌機

能が低下している場合には効果が薄い、若しくは無効。 

ベイスン、アカルボース、グルコバイ、セイブルなど（αグルコシダーゼ阻害剤）④

小腸からのブドウ糖吸収を遅らせる薬である。 

御飯などの炭水化物は二糖類（マルトースなど）に分解されてαグルコシダーゼ（二糖類分

解酵素）という酵素でブドウ糖に分解→腸から吸収される。この作用を阻害してブドウ糖

吸収を遅らせる。 

食前に服用する。ブドウ糖分解を阻害するのでガスが腸管に貯まって腹満感などの副作用がある。 

繊維分の多い食事などを先に食べるのも腸内からのブドウ糖吸収を遅らせる。 

糖尿病治療薬（経口血糖降下剤）の作用機序は？

メトホルミンはビグアナイド剤

と呼ばれる種類の薬。 

糖尿病治療薬として最初に使用（1955年） 
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文責 内科 大塚伸昭 

NO1 

現在の糖尿病の食事療法に対する基礎的な考え方(糖尿病学会）と最近良く取り上げられる糖質制限食 

などについて解説する。折角なので栄養についても基礎的な知識を解説する。 

 糖尿病の食事療法と糖質制限食

1キロカロリーでどれくらいの仕事をするだろうか？人間

以外の物体で、まず考えてみる。 

よく使っているカロリーとは、そもそも何？ 

1キロカロリーってどれくらい？ 

1キロカロリーは 1ｋgの水を 1℃上げるのに必要なエネルギー量（熱量） 

33歩で 1キロカロリー消費するので 1万歩

だと 1万歩÷33歩(1キロカロリー消費)＝約

300キロカロリーを消費して約 4.5km（約 1

時間 8分）程度の距離を歩くことになる。 

1ｋｇの水 

1℃上げる 

これにはジュール（J）という単位が使用される。1キロジュールというのは 1kgの物体を 1ｍ/秒
2

の加速度で動かす

エネルギーのこと。

1ｋｇの物体 1ｋｇの物体 

1m/秒
2

 

1秒なら 1ｍ動かすエネルギー

1キロカロリー(Kcal)は 4．2キロジュール(J)なので 
1キロカロリーのエネルギーは 4.2ｋｇの物体を 1m/秒

2

  

の加速度で動かせるエネルギー量、ということになる。 
4.2ｋｇの物体 

1m/秒
2

 

1秒なら 1ｍ動かすエネルギー

4.2ｋｇの物体 

1キロカロリーは 4.2ｋｇの物体を最初の 1秒間

なら 1ｍ動かせるエネルギー量のこと。 
電気などでワット（W）が使用されるが、これは 1秒当たりのエネ

ルギーのこと。1キロワットは 1キロジュール/秒で 1秒間に

1キロジュールの仕事をしますよ、という意味。 

 ボーリングの玉なら 9ポンド（約 4.1kg）を 1ｍ/秒 

動かすエネルギー量となる。 

9ポンド

2

※余談だが、若い頃個人用のボーリング玉を作成してもらったが

殆ど使用せず最後は漬物石となってしまった！

人間の体なら 1キロカロリーでどの程度の運動が出来るだろうか？（エネルギーを消費するだろうか？） 

体

重

60

ｋｇ 

歩幅 70cm 

20秒間、約 33歩（約 23m） 

時速 4キロで歩く 

1キロカロリー消費 

（米国スポーツ協会が

呈示する式による； 

1万歩歩くと、どれくらいのカロリーを消費する？

何 km位歩くことになる？ 

（※エネルギー消費量は体重、歩く速度、腕の振りなどでも変わる）

（300キロカロリーは 

ショートケーキ 1個程度）

（御飯だと約 180ｇ 
普通の茶碗 1 杯よりやや多め） 

厚労省資料引用） 
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デスクワークが多い職業などの場合は標準体重 1kg当たり 25-30キロカロリーとする。標準体重は 

 

1～2才の基礎代謝基準値は 

1キロ当たり約 60キロカロリー 

人が 1日生活するのにどれくらいのエネルギーがあれば良いだろうか？ 

安静時に何もしないで使われるエネルギー（睡眠時のエネルギー量に近い）を基礎代謝量と呼ぶ。 

年を取ると 

基礎代謝は減少する 

60才以降の基礎代謝基準値は 1キロ当たり約 22キロ

カロリー。私（66才）は体重 55キロなので約 22×55＝

1,210キロカロリーが基礎代謝量となる。 

私（66才）が赤ちゃんに戻ると 60×55=3,300キロカロリーもの

エネルギーがじっとしていても必要となる！
基礎代謝の約 20％は筋肉由来で 

残り約 60％は肝臓、脳など内臓臓器由来 

個人によって運動量が異なるので必要なエネルギー量は上記基礎代謝量＋αという事になる。身体活動レベルが低い

（レベル 1；私などこれに相当するが）60才程度だと基礎代謝量に約 1.5をかけて 1,800キロカロリー程度となる。

※その他色々な情報はネットにも記載してあるので調べてみてください。

糖尿病食事療法の基礎となるエネルギー量計算の方法について 

現在の糖尿病の食事療法は今後見直されていく可能性があるが、現在（平成 30年 12月 25日現在）の食事療法の 

基本的な考え方を以下に示す（糖尿病の食事療法の基礎的な話は私の HP｢大塚先生の診察室パート 2｣の講義スライド

の頁の｢⑨糖尿病の食事療法｣をクリックしても見ることが出来る。 

 

身長（ｍ）の 2乗×22 として計算する。身長 170cmの人なら標準体重は 1.7
2

×22＝63.58ｋｇとなる。 

普通の労作（立ち仕事が多い）30-35

重労働(力仕事）35以上。以前は炭水化物を 60％としていたが現在は 50、55，60％から選択

蛋白摂取は標準体重 1キロ当たり 1-1.2ｇ(1日 50-80ｇ）

脂質を 25％以下。40％程度は

上記のような面倒な計算をしなくても標準体重は身長から 105を引くと計算できる。170cmの人なら 

 

普通の労作（立ち仕事が多い）30-35

重労働(力仕事）35以上。以前は炭水化物を 60％としていたが現在は 50、55，60％から選択

蛋白摂取は標準体重 1キロ当たり 1-1.2ｇ(1日 50-80ｇ）

脂質を 25％以下。40％程度は

170-105＝65ｋｇとなる。標準体重はおおよその目安なので、この計算式で十分である。

 

普通の労作（立ち仕事が多い）30-35

重労働(力仕事）35以上。以前は炭水化物を 60％としていたが現在は 50、55，60％から選択

蛋白摂取は標準体重 1キロ当たり 1-1.2ｇ(1日 50-80ｇ）

脂質を 25％以下。40％程度は

デスクワークが多い職業なら 

標準体重 1ｋｇ当たり 25～30

キロカロリー

身長 170cmの人の標準体重は 

約 64kgなので、64×25～30＝ 

1,600～1,920キロカロリーとなる 

※立ち仕事が多い普通の労作なら標準体重 1kgあたり 30～35キロカロリー。

普通の労作（立ち仕事が多い）30-35

重労働(力仕事）35以上。以前は炭水化物を 60％としていたが現在は 50、55，60％から

選択

蛋白摂取は標準体重 1キロ当たり 1-1.2ｇ(1日 50-80ｇ）

脂質を 25％以下。40％程度は

（軽い労作） 

普通の労作（立ち

仕事が多い）30-35

重労働(力仕事）35

以上。以前は炭水

化物を 60％として

いたが現在は 50、

55，60％から選択

蛋白摂取は標準体

重 1キロ当たり 1-

力仕事が多い職業（重い労作） 

なら標準体重 1kg当たり 35キロ

カロリー以上とする。 

各栄養素の割合について 

以前は炭水化物の割合を 60％としていた

が、現在は 50,55,60%から選択する。 

蛋白質は標準体重 1ｋｇ当たり 1.0～1.2ｇ

としている。64kgの標準体重なら 64～77

ｇの蛋白質摂取ということになる。 

糖尿病食事療法のエネルギー量の計算 

NO2 
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個人的には炭水化物をゼロにするのは難しいし、極端に炭水化物の割合を低くした場合のエネルギー摂取を脂質

や蛋白質で補う時には栄養学の基礎を理解出来ない人が行う場合、低栄養リスクがあるので、医師のアドバイス

を受けながら行う方が良いと考える。 

食後血糖値の上昇は炭水化物によることが多い→炭水化物は摂取しない方が良いのか？ 

糖質（炭水化物）制限食は最近良く目にするので、ここでは炭水化物の基礎を解説する 

普通の労作（立ち仕事が多い）30-35

重労働(力仕事）35以上。以前は炭水化物を 60％としていたが現在は 50、55，60％から

選択

蛋白摂取は標準体重 1キロ当たり 1-1.2ｇ(1日 50-80ｇ）

脂質を 25％以下。40％程度は

炭水化物とはそもそも何か？ 炭素（C）に水（H2O）が化学結合した物質に見えたため。 

（以前は含水炭素ともよばれた） 

普通の労作（立ち仕事が多い）30-35

重労働(力仕事）35以上。以前は炭

水化物を 60％としていたが現在は

50、55，60％から選択

蛋白摂取は標準体重 1キロ当たり

1-1.2ｇ(1日 50-80ｇ）

脂質を 25％以下。40％程度は

最も単純な形がブドウ糖（グルコース；C6H12O6）で炭素と酸素が 6個、水素が 12個 

ブドウ糖は単糖と呼ばれ、果物のフルクトース（果糖）も単糖類。牛乳のラクトース（乳糖）は 2糖類（2つの単糖の

結合したもの）。ラクトースを分解するラクターゼの働きが悪いと牛乳を飲むと下痢をする（乳糖不耐症）。デンプン

（澱粉）は沢山のブドウ糖が結合した物質。 

正常な人は甘い水（ブドウ糖など）を飲んでも血糖値は 140mg/ｄｌ以上に上昇しない。 

糖尿病と診断された人には検査をしないが、ブドウ糖 75ｇ（300キロカロリー）の入った 225mlの水を 

飲んで検査をする経口血糖負荷試験というのがある。正常な人は飲んだ後でも 140以下である。 

 

普通の労作（立ち仕事が多い）30-35

重労働(力仕事）35以上。以前は炭水化物を 60％としていたが現在は 50、55，60％から

選択

蛋白摂取は標準体重 1キロ当たり 1-1.2ｇ(1日 50-80ｇ）

脂質を 25％以下。40％程度は

←左写真が負荷試験に使うトレーラン G。水 225ｍｌにブドウ糖が 75ｇ溶けている。 

うどん王国香川県の糖尿病死亡者数は全国 3位、患者受療率は全国 2位だそうです。早食いや、

炭水化物の重ね食い（うどん＋おにぎりなど）も原因かと言われています。 

この負荷試験では血糖以外にインスリンなども測定できる。 

炭水化物摂取が血糖上昇の主因だから炭水化物を全く 0にするというのは腎機能低下している人などリスクがある。 

京都大学出身の江部先生（現在高雄病院）が糖尿病発症を契機に｢糖質（炭水化物）ゼロ｣の食事療法を提唱され、ご

自分でも実践されている。私も何冊か関連本を所有しているので興味のある人は連絡ください。 

早食いは血糖上昇しやすい。糖尿病の人はゆっくり、他の繊維食などと一緒に食べること。 

炭水化物を摂取するときには血糖の上昇しにくい食品を摂取するように心がけること。 

あまり聞いたことが無い言葉だと思うが、グリセミック指数（インデックス）；Glycemic Index（GI）というのがある。 

炭水化物 50ｇを摂取した時の血糖値の上昇率の割合を示す。ブドウ糖を 100 とした時の相対値なので低い方が 

血糖値が上昇しにくいという事になる。 

白米 GI値 84 

（GI値はブドウ糖 50g摂取した時を 100 とする） 

うどん GI値 85 
玄米 GI値 55 

（玄米の血糖上昇率 

は白米の約 65％） 

そば GI値 55 

白米やうどんは血糖値が上昇しやすい 

ソバや玄米は血糖値が上昇しにくい

私も医学部学生時代に自然食に興味のある

時期があり玄米を食べていた。
。 時期があって玄米など自然食を食べていた。 
（飽きっぽい性格なので今は自然食主義者では無い） 

NO3 
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糖尿病の食事療法とは？  

文責 大分東部病院健診センター センター長 大塚伸昭 

糖尿病の人の食事療法は 80キロカロリーを 1単位とする独特なものです。 

デスクワークの多い事務職なら標準体重 1kg当たり 25～30キロカロリーとします。 

標準体重は[身長（m）]2 ×22 で求めます。身長 170cmの人なら（1.7×1.7）×22＝63.58 

となり、約 64キロが標準体重です。身長 170cm事務職の方なら、1600～1920キロカ

ロリーが妥当な食事量となります。

1600キロカロリーの食事を例として以下説明していきます。 

糖尿病の食事療法は色々な栄養素を表１～表６と調味料に分類して考えます。 

表１は米などの穀類、芋、豆などのでんぶんを多く含む炭水化物です。 

表２は炭水化物の中でも果糖などを多く含む果物類です。表３は蛋白質で肉、魚類。 

表４は蛋白質の中でカルシウム、脂質を含む牛乳などの乳製品。表５は油脂(バターな

ど)やピーナッツなど脂質の多い種実など。表６は野菜、海藻、きのこ類など。 

1600キロカロリーの場合には表１（米など）を９単位（１単位は 80キロカロリー） 

表２（果物など）を 1単位、表３（肉など）5単位、表４（牛乳など）1.5単位、表５ 

（バターなど）を 1.5単位、表６（野菜など）を 1.2単位、調味料を 0.8単位摂取します。 

表1(米など）を

9単位（1単位80キロカロリー

なので9×80＝720キロカロリー

表1（米など）

9単位

表2（果物など）

１単位

1単位
5単位

表6

1.2単位

調味料

1600キロカロリーの場合の、１日の栄養素摂取割合を下にグラフで示してみます。 

表２ 
表 3（魚、肉など） 

野菜など 

それぞれを合計すると 20単位となります。 
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糖尿病の食事療法をあまり難しく考える必要はありません。炭水化物（表 1、表 2） 

蛋白質（表 3、表 4）脂質（表 5）、野菜（表６）を適切な割合で摂取するだけです。 

炭水化物の摂取割合を最新の食品交換表第 7版では 50~60%としています。腎機能低下

している人は蛋白質の割合を低くする必要があります。また、急激な血糖上昇が血管の 

内皮細胞の障害を起こします。繊維分の多い野菜を先に摂取する、ゆっくり食事をする 

などにも心がけてください。 

下に具体的な 1単位の食物をイラスト、写真で説明します。参考にしてください。 

表 1 

ご飯 50g(小さい茶碗軽く半分) 食パン 30g(半分) 

表 2 

みかん 200g（皮も含むと 270g） バナナ 100g 

表 3 

さんま 30g(中 1/3) 牛肉もも 40g 

表 4 牛乳〈普通牛乳)120ml 

表 5 
バター 10g 

表 6 

野菜 300g 

調味料 
味噌 20g 
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血糖値がやや高めだと言われた方へ

文責：大分東部病院健診センタ ー センタ ー長

大塚伸昭
① 血糖値はどのようにコントロ ールされていますか？

食事をすると、胃の後ろ側にある膵臓からインスリンと

いうホルモンが分泌されて、血糖値が上昇しすぎないよ

うにコントロ ールしています。

②インスリンというホルモンが分泌されたら、 血糖はなぜ下がるのですか？

筋肉に血糖が諏�

元
気
も
り
も
り

血
糖
は
体
を
動
か
す
源

膵臓

イ
ン
ス
リ
ン

肝臓

膵臓から分泌されるインスリンの働きで血糖は筋肉に取り込まれます。 肝臓での

血糖新生を抑制します。 これらの働きで血糖は低下します。

インスリンが大量に必要になると、 膵臓の細胞

が増大したり、 数を増やして対応しますが、

そのうちに膵臓は過労で細胞が死んだりして

インスリンの分泌が減少します。

膵臓過労は会社などで働く人たちが過労で作業意欲を無くすのと同じです
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④膵臓からインスリンは正常に分泌されても血糖値が上がる事もある

膵臓からインスリンは正常に分泌されて血糖値を下げようとしていても血糖値が上昇

する事もあります。 これはインスリンの作用する筋肉、肝臓などが働くのを嫌がって

インスリンを受け入れないからです。

仕事をしないよ

インスリンの分泌は正常

これを医学用語ではインスリン抵抗性と呼びます。

細胞側がインスリンの働きに抵抗して仕事をさぼる

原因には肥満、 運動不足などがあります。

実際にはインスリン分泌が減少する事とインスリン抵抗性の2つが同時に起こる事も

多くなっています。

日本人は欧米人に比べてインスリン分泌が少ない事が知られています。 これは元来日本

人の食生活は穀物中心の生活だったためインスリンがそれほど必要無かったからです。

⑤血糖を下げるホルモンはインスリンしかありません。 膵臓を大事にしましょう！

血糖を上げるシステムは幾通りかありますが、 血糖を下げる手段はインスリンしかあり

ません。 大昔は食物摂取が困難な時代に血糖を下げる必要が無かったからです。

膵臓を大事にしましょう！ （運動、 適切なカロリー摂取、 禁煙、 酒を控える等々）。

⑥バランスの取れた食事摂取が必要です。

血糖値が高めの方は食生活に注意が必要です。事務職の方なら標準体重1kg当たり30キ

ロカロリー程度（身長170cmの人なら1800,.......,2000キロカロリー）を目標にしてくださ

い。炭水化物を50,.......,60%、蛋白質を10,.......,20%程度などとします。詳細は食品交換表など

を参考にして下さい。 また、野菜なども積極的に摂取して下さい。繊維分の多い食事を初

めに取るようにしてゆっくり食事をしてください。 食後の急激な血糖上昇が血管の内皮

細胞を痛める事が知られています。
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高尿酸血症と痛風 
文責 内科 大塚伸昭

No1

痛風に関しては私の HP｢大塚先生の診察室パート 2｣の｢講義スライド｣の頁の⑦痛風をクリックしても以前記載した 

内容を閲覧できる。また、｢自費出版本｣の頁の 157頁～162頁にも記載している。今回はプリン体と尿酸の話 

など基礎的な解説を行い、3頁には食物のプリン体含有量をグラフ化してみた。 

尿酸高値の原因となるプリン体はプリンとは全く関係無い。ちなみにプリンは pudding(プディング)

で 16世紀に英国船乗りが余剰食物を卵と混ぜて蒸したのが最初。 

日本には江戸時代後期に紹介。プディングがプリンと聞こえたから？らしい。 

プリン体は体の中で尿酸へと変わるが、このプリン体という名前は以下の理由で付けられた。

尿酸 プリン

左写真のドイツ人科学者エミールフィッシャーが尿酸

からプリンを合成。ラテン語の purum(純粋な)uricum 

(尿酸)から命名した(ただし英語でプリン体は purine body)。 

体の中では上図と逆にプリン→尿酸と変化する。化学構造式は難しいかもしれないがプリンは N(窒素)と 

H（水素）と炭素からなる。プリン体は上記構造式（C5N4H3）というプリン骨格（プリン環）を持っている。 

プリン体は動物や植物の細胞の核にある DNAや RNAの成分なので総ての食物に含まれる。 

細胞

核 DNAや RNA アデニン（A）

シトシン（C）

グアニン（G）

チミン（T）

DNAの構造式の一部

学校で習った人もいるかもしれないが、 

その時の事をちょっと思い出して！ 

左構造式は DNAの一部だが、アデニン 

（略するときは A と表示）やグアニンには 

赤楕円で囲んだプリン骨格がある。 

左図は体のエネルギーの源となる ATPの構造式である。この ATPにも赤楕円で 

囲まれた部分にプリン骨格（プリン環）がある。したがって過激な運動（無酸素運動）

は尿酸を上昇させる。ただし、軽い運動（有酸素運動）は肥満防止にもなり、尿酸を

下げるのに有効。 

ATPの構造式 
 A(Adenosine;アデノシン) 

T(Tri;3つの) 

 P(Phosphate；リン酸) 

 ATPはアデノシン三リン酸とよばれる

有酸素運動とはどの程度の運動か？【最大心拍数（220）－年齢】×【50～70％】の

脈拍数になる程度の運動のこと。例えば 60才の人だと 220-60×0.5～0.7＝80～

112/分となるので、運動して脈拍数が 100前後になる程度の運動のこと。 
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HP 動物親子手帳（https://www.anicom-page.com/）の｢鳥さんの病気｣の頁参照

 

 

 

 

一日の平均プリン体摂取量は Gout and Nucleic Acid Metabolism  Vo1.31 No.1 (2007)より引用

 

 飲酒は痛風にどうなのか？ 

ストレスは尿酸値を上昇させる！ 

哺乳動物で痛風になるのは人や猿（霊長類）だけ。何故？ No2

人間は尿酸を腎臓から排泄するが、霊長類以外の哺乳類や一部の両生類には尿酸を更に水に溶けやすいアラント

インという物質に変化させるので（ウリカーゼという酵素があるため）痛風にならない。 

飼われている犬や猫の肥満を目にすることがあるが、痛風にはならない筈。 

鳥は尿酸を糞として放出している。鳥の糞の白い部分は尿酸（尿酸結晶）の集まり！ 

鳥の糞の白い部分は尿酸！ ちなみに鳥も腎臓の機能低下などが原因で痛風になる。

食べ物は体の中でどのように尿酸へ変化するのか？ 

食べ物の DNAや RNAは膵臓から分泌される酵素（ディオキシリボヌクレアーゼなど）で分解。 

腸管粘膜細胞内で尿酸へ変換される。 腸管粘膜の尿酸は血中へ運ばれる 

尿酸は最後は腎臓から尿として排泄される。 

最終的に尿酸は腎臓で排泄されるため腎機能低下でも

尿酸値は高くなる。また、尿がアルカリ性に近い方が尿

酸が溶けやすい。尿をアルカリ性に傾ける医薬品もあ

る。大量のアルコールは尿を酸性化させる。 

尿酸は食事以外に体内（主に肝臓）でも合成される。 

エネルギーの源の ATP（アデノシン三リン酸）のアデノシンや DNAの成分のグアニンなどのプリン体

が代謝されてキサンチンとなる。キサンチンオキシドリダクターゼ（XOR）いう酵素がキサンチンを尿酸

へ変換。 

体内で産生される尿酸は 1日約 700mg（余程の大食漢で無い限りは食事由来の尿酸産生より多い）。

平均的な日本人のプリン体摂取量は 1日 300～500mg とされている（尿酸の数値では無いが、 

プリン体が代謝されて尿酸に変化しても 700mg以下である）。 

上述したように肝臓内でキサンチンという物質を尿酸に変換させるのがキサンチンオキシドリダクターゼ 

（XOR）という酵素だが、ストレスはこの酵素を活性化させる。つまり、尿酸が産生されやすくなる。 

また、活性酸素を産生させ（癌や老化の原因ともなる）、内臓脂肪の炎症も起こすことが確認されている。 

ストレスは貯めたら駄目！発散させよう！ 

（病院で処方する薬剤の中にはこのキサンチンオキシドリダクターゼ（XOR）活性を抑制して尿酸値を低下させるものもある）

ビールなど酒類のプリン体含有量も 3頁に記載しているので参考にされたい。ビールは 100mlで 5mg（各社で異なるが）程度 

大瓶 1本でも 35mg程度である。ただ、アルコールには腎臓からの尿酸排泄を抑制する作用もあるので大量の飲酒は駄目。 

鹿児島大学教授の納（おさめ）先生が、自分が痛風になり、ビールをどうしても止められず？｢痛風はビールを飲みながらでも治る！｣

という本を以前出版された。私が持っているので興味ある人は申し出てください。ただ、結局は薬を服用されているようだが、痛風や

高尿酸血症に対する基本的な解説は参考になる。また、自分自身で飲酒量を変えて頻回に尿酸測定をしている箇所など興味深い。 

（納先生は私が鹿児島大学医学部在学中には第 3内科（神経内科）の助手をされていて、講義も受けたことがある。人柄のお

おらかな良い先生だった。） 
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No3プリン体含有量一覧

プリン体に余り神経質になると食事も美味しく食べられなくなるので含有量の多い物は控えめにする事などに気をつける。

最近は１）摂取カロリーに気をつけること（肥満にならない）２）適度な運動（有酸素運動）３）水分量を多めにとり尿量を多く

する（尿酸は尿として排泄される）４）海藻類（ひじきなど）を多めに摂取する（ひじきなどは尿をアルカリ性にして尿酸が溶け

やすくなる）などが推奨されている。1日のプリン体摂取量を 400ｍｇ以下にすることが推奨されてはいる。 

０ｍｇ

50ｍｇ

100ｍｇ

150ｍｇ

200ｍｇ

250ｍｇ

プリン体含有量（100ｇあたりの含有量） 

牛肉は部位によって異なるが 

カタバラ 77mg ヒレ肉約 100mg

豚肉は部位によって異なるが 

クビ 70mg、ヒレ肉、約 120mg

※牛、豚は 100mg/100ｇ

程度と覚えておくと良い。 

豚レバー約 280mg、牛レバー 

約 220mg、鶏レバー約 310mg 

などレバー類は多い。 

ウインナーソーセージ約 45mg 

鶏肉はササミ約 150mg、手羽 

約 137mg 

魚類 

鰹、約 211mg 

マグロ、約 157mg 

マアジ、約 165mg 

イワシ、約 210mg

肉類 
※魚類は下記のように

含有量は多いが青魚

など不飽和脂肪酸

（EPA,DHA）が多く、

肉類摂取より魚類摂取

を推奨する（私個人の意見
だが） 

貝、甲殻類 

※サンマ、約 154ｍｇ

ブリ約 120mg

ウナギ、約 92mg

（高尿酸血症・痛風の治療ガイドライン） 

※魚類は鰹やイワシの

210ｍｇ程度を除くと概ね

100～150mg/100g と

考えると良い。

車エビ、約 195mg 

ヤリイカ、約 160mg 

タコ、約 137mg 

ハマグリ、約 104mg 

穀類、豆、野菜 

白米、約 26mg 

小麦粉（中、強力粉） 

約 26mg 

ブロッコリー約 70mg 

納豆、約 114mg 

ホタテ約 75mg 

干物 

アジの干物、約 246mg 

※干物類は水分が抜け

ているので高くなる。干し

椎茸は約 380mg

その他 

チーズ約 6mg 

※牛乳や鶏卵は 0mg。

乳製品には尿酸低下作

用もあり、蛋白質補給に

乳製品は良い。

舞茸約 99mg 

サキイカ約 94mg 

生ハム約 138mg 

明太子約 159mg 

※クロレラやビール酵

母（エビオス）などは約

3000mg/100ｇと多いが、

1錠 0.5ｇ程度なので

5錠飲んでも 30mg程度

しか含まれない。

酒類 

ビール 3～7mg 

各社ばらつきがある。 

※焼酎 0mg、ウイスキーは

0.1mg と少ない。日本酒は

1.2mg、ワインは 0.4mg
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痛風（高尿酸血症）について 文責 内科 大塚伸昭 

①痛風の原因となる尿酸とは？

②尿酸が多くなりすぎると血液中に溶けきれなくなる！

③痛風発作は何故足の親指に起こることが多い？

④尿酸は体内でも合成される割合が多いから食事制限は不要だという人の間違い

⑤尿酸はどのようにして体外に排泄される？

⑥過激な運動は却って尿酸値を上げるって本当？

⑦高尿酸血症は動脈硬化の原因になる。高尿酸血症の合併症について

⑧痛風（高尿酸血症）の治療薬やサプリについて

⑨女性に痛風が少ないのは何故？

   

※江戸時代までは和食中心で痛風患者はいなかったと言われています。痛風が贅沢病と言われる

所以です。 

 

①痛風の原因となる尿酸とは？

尿酸は体内でも合成されますが、食事中のプリン体という成分が体内で変化して尿酸となります。

プリン体は遺伝子の構成物質でもあるので動物性蛋白などには含まれています。 

またエビ、蟹などの旨み成分であるイノシン酸などにも多く含まれています。 

②尿酸値が 7を超えると血中に溶けきれなくなる！

尿酸が 7mg/dlを超えると血液の中に溶けきれなくなります。溶けきれなくなった尿酸は尿酸結晶

として体の関節に沈着していきます。ちなみに 7mg/dlというのは１dl(100m1)の血液中に 7mgの尿

酸があるという事です。 

③痛風発作は何故足の親指に発生しやすいのか？

尿酸値が 7.0ｍｇ/dl以上になると血液中に溶けきれず関節に沈着する。足の親指の付

け根は歩くときに一番力が入ると言われていて、関節から剥がれた尿酸結晶を白血球が

貪食→痛みの物質が放出され痛風発作！となる。 
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※尿酸排泄機能には個人差があります。腎機能が悪化しても尿酸排泄が出来なくなり尿酸値は高

くなります。また、高尿酸血症の人には尿酸排泄機能が低下している人もいます。

※エネルギーの供給源となる ATP が人体にはあります。実はこの ATPにもプリン体が含まれてい

ます。ATPは人体内でエネルギーを産生して ADPに変わり、また ATPに戻るわけですが過激な運

動はこの過程を障害してしまいプリン体を産生させてしまいます。有酸素運動程度が良いと思い

ます。過激な運動が尿酸値を上げる事は医学文献でも報告されています。

※高尿酸血症は動脈硬化の原因となります。また、痛風腎など腎障害の原因となることもありま

す。適切な食事療法や適度な運動が必要です。 

④尿酸は体内でも合成される割合が多いから食事制限は不要だという人の間違い

⑤尿酸はどのようにして体外に排泄される？

尿酸は体内に約 1200mg あり、1日に約 700mg が体外に尿や汗、便として

排泄されます。尿がそのうちの約 80％（500mg）を占めます。 

体内に 1200mgあって 1日に 700mg排泄されているのですから、500mg以

上の尿酸（プリン体含有食品）を食事から摂取しなければ高尿酸血症に 

ならないという事に理論上はなります。 

体内尿酸 

1200mg 

体内で産生 

700mg 

食物から 

500mg 

尿に排泄 

500ｍｇ 

便や汗 

200ｍｇ 

体外に全体として 1日 

700ｍｇが排泄される

から

食物から 500mg以上摂取すると体内尿酸が増加する 

⑥過度な運動（無酸素運動）は尿酸値を高くする

⑦高尿酸血症は動脈硬化の原因となる
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※尿酸生成を抑制する薬、尿酸排泄を促進する薬などがあります。

※尿酸排泄促進剤服用上の注意；尿酸排泄促進するので尿路結石が出来やすくなるので、既に尿路結石がある

人には使用できません。したがって痛風発作初発で尿路結石の有無が確認できない場合には尿酸生成抑制が第

一選択となります。また尿をアルカリ化する薬（ウラリット）と併用することも多くあります。 

これは尿が酸性（PH６以下）では尿中の尿酸の結晶化を促進したり腎障害を起こす可能性があるからです。 

※これは女性ホルモン（エストロゲン）に尿酸排泄促進作用があるからです。

     

⑧痛風（高尿酸血症）の治療薬やサプリについて

痛風（高尿酸血症）についてもう少し詳しく知りたい人は当院待

合室に置いてある私の自費出版本「わかりやすい病気の話&人体解

剖・薬の基礎知識」の 157～161頁を見てください。またホームペ

ージ「大塚先生の診察室パート２」からも本の内容は無料でダウ

ンロード出来ます。ホームページに広告は一切入っていません。

安心して見てください。 

尿酸生成抑制剤 アロプリノール（ザイロリック）；以前からある薬

フェブキソスタット（フェブリク）；2011年から販売

尿酸排泄促進剤 
ベンズブロマロン（ユリノーム）；処方数が多い 

プロベネシド（ベネシッド） 

⑨女性に痛風（高尿酸血症）が少ない理由

左図は 1982年に報告された医学 

文献です。最近は食生活の変化によ

り女性の痛風患者も多くなっており

約 4倍に増加しています。 

サプリとしてはアンセリン（マグロ、カツオのアミノ酸）があります。尿酸生成、排泄作用（＋）。

がると
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脂質異常症（LDL コレステロールや中性脂肪高値）

文責 内科 大塚伸昭 

NO1 

良く耳にする飽和脂肪酸や不飽和脂肪酸とは何？ 

脂肪酸は中性脂肪の成分でもあり、食用油などにも含まれるが、飽和と不飽和脂肪酸の違いは？ 

① 

② 

左図①が飽和脂肪酸②が不飽和脂肪酸である。化学構造式

の Cは炭素で結合する腕が４本、Oは酸素で結合する腕は 

２本、Hは水素で結合する腕は１本である。②不飽和脂肪酸

の赤楕円で囲んだ部分を見ると①飽和脂肪酸の青楕円で囲

んだ部分と比べて H（水素）が２つ足りない。 

不飽和脂肪酸 水素が不足（飽和されていない）なので不飽和脂肪酸と呼ばれる 

飽和脂肪酸 

不飽和脂肪酸にはω（オメガ）３，とかω（オメガ）６とかあるが、オメガとは何？３とかと６とかいう数字は何？ 

頭側 尾側 

上記構造式の尾側の最後は CH3 というメチル基。一番終わりの言葉がギリシャ語ではオメガ（ω）なので、 

この尾側の CH3をオメガ（ω）とよぶ。 

この部分の CH３をメチル基と呼ぶが、 

一番尾側なのでオメガ（ω）。 

ちなみに飲むと失明するメチルアルコール

は CH3OHでこのメチル基が付く。 

※余談だが、太平洋戦争前後は酒不足でメチルアルコール（CH3OH）を飲んで失明者が多数出た。昭和 21年の

メチルアルコール死者数は約 2千人と多数であった。

上図はオメガ（ω）３脂肪酸だが、終わり(ω）から３番目に最初の不飽和の部分があるのでこう呼ばれる。 

１ 2 3

※上記構造式を見ると分かるように３番目以外にも不飽和の部分はある。６番目に最初の不飽和の部分があればω（オメガ）６

脂肪酸。不飽和の部分では C(炭素)同士が２本線でつながっているが、こういった炭素同士の結合を２重結合と呼ぶ。この部分

は炭素同士が２本の腕で結合している。 C＝C

不飽和脂肪酸の種類

2）ω6脂肪酸
リノール酸などがある。体内で合成できない必須脂肪酸である。コーン油などに含ま

れるが、ω6脂肪酸は LDL（悪玉）コレステロールを低下させるが、HDL(善玉)コレステ

ロールも低下させる。過剰に摂取する必要は無い。

3）ω9脂肪酸 この脂肪酸は体内で合成できるので必須脂肪酸では無い。オレイン酸（オリーブ、米

ぬか）などがあり、LDL（悪玉）コレステロール低下作用がある。 

※オメガのωはギリシャ語の小文字で

大文字はΩである。この大文字のΩは電気抵抗

の単位（オームと呼ばれる）としても使用される。

（n3系脂肪酸） 

（n6系脂肪酸） 

（n9系脂肪酸）

最近はωの代わりに 

英語の小文字の nが

使用される。 

EPAや DHAが良く知られている。α（アルファ）リノレン酸もω3脂肪酸だが、体内で

合成できない必須脂肪酸である。αリノレン酸は亜麻仁油、エゴマなどに多い。 

LDL（悪玉）コレステロール、中性脂肪低下作用がある。 

1）ω3脂肪酸

不飽和脂肪酸のような不飽和結合があると融点（溶ける温度）が 

低くなるので液体のことが多い。不安定（酸化されやすい）なので 

開封後はできるだけ早く使用する、冷暗所保存などが必要。 
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コレステロールと中性脂肪の 2つは何が違うのか？ 

コレステロールと中性脂肪は食物にも含まれるが、体内でも合成される。コレステロールは細胞膜やステロイドホルモン

などの原料にもなる。ただし、エネルギーとしては使用されない。中性脂肪は絶食状態になると、体内脂肪が分解され、

肝臓で糖に変換されエネルギーとして利用される。飢餓状態が続くと蛋白質もエネルギーとして利用される。 

コレステロールについて

当初はコレスチリン（Cholesterin）と名付けられた。現在はコレステロール（Cholesterol）と命名されているが、Chole

はギリシャ語の輝く（khole）が本来の意味だが、胆汁の意味で利用されるようになる。 

Cholesterolの esterは硬い、個体という意味。Cholesterolの olはアルコールを意味する。 

左写真はコレステロール胆石の割面であるが、確かに輝いているように見える。 

コレステロールは蛋白質や糖質（米類など）の摂取でも体内で合成されるので過食を控える事も必要。

（蛋白質；肉類など） 

（糖質；ご飯など） 

（脂質；脂身など） 

コレステロールの約 80％

は肝臓で合成される

は

肝臓内でアセチル CoAやアセトアセチル CoA という物質が合成 

肝臓内でメバロン酸という物質が合成 

コレステロールが作られる

医薬品として処方されるコレステロール低下の薬には 

この過程をブロックする薬がある（リバロ、クレストールなど） 

LDL（悪玉）コレステロールを低下させ、HDL（善玉）コレステロールを増加させるには？ 

※コレステロールは胆石の成分として 1784年に発見された

1）適度な運動（有酸素運動） 運動は HDL（善玉）コレステロールを増加させる。

コレステロールは体内で約 80％ 

作られる。食事由来が約 20％。
（日本人は平均約 300mgのコレステロ

ールを摂取） 

2）適度な飲酒（1合以下）
約 900名の検査で確認（文献は J Epidemiol. 2018 Apr 5;28(4):185-193.参照）。 
但し、飲酒で顔が赤くなる人は食道癌リスク（＋）で駄目、喫煙もする人はもっと駄目！ 

3）不飽和脂肪酸摂取を多くして、飽和脂肪酸（牛肉など）摂取を減らす

ω3 脂肪酸（EPA、DHA；青魚などやαリノレン酸；エゴマや亜麻仁油など）は LDL（悪玉）コレステロールを低

下させ、中性脂肪も減少させる。認知症予防効果もあるとする医学文献もあり積極的に摂取すると良い。 

4）食物繊維の多い食品（野菜、海藻、キノコなど）を多く摂取する

肝臓 

胆のう 

総胆管 

膵臓 

十二指腸 

肝臓で合成されたコレステロールの一部は総胆管から胆汁或いは胆汁酸として排泄される。 
胆汁酸は消化に役立つ。胆汁酸の一部は便として排泄されるが、一部は腸から再吸収される。 

食物繊維は腸内のコレステロールや胆汁酸を吸収する働きがあるので摂取を多くした方が良い。 

※女性ホルモンには LDL コレステロール低下、HDL コレステロールを増加させる働きが

あるので、閉経後は一般的に LDL コレステロールが上昇する。女性ホルモンには他にも

尿酸低下（尿酸排泄促進）、骨を強くする（骨を壊す破骨細胞の働きを抑制）働きもある。

良い作用が多い！女性が男性より長生きする一つの理由でもある。

※医薬品でも小腸からの吸収を抑える薬がある。エゼチミブ（ゼチーア）などがある。

NO2 

（適度な飲酒は HDL コレステロールを増やす） 
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コレステロール含有量 

以前は 1日のコレステロール摂取量の制限を推奨していたが、現在はコレステロール摂取制限を撤廃している。 

ただし、遺伝的にコレステロールが高い人や食事内容を変えたり運動をしてもコレステロールが低下しない場合には 

下記の食物でコレステロール含有量の多い食物（飽和脂肪酸の多い食物）は控えるようにした方が良い。 

コレステロール含有量（100ｇ当たり）
０mg 100mg 200mg 300mg 400mg 500mg 

卵 420mg 

    (卵黄 1,400mg/100g) 

鶏レバー370mg 
イカ(生）270mg

豚肉 250mg 

シュークリーム 250mg 

牛肉 240mg 

卵は議論の多いところだが必須アミノ酸も多く

アミノ酸スコアも高い。数個程度なら OK かと

（脂質異常の無い人）。ムキになって卵の利点

を主張する人もいるが、無理して卵だけから

栄養を取る必要も無いと考える。但し、既に

脂質異常のある人は控えめに！

イワシ 14mg

サバ 7mg

青魚はコレステロール含有量も少ないが、 

ω3 脂肪酸含有量も多く積極的に摂取して

いただきたい。 

牛肉などは飽和脂肪酸が多く控えめに！ 

HDL（善玉）コレステロールは余分なコレステロールを回収するお掃除屋さんだ！ 

HDL（善玉）コレステロール 

余分な LDL（悪玉）コレステロール 

血管

血管壁

血管壁

マクロファージ 

LDL（悪玉）コレステロールをマクロファージが貪食してプラーク

（粥腫）となるが、HDL（善玉）コレステロールはプラーク内の

LDL（悪玉）コレステロールも引き抜く。 

プラーク（粥腫）

LDL（悪玉）コレステロール 

余談だが、祖父が

刺身が好きで小さ

い頃から食卓に

刺身はあった。 

なので、今でも毎

日刺身は欠かせ

ない。 

回収された LDL（悪玉） 

コレステロールは肝臓 

へ送られて再利用。 

肝臓はリサイクル業者

でもある！ 

じゅくしゅ 

※青魚などの EPAもプラーク内のコレステロールを引き抜く作用がある

NO3 

中性脂肪高値にも注意が必要 

白色脂肪細胞は中性脂肪の貯蔵庫！ 

冬山遭難などした場合には肥満気味の人が 

脂肪をエネルギーに変えるので長生き出来る！ 

私など余分な脂肪が無いので(皮下脂肪も無い 

から寒さにも弱い）長生き出来ない筈(笑）。 

肝臓にも貯蔵され 

脂肪肝となる 

中性脂肪高値 

HDL(善玉）コレステロール 

を低下させる 

LDL(悪玉）コレステロール 

を変化させてプラークに 

侵入しやすくさせる。 

変化した LDLはスモール

デンス LDL と呼ばれる。 

中性脂肪高値は動脈硬化 

を悪化させる要因となる！ 

過食→肝臓や脂肪細胞に貯蔵 
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2 くも膜下出血と脳動脈瘤の解説 
文責 内科 大塚伸昭 

くも膜下出血の原因は脳動脈瘤の破裂による。脳動脈瘤は動脈壁が脆弱である事が原因で動脈瘤（血管の

こぶ）が発生する。先天的に脆弱な事も多いため若年者にも発生し、死亡原因となることもある。基礎的

な解剖（くも膜はどこにある？脳動脈の名称など）と動脈瘤発生機序、動脈瘤の発見はどうすれば出来る

のか？動脈瘤が見つかった場合に予防的手術をした場合のリスクはどの程度なのかなどを解説する。 

くも膜はどこにある？ 
（以下の図は私の HP「大塚先生の診察室パート 2（https://nobuaki.biz/）」 

 

のトップページ 

の講義スライドをクリック→③心臓病、糖尿病、認知症をクリックすれば見る事が出来る 
（パワーポイントが必要） 

脳は左図のように 3つの膜で覆われている。頭蓋骨のすぐ下

に硬い①硬膜がある。その下が②くも膜である。その下に脳

を直接包んでいる透明な薄い③軟膜がある。②くも膜と軟膜

の間には④くも膜下腔があり、髄液が流れている。 

①硬膜②くも膜③軟膜の 3つの膜を合わせて⑤髄膜と呼ぶ

① 

② 

③ 
④ 

⑤ 

左図にくも膜を示す。くも膜は薄く半透明。くも膜の下にある

軟膜とは分離しにくいので 2つを合わせてクモ軟膜と呼ぶこと

もある。 

何故、くも膜と呼ぶのか？ 

くも膜のクモは蜘蛛のことである。何故、蜘蛛かというと右図 

のくも膜と軟膜の間にあるくも膜下小柱（クモマクカショウチュウ） 

という白い構造物が解剖すると蜘蛛の糸のように見えたから。 

杉田玄白の解体新書には「くも膜」をくもの糸膜と記載している。 

（しょうちゅう） 

脳動脈瘤（未破裂） 

正常くも膜 くも膜下出血 

No1 
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No2 
何故動脈瘤は出来るのか？ 

動脈瘤は血管の分岐部に多く発生するが分岐部に血管壁中膜（筋層）が欠損する事が原因。 

動

脈 拡大 

① 外膜

②中膜

③内膜

動脈は左図のように①外膜②中膜③内膜 

にわかれ、②中膜には平滑筋がある。 

大きな動脈ほど②中膜が厚くなる。 

動脈瘤は分岐部のこの部分の中膜（筋層）が先天的に欠損していることが 

多くの場合原因となる（胎児期の血管分岐異常）。 

どう動脈は左図のように①外膜②中膜③内膜

にわかれ、②中膜には平滑筋がある。

大きな動脈ほど②中膜が厚くなる。

動

脈 

動

脈 

分岐部の弱いところに血液がぶつかり 

次第に大きくなる 

動脈瘤が出来る。このような形の

動脈瘤を嚢状動脈瘤と呼ぶ 

上図は脳底部である。この部分は内頚動脈や椎骨動脈（頚の後ろから脳に入る）などが集まって 

連結し、脳動脈が分岐する場所でもある。上図の黄色点線で囲んだ①ウイリス動脈輪と呼ばれる部分 

が特に動脈瘤の発生する部分である。 

① ウイリス動脈輪

内頚動脈 

脳底動脈 

前大脳動脈 

中大脳動脈 

後大脳動脈 

椎骨動脈 

前下小脳動脈動脈 

後下小脳動脈動脈 

上図は小さくて読めないが、当院待合室に置いて

ある私の自費出版本｢わかりやすい病気の話&人体

解剖薬の基礎知識｣６５～６８頁に記載しているの

で興味ある人は見てもらいたい。 
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No３ 脳動脈瘤が自分にあるか心配だ、簡単に診断出来るか？ 

脳 MRIで診断可能 

内頚動脈 

中大脳動脈 

前大脳動脈 

動脈瘤 
左図は中大脳動脈の動脈瘤 

MRIでは脳血管をコンピュータ処理して左図のように

描出可能。小さな血管を詳細に見ることは無理だ

が、左のように大きな血管は見ることが出来る 

（MRA）。狭窄なども判断出来る。 

検査をして動脈瘤が見つかったら心配だが、、、。どう判断するのか？全例手術の必要がある？ 

動脈瘤 
手術には左図のように動脈瘤の根元をクリップして血流を遮断するクリッ

ピング術（開頭術）やカテーテルによってコイルを詰めるコイル塞栓術な

どがあり、症例によって判断します。クリッピグ術が約８０％を占める。 

クリップ

動脈瘤の大きさが 5mm以下では１年間で破裂する割合は１％以下。したがって、基本的に 5mm

以下では経過観察とする。但し、5mm以下でも症状がある場合や不整形の動脈瘤では手術適応

となる場合がある。 

大きな動脈瘤は破裂すれば死亡するリスクもあるが、手術は受けても大丈夫か？死亡リスク 

や麻痺のリスクなどは？ 

施設によっても手術成績は異なるが、全国的な症例の集計では３～５％程度に何らかの合併症

が見られている。このうち重症（麻痺などの合併症）が１％程度はある。死亡率も施設によっ

て異なるが手術症例の多い施設でも 0.1 %程度はあると推測される。また、大きな動脈瘤ほど

手術成績が悪い傾向にある。 

大きな動脈瘤では放置すれば当然くも膜下出血を引き起こすリスクがあり、死亡或いは麻痺な

どを引き起こす可能性もある。手術による合併症（動脈瘤の発生部位によっても想定される合

併症の症状は変わる事もあり得る）のリスクを良く認識して手術を受ける必要がある。 

結論 
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洞房ブロックなどの不整脈の解説 文責 内科 大塚伸昭 

（看護師の皆さんのための不整脈心電図講座） 

（4月 1日午後に入院中の猪山さんのモニターで典型的な洞房ブロックが見られました。 

実際の波形を見たい方はカルテを見てください。今回、心電図の見方を洞房ブロックなどが見られる 

洞結節不全症候群（SSS；Sick Sinus Syndrome）を中心に解説します。 

まず、下の心電図を見てください。どうでしょうか？ 

真ん中の部分が基線だけになっているのは分かりますが、さてどのように診断を付けていきますか？ 

心電図を読む時は必ず、①P波はあるか、QRS波はあるかをまず確認します。両方ともあれば、 

②P波と QRS波間隔は常に一定かを確認します。この基本で下の心電図をもう一度見てください。

確認出来ました？下図の P波と QRS波を見ると PQ間隔（  ）は一定であり、真ん中の基線が伸びている

部分以外は確実につながっていることが分かります。ただ、PQ間隔は 5mm（1mmは 0.04秒なので 0.2秒）

あり、Ⅰ度房室ブロックはあります。 

P P P P

QRS QRS QRS QRS

それでは、この部分では何が起こっているのでしょうか？ 

次の頁で解説します。ちょっと考えてください。 
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真ん中の基線の部分で何が起こっているのかを考えてみます。 

PP間隔（  ）は一定です。つながっている部分に問題はありません。 

上図をみると P波が出現すべき時間に 1回だけ P波が出なかった事が推測できます。 

このような心電図波形を洞房ブロックと呼びます。 

上図は 2回 P波が出ていません。このように規則的に P波が出ない場合を洞房ブロックと呼びます。

余り長い間 P波が出ない場合は心室からの補充収縮（QRS波の幅広い波形）が出ますが、全く出ない場

合には心停止時間が長くなり失神発作などを起こします(アダムスストークス症候群)。 

上図は同じような波形ですが、通常の PP間隔の整数倍にはなっていないので、洞停止と呼びます。 

ただ、いずれの場合も洞結節の機能不全ですので診断の区別に神経を使わないで結構です。 

モニターでこのような波形が出た場合は当直医の先生へは「洞停止を認めます(出来ればおおよそ何秒

間かも測定)」と報告すると、「出来る看護師だな」思われます（笑）。 
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（看護師の皆さんのための不整脈心電図講座第 2回目） 

不整脈の解説の続きです 

文責 内科 大塚伸昭 

※前回の洞房ブロックの話は理解できたでしょうか？今回は心電図の基礎的な話と洞結節不全症候群

などの話をもう少し追加して解説します。 

心臓の刺激伝導系の話 

右心房 

左心房 

①洞房結節

②房室結節

①洞房結節は右心房上部にあり個人差はありますが

1分間 60回程度の刺激を自動的に発生させます。 

①洞房結節からの刺激は右心房や左心房の伝導路を

通って②房室結節へ到達します。 

①洞房結節からの電気刺激が P波を発生させ②房室結節

に到達するまでの時間が PQ時間であり正常では 

0.2秒以内(小さな目盛 5マス)です。0.2秒以上あれば

Ⅰ度房室ブロックですが、病的意義はありません。 

P 

QRS 

PQ時間 

※洞房結節から房室結節に到達する時間は正確に言うと

もう少し短くなります。PQ時間には房室結節内での遅延

も含まれています。房室結節で少し足踏みする事で心房

内の血液を十分貯留させて、心室へ血液を送ることが出

来るわけです。 

※普通の細胞はⅠ回の刺激で興奮した後は元に戻り、刺激が

来ない限り興奮しません。 

細

胞

内

電

位 
刺激 

興奮 

興奮した後は、また元の電位に戻っておとなしくなる。 

しかし、洞房結節は興奮した後に、また次第に電位が上昇してきて 

自動的に興奮が持続する！ 

※これを洞房結節の自動能と呼びます。房室結節にも同様の働

きがあります。洞房結節が 1分間 60回程度の刺激を発生させる

のに対して房室結節は 40回程度の刺激を発生させます。完全房

室ブロックでは房室結節リズムになるため徐脈となります。 
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洞房結節や房室結節は左右の冠動脈からの血流で栄養されている。心筋梗塞では 

洞房ブロックや完全房室ブロックが見られることがある。 

洞房結節へは右冠動脈①洞房結節枝が血液を送る。房室結節へは左右の冠動脈から血液が

送られる。約 90％の人が右冠動脈②房室枝(房室結節枝)からの血流で栄養されている。 

洞房結節 

房室結節 

① 

② 

※右冠動脈閉塞による心筋梗塞では房室結節への血流が途絶し、完全房室ブロックが見られることが

ある。最近は冠動脈拡張術を行うので血流再開すれば完全房室ブロックは改善することが多い。 

これに対して広範囲の左冠動脈閉塞による完全房室ブロックでは心室中隔を通る右脚や左脚の障害な

ども加わり、恒久的ペースメーカー植込みが必要になることもある。 

それでは、ここで問題です。下の心電図を見てください。どんな異常があるでしょう？ 

P波、QRS波の確認、PP間隔を見てください。 

PP間隔が①③は同じですが、②は少し長くなっています。つまり心拍数が少し遅くなっ

ています。病的でしょうか？これは呼吸による呼吸性不整脈(洞性不整脈)で正常です。 

① ② ③ 

呼吸は自律神経に影響を与えます。呼気時には副交感神経が洞結節を抑制するため心拍数は減少。吸気

時には心拍数は増加します。呼吸の影響は特に若い人に見られます。長く心電図を記録すれば判断でき

ます。 

※今回は、ここまで。また、次回少し不整脈の話をしてみます。乞うご期待！
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（看護師の皆さんのための不整脈心電図講座第 3 回目、最終回） 

不整脈講義の 3回目、心電図の問題です 

文責 内科 大塚伸昭 

1 頁目に問題、2 頁以降に解答と解説をします。解答を見る前に自分でまず考えて下さい。 

1 頁目 

【第 1問目】解答は 2頁 

今迄プリントで記載してきたように、心電図を読むためには P 波、QRS 波があるか、あれば P波と QRS 波 

は関係しているかを確認します。P波や QRS 波が別個に出現しているなら PP 間隔と QRS と QRS との間隔

はどうかなどを計測してみてください。 

【第 2問目】解答は 3頁 

最初の 4 心拍の後に長い停止があります。最初の 3 心拍は不整脈としてはどんな不整脈で、その後の長い

停止は何と表現すれば良いでしょう？また、この心電図から最終診断はどう付ければ良いでしょう？ 

【第 3問目】解答は 3頁 

これは診断は簡単な問題だと思いますが、この不整脈は危険ですか？ 
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【第 1問目】 

心電図の問題の解答です。 2 頁目 

P 波は上記矢印だけだと考えると不規則に出現しているようですが、そうでしょうか？ 

この部分にも P波が隠れています。 

PP 間隔は概ね規則的のように見えますが、この部分だけ PP間隔は長いので洞性不整脈もあるのでしょうか？ 

この部分にも P波が隠れています。何故かというと、他の QRS 波形（P波が加わっていない QRS 波形）と比較 

すると T波が尖鋭になっている(高くなっている)ので P波が隠れていると考えます。P波は、ほぼ規則的に約

68/分の周期で出現していることが分かります。さて、それでは P波と QRS は関係しているでしょうか？ 

上の赤丸で囲んだ 4つの部分を見ると、PQ間隔は長かったり短くなったりしています。洞房結節から房室結節

にかかる時間が異なっているからでしょうか？しかし、QRS 波を引き起こすような P波では無いようです。 

そこで、今度は QRS 波に注意してみてみます。 

QRS 間隔は一定で約 1.4 秒（心拍数約 42 回/分）です。そうなると、P波と QRS 波は独立して出現しているので

完全房室ブロックの診断という事になります。QRS 波の幅が狭いですが、これは房室結節の上部から補充収縮

が出ているからです。下部からの補充収縮だと幅広い QRS となり心拍数も 30 程度になります。 

1.4 秒 
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【第 2問目】解答 
3 頁目 

3 心拍は不整です。基線はぶれているのか細動波（P 波）なのか、判断が困難ですが、心房細動と考えるのが

妥当かと思います。その後 4 心拍目は通常の P 波が出現して QRS 波となっていて 5 心拍目、6心拍目も PQ 間

隔は一定で、これもつながっていると考えます。P 波が約 3秒間出現していないので洞停止です。心房細動

などの頻脈の後に長い洞停止が起こると徐脈頻脈症候群と呼ばれ、これも洞結節不全症候群の一つです。長

い洞停止は失神や心不全の原因（アダムスストークス症候群）となり、ペースメーカー植込みの適応です。 

約 3秒 

最も小さいマス目の横軸は 0.04 秒。小さい

マス目 5個の太い縦線間隔はは 0.04×5＝

0.2 秒となる 

【第 3問目】解答 

通常の脈の後に幅広い QRS 波があり、心室期外収縮です。以前は心室性期外収縮と言っていましたが、現在

の正式名称は心室期外収縮です。このように通常の脈の後に心室期外収縮が出現してリズミカルになってい

ますので 2段脈と呼ばれます。ただ、上の 2段脈は心配いりません。抗不整脈も不要です。ただし、頻発し

ている場合には念のため 1 日心電図（ホルター心電図）を付けて他の危険な不整脈が無いか確認する必要は

あります。 

何故、危険でないのか？ 

期外収縮は T 波の後に出現しています。これが、T 波の頂上付近に出れば R on T であり、危険です。この T

波頂上付近は刺激に対して過敏になっているからです。受攻期（攻撃を受けやすい時期）と呼ばれます。 

T 波は興奮の回復期の波であり心臓が一時休憩しているので、人間と同じで休憩中にチャチャを入れられる

と不機嫌になると考えてください。もう一つの理由は心室期外収縮の形が同じだからです。このように同じ

期外収縮の形をとる場合、単形性心室期外収縮と呼ばれます。同じ心室の刺激発生場所から出現するので 

単源性心室期外収縮と呼ばれます。形の違った期外収縮が出る場合を多形性（多源性）収縮と呼び多発する

場合や連発する場合にはリスクがあります。心室頻拍（ショートランなど）の形が見られると危険です。 
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腎臓の働きについて

文貢内科大塚伸昭

腎臓は老廃物を体の外に出す働きの他に水分や塩分（ナトリウム）の調節に重要です。今回はこの腎臓に

ついて、基礎的な解剖、生理学についてわかりやすくイラストで解説します。

横行結腸

正

面

か

ら

見

た

腎

臓

， 腎臓は背主に近いと芸 Iミある］

� 

腎臓は10~12an 程度の 大きさで第 11 胸椎～第
3腰椎の高さにある。右腎は肝臓があるので少

し低い位置にある。腎臓の重さは1個が130~

150g ある。 （イラストは123RFより有料でダウンロ ー ド）

副腎は腎臓の上にあり1 X3 X5cm程度で1個が約5g

の小さな臓器だが重要なホルモンを分泌している

上図は水平断面図 。腎臓は脂肪〇湘漏Uこ囲まれて
いるだけ（黄色い部分）なので立位になると
下垂する。lOan 以上下垂すると遊走腎と呼ぶ。

遊走腎は痩せた人に多い傭旨肪が少ないので）。ちなみに私

も遊走腎。背部痛や腹痛、血尿の原因ともなる。

左図は胃や腸管を取り除いている。胃や小腸 、大腸などは
腹膜に囲まれている。腎臓は腹膜の後ろ側に あるので、

後腹膜臓器とも 呼ばれる。

尿管は狭くなっている部分 が3カ所ある。1つめは腎孟か
ら尿管に移行する場所。2つめは総腸骨動脈との交差部
（左図の②）、そして最後が膀脱へ移行する尿管膀脱移行部

である（左図の③）。

実は、私も 尿管結石経験者である。1 0年以上前に尿管膀
脱移行部に3nm程度の結石が嵌頓した。細n以内であれば
自然排石が期待出来る。私もしばらくして自然排石した。

ウラジロガシと いう木があって、この葉の成分が小さな
尿管結石を溶かしたり、尿管拡張作用があり、お茶として
販売さ れている。私もしばらく飲んでいたが、まずい！

ウラジロガシの成分を抽出したのが医薬品のウロカルンで
ある。 ·— '\'-::,"A, 

ウラジロガシ（葉っぱの 裏が白いので、裏
白、樫の木なので裏白樫という事）。
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←左図は左腎臓上半分の割面を示す。腎臓はソラマメ
のような形。10~12an の縦径で 130~150 g程度の大きさ。

この部分は腎皮質と呼ばれ。この部分には糸球体という
尿生成工場が片側の腎臓だけでも100万個もある。

右図は糸球体（しきゅうたい）1個の顕微鏡
写真。糸の毛玉（毛球）のように見えるの
で糸球体と呼ばれる。機能については下記
参照。

糸球体

尿管へ移行するこの部分が腎孟（腎盤）。女性力渭観且..� すい腎孟
腎炎（じんうじんえん）はこの部位を中心とする細菌感染。膀脱
炎などと同じで大腸菌が多い。膀脱から尿管へと上行性に大腸菌
が上がってきて感染することが主な原因。発熱、背部痛などが見
られる。女性は尿道が短いので膀脱炎を起こしやすい。

左図は 1個の糸球体のイラストを示す。2個の腎臓には毎分 1 リットル
もの血液が流れ込む。これは心臓の血液拍出量の約 25%になる。

輸入細動脈①から流れ込む血液は糸球体を通って輸出細動脈②から出る。
この間に血液は濾過されて原尿③（尿の元になる濾液）が出来る。原尿は血
液の血漿成分とほぼ同じで、尿細管④で不要な物質は尿として排泄される。
必要な物質は尿細管で再吸収される。

＼
尿
細
管一

④
糸球体は袋で包まれていてこの袋のことをボウマン嚢と呼ぶ。

クレアチニンは筋肉のクレアチンの
終末代謝産物

左図は糸球体の一部を拡大した図。血液が流れる血管腔には
血液を濾過する3層構造のフィルタ ーがあり、特に②基底膜が
最も厚い。血液はフィルタ ーを通過して（左図の赤↑④）血漿
成分に近しも源尿が生成される。

この糸球体のフィルタ ー構造は血液中の赤血球や蛋白質は通さ
ない。糸球体腎炎などで例えば基底膜障害が起こると蛋白や
赤血球が尿中に出現する。これが腎炎で蛋白尿や血尿が見られ
る原因である。

腎機能の指標として利用される血液中のクレアチニンは何か？
というと筋肉中のクレアチンの終末代謝産物。クレアチニンは
糸球体で濾過されるが、尿細管で再吸収や分泌されないので腎
機能の指標として利用される。筋肉の多い男性の方がしたがっ
て、クレアチニンの正常値は高い。男 0. 65~1. O�g/dl に対し
て女の正常値は 0.46~0.82mg/dl である。
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糸球体で作られる原尿（血液が濾過された濾液）から最終的に尿になる過程は？

賢質

④遠位尿細管

① 近位尿細管

GLOMERULAR CAPSULE 

尿管

黄色い矢印が尿の作られていく過程である。

原尿（糸球体濾過量）は1分間に約120111生産される。
1 日では何と! 170リット）頃iい原尿（尿の元）が作られ

ることになる。170リットルも尿が出たら大変！
この原尿（尿の元）を体内に再吸収することにより尿量は
調節されている。

⑤集合管

塩分(Na)を取り過ぎたりすると、 尿細管へNaが分泌
されて尿中のNaが増加する。このように腎臓はNaなど
の調節に重要な働きをする。

近位尿細管（左図の①）で原尿（糸球体濾液）の 99%以
上力甲滉し収され体内に戻る。ブドウ糖(D-グルコ ース）や
小さな分子量のアミノ酪(L-アミノ酪）などはほぼ100%
再吸収される。水分やNa,Kなどは近位尿細管で70%程度
再吸収される。体液の PH 調節に重要な働きをする HC03

（重炭酸イオン）の再吸収率は約90%。

近位尿細管で 99%以上再吸収された原尿（糸球体濾過液）は、 その後ヘンレ）レ＿ プ下行脚（上図②）やヘンレ
ルー プ上行脚（上図③）を通過して遠位尿細管（上図④）と向かう。ちなみにヘンレという名前は発見した
ドイツ人医師の名前である。その後集合管（上図⑤）を通る。①～⑤の過程で必要な物質の体内への再吸収や
不要な物質は原尿（糸球体濾液）へ排泄されて、 最終的に尿となって腎臓を出る。

塩辛い物を摂取したら何故のどが渇く？この時に腎臓の果たす役割は？

EJ 

鴫 轡

細胞内の水分が
血管内に移動

血管内の血漿量（流
l埠大

塩漬けと同じ理屈
.......... _/ 

（細胞は脱水状態）
実際はこんなにしぼまないが
わかりやすく表現。

ADH 

血管内の浸透圧上昇を関知→下垂体から抗利尿ホルモン（水分を体内に再吸収させる）
が分泌→腎臓の遠位尿細管、 集合管から水分を体内に吸収する。水分を補給しなければ
尿は濃縮され、 細胞内脱水が進行する（過剰な塩分摂取の場合）。

視床下部の神経細胞が脱水により萎縮→大脳皮質へ伝わり、 口渇感を起こさせる→水分
を補給。高齢者などは中枢障害により適切な水分補給が自分で出来ないことも多い。
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今迄の3枚のプリントは富吉共立病院1階廊下掲示板に貼って患者さんにも見てもらうようにします。 今回

は少し患者さんには難しかったと思いますが、 定期的にこの掲示板には医療知識などの解説を私が作成して

添付しています。

これから先は医療従事者のために腎臓の働きをもう少し追加して説明します。

クレアチニンについての解説は②枚目のプリントで行った。腎機能の指標として利用される尿素窒素
BUN (Blood Urea Nitorogen)とは？

食事や体の組織中蛋白質の分解で脱アミノ反応→アンモニア生成→肝臓の尿素回路で代謝→尿素となるj下図参照）

血中に放出された尿素は糸球体で濾過→35-70%は尿細管で再吸収→残りが尿中へ排泄。
尿細管での再吸収は尿量に依存していて、尿量が減少すると尿素の再吸収が増大する。したがって、脱水などでも
尿素窒素が増加する（腎前性因子）。

アミノ酸はNH2というアミノ基を持つ。

゜

- 48 -



 

文責 内科 大塚伸昭 

平成 30年 7月 

No1 

脱水症に注意する季節となったので解説を行う。水分調節に関する体の仕組みを知らないと 

理解しにくいので脳や腎臓の働きを説明する。 

水分の調節には脳と腎臓が重要な働きをする。 

喉が渇いたと感じる中枢は口渇中枢と

呼ばれ視床下部にある。
ししょうかぶ

視床下部は、たった 10gしかないが重要な働き 

をする。高齢になると口渇中枢の感受性低下など

により口渇を感じにくくなり脱水になりやすい。 

脳幹 
小脳 

前頭葉 

後頭葉 

水分調節に働くもう一つ脳の器官がある。 

視床下部に続く小さな小さな下垂体である。 

わずか 0.6ｇ！の重さの器官だが沢山のホルモン 

を分泌する。その一つが抗利尿ホルモンである。 

腎臓

乳腺

オキシトシン

卵巣

精巣

性腺刺激ホルモン

甲状腺

TSH骨

筋肉

成長ホルモン

MSH

ACTH

副腎皮質

皮膚

下垂体

抗利尿ホルモンという妙な名前だが、利尿（尿を

出す）の働きを抑えるという意味。つまり、体に

水分を吸収させて尿を少なくするという事。 

水再吸収ホルモンと覚えれば良い。 

下垂体からは沢山のホルモンが 

分泌される 

抗利尿ホルモンはどういう時に働くか？というと

水分摂取が十分出来ない時に働く。水分を体外に出

さずに体内に閉じ込めておけば良い！抗利尿ホル

モン（水再吸収ホルモン）分泌が多くなる。

腎臓が水分を体内に 

再吸収する！ 

尿（水分）減少 

水が飲めなかった時の腎臓の対応

したがって、水分摂取が不足している場合の尿は水分

が少ないので濃縮尿となる。水分摂取が多いと抗利尿

ホルモン分泌が減少→尿量が多くなり希釈尿となる

抗利尿ホルモンは ADHと呼ばれる。 

A（Anti；抗） 

D（Diuretic；利尿） 

H（Hormone；ホルモン） 

抗利尿ホルモン（ADH）は腎臓の遠位尿細管に作用 

尿

管 

ADH 

して水分を再吸収する

（認知を伴う高齢者脱水症の理解の参考のために） 

 脱水症について 
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体内の水分量ってどれくらい？ 
No2 

体の中の細胞の水分（細胞内液）や細胞の外の水分（細胞外液：血液

も含まれる）の水分量は成人男性で約 60％、新生児などは約 80％。 60％ 

水分 

細胞内液、細胞外液というのは具体的にはどんなもので、その成分

は何か？ 

細胞外液などを考える時には人間が進化する過程を考えれば理解しやすい。 

海の塩分濃度は 3.4％でしょっぱい。細胞外液は海水の環境を引き継いでいるが 

人間の細胞外液の塩分濃度は約 0.9％と海水に比べると薄い。 

細胞外液 

細胞 

海水の塩分濃度 
3.4％ 

人間の細胞外液の 

塩分濃度約 0.9％ 

海水にはカリウムやカルシウムが含まれてい

るが人間の血液にもこれらの成分がある。 

細胞外液にはナトリウムが多く、細胞内には 

カリウムが多い。 細胞内のナトリウム濃度は

細胞外液の約 1／12である。 

（主にナトリウムなど） 

（主にカリウムなど） 

人間の体内には塩分はどの程度含まれているだろうか？ 

成人男性で体内水分は約 60％、体重 60㎏なら 60×0.6＝36kgが体内水分。 

人間の塩分濃度が約 0.9％とすると 36×0.9＝324ｇが体内塩分量（細胞外液中

の）という事になる。約 300ｇの塩分が体内にあるという事になる。 

細胞外液（体内水分の約 20％） 

細胞内液
（体内水分の約 40％） 

体内水分は約 60％だが、そのうち細胞内液 

の占める割合が約 40％と多い。細胞外液の占める

割合は約 20％。このうち血管の中を流れる血漿量

は約 5％（3L）であるが、体全体の血液量は体重の

約 1/13で約 4.5リットル。 

血液の比重は 1.06 程度なので血液の重さも殆ど

同じだと考えて良い。 

汗の塩分濃度は一定では無いが 0.3～0.5％程度とされる。したがって 

汗を 1リットルかいた場合理論上は 3g～5g程度の補給が必要という事になる。 

（汗の塩分濃度約 0．3％） 
（ただ、実際には腎臓が塩分(Na)を体内に再吸収するので通常は

塩分摂取にそれほど神経質になる必要は無い。次頁で解説する。） 
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具体的に脱水症のケースを考えてみよう！ 
No3 

（脱水症の練習問題！） 

前頁下の欄に記載したようなケースを考えてみよう。汗を 1リットル（塩分濃度 0.3%と仮定

する）かいた時には体内ではどのような変化が起こっているだろうか？ 

小児においては脱水の指標として腹部などの皮膚をつまむと右図のようにつまみ上げる事

が出来る（皮膚ツルゴールの低下と呼ぶ）が高齢者では判断指標にならない（私もつまみ上げ

られる！）。口腔内乾燥や腋窩の乾燥はある程度参考になる。血圧低下、脈拍数増加などもある程

度参考となるが普段から血圧が低め、脈拍数が多い人もいるので難しい。めまいなどを起こすこ

ともある。脱水が考えられればスポーツドリンクの類いなどを飲んでもらえば良いが、飲水困難

な場合には補液が必要になる場合もある。意識レベルの低下時などは救急車を要請する事。 

まず、脳はどう対応するかを考えてみる。細胞外液（血管の中を流れる

循環血漿量と考えて良い）が減少→1頁に記載したように抗利尿ホルモンが

分泌され水分を体内に再吸収させる。口渇中枢を刺激→水分摂取を促す。 

（汗は塩分濃度が低いので主に水分が失われるので、血液中の塩分濃度は高くなる；浸透圧が高くなる。 

下垂体の抗利尿ホルモンは、この浸透圧のわずかな違いを敏感に感じ取って分泌され腎臓へ指令を出す

優秀な司令塔である。高齢になると口渇中枢や下垂体の機能低下で水分摂取が上手く出来ないのも脱水

の一因となる。） 

細胞の外側と内側では、どのような変化が起こっているだろうか？ 

細胞内液

細胞外液 

細胞内液

細胞外液

水分 

細胞外液（血管を流れる循環血漿量）

が減少→過度に減少すると血圧低下を

引き起こす。どうする？ 

そうだ！細胞内液の水分を細胞外液

に貸してあげれば良い！ 
細胞内液 

細胞外液 細胞内液から細胞外液へ水分移動

がおこるが、過度の脱水では細胞

内液の水分移動は細胞機能低下、

死滅の一因となる（細胞内脱水）。 水分 

① 

② 

細胞内外の水分移動で影響を受けやすいのは脳細胞 
腎臓はどう対応するだろうか？③

1）脳から分泌された抗利尿ホルモンの作用で腎臓は水分を体内に再吸収する。

2）腎臓には血管の中を流れる循環血漿量を敏感に感じ取る細胞（傍糸球体置）

があり、レニンというホルモンを分泌させる→塩分(Na;ナトリウム)を体内に

再吸収させる。血圧低下時などに役立つ。ただ、適切な水分補給が出来ない

と Na濃度が更に高くなり悪循環に陥る。

高齢者の脱水の指標になるのはどんな変化を見れば良いだろうか？ 
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下肢のむくみ（浮腫）や静脈瘤、深部血栓性静脈炎の解説

（肺塞栓についても解説する） 文責 内科 大塚伸昭 

まず、基礎知識から勉強する。立位時に下肢から心臓に静脈血はどのようにして戻っていくのか？

心

臓

か

ら

毎

分

5

リ

ッ

ト

ル

動

脈

血

が

拍

出 

下肢は動脈と静脈は毛細血管で吻合。静脈には動脈のような 
血圧はかからない。静脈は殆ど血圧がかからないのに何故立って

いる時に心臓へ血液が戻っていく？ 

足には心臓のように血液を駆出するポンプは無い。静脈には動脈

のような大きな血圧がかからない。 

立位時に下肢の血液が戻るのには①ふくらはぎ（腓腹筋とヒラメ筋など）の筋肉の収縮②静脈弁の働き

③呼吸（吸気による胸腔内陰圧で静脈血が戻りやすくなる）、という 3つの要素がある。以下、これら

について解説する。 

①ふくらはぎ（腓腹筋とヒラメ筋）が下肢の血液を戻すのに重要。足を鍛えよう！ 

静脈弁 

筋肉の収縮が静脈血を心臓へ戻す 

ヒ

ラ

メ

筋 

ヒラメのような形

なのでヒラメ筋と 

名付けられている 

腓

腹

筋 

ヒラメ筋の上に腓腹筋が覆う

ように存在する。腓腹筋と 

ヒラメ筋を合わせて下腿三頭

筋と呼ぶ。 

ヒ

ラ

メ

筋 

ヒラメ筋と腓腹筋は踵の部分では合流してアキレス腱 

（正式には踵骨腱；ショウコツケン）となる。 
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静脈瘤や深部静脈血栓症及び肺血栓塞栓症について 
文責 内科 大塚伸昭 

下肢の静脈や静脈瘤について今回はもう少し詳しく説明する。また、深部静脈血栓症や肺血栓塞栓症に

ついても解説する。 

下肢の静脈は下腿筋膜などの下を走行する深部静脈と、筋膜の上を走行する伏在静脈などの浅静脈（表在

静脈）がある。静脈瘤は主に浅静脈に発生する。表在静脈にも血栓ができることがあるが、通常は肺塞栓

の原因にならない。静脈瘤のある人は深部静脈血栓の出来る確率が普通の人の５倍くらい高いという文献

が最近報告されていて注意が必要。 

筋膜 

筋肉横断面 
例えば腓腹筋などを覆う膜が筋膜（左図①参照）。下腿には腓腹筋や 

ヒラメ筋など多くの筋肉がある（左下図②参照）。これらの筋肉を

まとめて覆う筋膜が下腿筋膜と呼ばれる。この下腿筋膜の上を伏在

静脈などの浅静脈（表在静脈）が走行し、下腿筋膜の中を深部静脈

が走行する。 

図① 

図② 

脛骨 
前 

後 

下腿（ふくらはぎ）の断面図 

前脛骨筋など 

前下腿筋膜中隔 

長腓骨筋など 

ヒラメ筋

前脛骨筋など 

前下腿筋膜中隔 

長腓骨筋など 

腓腹筋 

紫色の部分が下腿筋膜 

大伏在静脈 

小伏在静脈 

下腿筋膜の上を走行する 

浅静脈（表在静脈） 深部静脈（神経や

動脈も並走する） 

小伏在静脈 

大伏在静脈 

浅（表在）静脈には、足の内側を走行する

大伏在静脈と下腿背側を走行する小伏在静

脈があり、静脈瘤はこれら２つに発生しや

すい。 

図③ 

No1

大伏在静脈 

大伏在静脈 
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浅（表在）静脈瘤の発生機序 

浅静脈（表在静脈） 

深部静脈と浅静脈は穿通枝（交通枝）と

いう静脈で連絡している。浅静脈から深

部静脈に血液が送られると通常は静脈弁

が閉鎖して浅静脈へは逆流しない。 

穿通枝（交通枝） 

長時間の立位や高齢による静脈壁の脆弱化 

筋肉の減少などにより静脈壁が拡張して静脈

弁閉鎖不全→逆流→静脈瘤となる。 

深部静脈 

大伏在静脈 

No2

深部静脈 

静

脈

瘤 

皮

膚

炎

を

併

発 

（
赤
い
部
分
）

痔も静脈瘤の一種。直腸静脈には静脈弁

は無いが血液がうっ滞して痔が出来る。 

肛門 

直腸 

内痔核

t

外痔核

t

肛
門
と
直
腸
は
左
図
黄
色
い
線
（
歯
状

線
）
で
分
か
れ
る
。
歯
状
線
よ
り
内
側
に

出
来
る
の
が
内
痔
核
。
外
側
に
出
来
る
の

が
外
痔
核
。

歯状線 

静脈瘤の治療 

治療としてはレーザー治療（下図参照）や静脈瘤の血管を引き抜く外科的処置（ストリッピング）

などがある。静脈瘤の部分に硬化剤を注入する方法もある。血管外科か皮膚科で行う。 

レーザ

ファイバー

レーザー

ファイバ

ー

挿入

ファイバー

挿入

①ファイバーを皮膚切開して挿入 ②先端部分まで挿入

③先端部分にレーザー照射。

ファイバーを抜きながら

レーザー照射していく。

④レーザー照射した静脈は

索状になり血液は流れない。 

索状になった静脈 

（血流は無い） 
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深部静脈血栓症と肺血栓塞栓症 No3

長時間の臥位、術後、同じ姿勢での座位などで静脈血流のうっ滞などにより 

静脈弁付近に血栓ができる。血栓が肺（肺動脈）に飛んで呼吸困難や失神、

時には死に至る病気が肺血栓塞栓症である。 血栓

静脈弁

付近

血栓は静脈弁付近に出来やすい。

血栓 

右室 
肺動脈 

（Mayo clinic HP より引用） 

右室から肺動脈→肺へ血液が送られるが（右図

参照）、肺動脈塞栓の程度により症状が異なる。 

※エコノミー（クラス）症候群という名称は適切でない。

※少し難しいが、深部静脈血栓の診断に血液検査で利用される Dダイマー、フィブリノーゲン、FDP、などについて解説する。）

（看護師の皆さんには参考になるかもしれない）。血液が固まるのには下に示すように色々な因子が作用する。13個の凝固因子

があり、ローマ字でⅠ～ⅩⅢと記載する。 

止血や凝固には上記の様に複雑な仕組みがあるが、最終的にはフィブリノーゲンがトロンビンの作用でフィブリンとなる。 

外傷では止血の際にフィブリンは重要であるが、一旦止血したら血餅（けっぺい；血の塊）は不要になるので、血餅を溶かす必要が 

ある。この働きをするのがプラスミンでフィブリンを分解する。深部静脈血栓症でも同じで血栓（フィブリン）を溶かすためにプラス

ミンが作用してフィブリンを分解する。この分解産物に Dダイマーがある。深部静脈血栓症ではこの Dダイマーが上昇する。他疾患で

も Dダイマーは上昇するが、Dダイマーが上昇していなければ深部静脈血栓症は、ほぼ否定される。

深部静脈血栓症ではフィブリノーゲンも増加する。また、この分解産物の一つに FDP（Fibrinogen Degradation Products;フィブリノ

ーゲン分解産物）があり、これも増加する。 

私の自費出版本（わかりや

すい病気の話＆人体解剖：

薬の基礎知識）の 387頁に

記載している図。 

当院待合室にもある。 

血液検査のプロトロンビン 

時間（PT）はフィブリノー

ゲンがフィブリンになるま

での時間を測定している。 

Ⅰ：フィブリノーゲン フィブリン
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止血と血栓溶解の話
文責 内科 大塚伸昭

N01 

出血したら早く血が固まった方が良いが、逆に脳梗塞や心筋梗塞では血管を詰まらせた血栓を早く溶解させた方

が良い。今回は凝固や血栓溶解について解説する。 

何故出血は止まるのか？ 

（イラスト原図は１２３RFより有料でダウンロード） 

①血管を収縮させて出血部位の

血流を減少させる

血管収縮血管収縮

血管 血管

何故血管が収縮するのか？ 

a)痛みによる交感神経刺激→α１受容体刺激

で血管収縮

b)アラキドン酸から作られるトロンボキサン A2

（TXA2)による血管収縮

（トロンボキサンの話は前回、鎮痛剤の話で解説した。HP｢大塚

先生の診察室パート２｣の講義スライド 52番を参照のこと。

血小板 

②血小板もトロンボキサン A2

（TXA2)を分泌させて血管収縮を

起こす。血小板が凝集して作られ

る血栓を一次血栓と呼ぶが

不安定で剥がれやすい！

フィブリン 

③フィブリン線維が

一次血栓を覆って

止血が完成する

（二次血栓）

出来上がった血栓（血餅）はどうやって溶ける？ 

血管

血管

血管
血栓 

プラスミンによって溶解する 

プラスミン（plasmin）は plasma(血漿)

に含まれる protein(蛋白質)から命名

されたと推測する。プラスミノーゲン

（plasminogen）はプラスミン(plasmin)

を産生する（gen）から命名。 

肝臓にあるプラスミノーゲンがプラスミンに変化する。血管内皮細胞から産生される

組織プラスミノーゲンアクチベーター；tPA(tissue Plasminogen Activator)が作用して 

この変化が起こる。 

この tPAを遺伝子組み換えで作ったアルテプラーゼという薬が心筋梗塞や脳梗塞

急性期の治療としても使用される。 

フィブリン線維が血小板や赤血球を覆っている

（フィブリンネット）イメージイラスト 

一次血栓を覆って 

フィブリン（fibrin）は繊維

（fiber）に由来する。 

（イラストは１２３RF より有料でダウンロード） 

プラスミノーゲン
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N02 凝固をもう少し勉強してみよう！ 

前頁で説明したように血栓（血餅）形成にはフィブリンが重要な働きをする。それでは体内では 

どのような経路でフィブリンは作られるのだろうか？ 

約 15個の凝固因子があり、発見された古い順からローマ数字が振られていて、例えばフィブリンノーゲンは最初

に発見されたので凝固因子Ⅰである。血友病 Aは 8番目の抗血友病因子（Ⅷ）が遺伝的に欠乏。（第Ⅵ因子は

欠番で無い）。下に凝固が起こるまでの段階を示す。凝固因子をローマ数字で示した。アラビア数字を()内に記載

した。

 
 組織の損傷（手を切るなど）から

始まる凝固経路を外因系と呼ぶ 
外因系 

組織が損傷される 

組織トロンボプラスチン（Ⅲ） 

 

活性化 

 

活性化（activate) 

された因子という意味 

 

活性化 

活

性

化 

Ⅻ（12) 

コラーゲンとの接触 

 Ⅶ（７） 

X（10） 

Ⅶa 

 

Ⅻa 

Ⅺ（11) 

活性化 

Ⅺa 

Ⅸ（9) 

内因系 

 Ⅸa 

活性化 

Ⅹ（10） Ⅹa 
Ⅹa 

活性化 

（外因系と内因系は共通のⅩ因子を活性化させるⅩa因子を産生する） 

された因子という意味

Ⅷa  Ⅷ（8）

～

トロンビン

活性化 

内因系でも共通のⅩa

因子が作られる 

プロトロンビン；Ⅱ（2）

プロトロンビンはⅡ（第 2因子）だが、 

プロトロンビンという名前で呼ぶ 

トロンビン（Ⅱa）

 Ⅴ（5）  Ⅴa 

活性化 

トロンビンはⅡ因子が活性化されたⅡa

だがトロンビンという名前で呼ばれる

フィブリノーゲン;Ⅰ（1）フィブリン(Ⅰa)
活性化

フィブリノーゲンが最初に発見された 

凝固因子でⅠだがフィブリノーゲンと

いう名称で呼ばれる 

フィブリンも第Ⅰ因子が活性化された 

Ⅰaだがフィブリンという名称で呼ばれる 

 ⅩⅢ（１３）  ⅩⅢa 

ヘパリンはトロンビンを不活化

させて抗凝固作用を示す

ローマ数字で記載される凝固因子はⅩⅢ（13）まであるが、第Ⅵ（6）という因子は無い。これは第 6因子が第 5

因子の活性化された物質という事が判明したため。第Ⅳ（4）因子はカルシウム（Ca²+）である。その他ローマ数

字に無い凝固因子にはフォン・ビルブランド因子やプリカリクレイン、高分子キニノゲンがある。 

最初に凝固因子として発見されたフィブリノーゲンは何と！1686年という古い年代にイタリアの医師マルピーギ

（解剖学者でもある）によって発見され、1847年にドイツ人医師ウイルヒョウがフィブリノーゲンと命名した。 

イケメン！

血友病 AはⅧが遺伝的に 

欠乏、低下 

トロンビン(thrombin)の名前は thrombus(血栓)に由来する。プロトロンビンのプロは前駆物質という意味。

活

性

化 

Ca 2+ 

Ca 2+ 

Ca 
2+

カルシウムはⅣ 

（第 4凝固因子） 

活性化

（2人とも高名な医師。マルピーギ小体（腎小体）やウイルヒョウリンパ節転移などは 2人の名前から命名） 

共

通

経

路 

ローマ数字の後に aの小文字が付いているのは（例えばⅧa）、活性化（activate）された事を示す。Ⅷ（第 8因

子）が活性化されたのがⅧa という事になる。 

(抗血友病因子)
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N03 ミミズが血栓を溶かす？

御存知の方も多いかと思うが、宮崎大学医学部生理学教室の美原恒（みはらひさし）教授が赤ミミズの 

血栓溶解作用を熱心に研究されてサプリまで作られた。 

ワーファリンなどのような抗凝固作用では無く、フィブリン（血栓）を溶解させる作用がある。脳梗塞や心筋梗塞治療

として利用されている tPA と同じ作用である。

（少々古い文献だが、三原先生が 2010年に脈管学第 50巻記念に特別寄稿された｢赤ミミズの酵素による血栓溶解作用｣は

ネットでも全文を無料で閲覧出来るので、興味ある方は御覧いただきたい。） 

現在もネット通販されている。サプリを何でも試してきた私だが、これは服用したことが無い。 

人間の尿にも血栓溶解作用がある！ 

尿を原料としたウロキナーゼは最初に開発された急性心筋梗塞の血栓溶解療法の治療薬。ウロキナーゼ 

（urokinase）は尿（urine）とキナーゼ（kinase）から命名。（キナーゼはリン酸化酵素） 

約 40 年前に宮崎県内で初めてウロキナーゼによる心臓カテーテルによる血栓溶解療法を開始したのは私が所属す

る宮崎大学第 1 内科の循環器グループ（ちょっと自慢）。大学病院で開始したが(最初の術者は私)、心筋梗塞患者さ

んが血栓溶解して冠動脈に血流が流れ始めた時に｢痛みが取れました！｣と言われた時には大変感動したのを今も鮮

明に覚えている。私もまだ若かったので心筋梗塞などの急患で自宅に電話がかかる(或いはポケットベルが鳴る;若

い人は知らないかも)と喜んで大学病院に足を運んだ。また、後輩の先生達と大学病院に何日間も泊まり込むのは

全く気にならなかった。今なら時間外労働も良いところだが、、。当然手当も付かないが何の不満も無かった。当然

の仕事だと考えていたので。今、そんな仕事をしていたら私が倒れてしまう！ 

焼酎などの酒類にも血栓溶解作用がある？ 

今迄解説してきたように、最終的に出来上がる血栓（フィブリン）を溶解させるのがプラスミンである。 

このプラスミンはプラスミノーゲンから作られ、この作用を活発化させるのがｔPA（tissue Plasminogen 

Activator）;組織プラスミノーゲンアクティベータ－である。 

この tPA(組織プラスミノーゲンアクティベータ)の放出を刺激する働きが焼酎などの酒類に存在する（血栓

溶解作用がある）事が医学文献でも報告されている。焼酎を飲酒しなくても香り（香気成分）だけでもｔPA の

産生促進効果があると報告された（日本アルコール薬物医学会誌、47．75－81，2012）。血小板凝集能抑制効果もあると報告。 

ｔPA（組織プラスミノーゲンアクティベータ）産生が最も強いと考えられるのが焼酎、次いで日本酒、ビール

の順となっていて飲酒しない人に比べていずれも産生が高くなると報告。日本醸造協会誌（醸協）の 2014

年に発行された第 100 巻第 3 号を読むと血栓溶解酵素への影響は焼酎飲酒者で最も高く非飲酒者の約

2.4倍高いとされている（グループ人数 62人）。日本酒が約 1.8倍、ビールが約 1.5倍となっている。 

日本酒 1 合換算の飲酒をする人の方が非飲酒者より長生きするという報告も多いが上記のような血栓

溶解作用や血小板凝集(血栓ができにくくなる)事なども影響しているかもしれない。 

ただし！以前も記載したが飲酒して顔が真っ赤になる人（酒を分解するアセトアルデヒド脱水素酵素

の働きが悪くアルコールの分解が悪い人）の毎日の飲酒は食道癌リスクを高めるので駄目！更に喫煙

をする人は数十倍～100 倍程度食道癌のリスクが高くなるのでもっと駄目！ 
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抗凝固作用を持つワ ーファリンなどは凝固経路のどこに作用するのか? I. N04 

掲示板掲載は前頁までだが、これ以降は医療従事者のためにもう少し詳しく解説する。

＼ 
① ワ ーファリンの作用部位 �

a... 
r 下図の6つの因子の活性化を阻害して抗凝固作用を示す。

トロンビン(II)と第7,9, 10, 11, 12番目の凝固因子(VIl,IX,X、XI.XIIの活性化

を阻害する（赤数字はビタミンK依存性）。

［ 内因系 ）
コラ ーゲン，との接触

血友病A Ill珊が退伝的lこ
欠乏、低下

トロンビン(II a)

共

通

経

路
竺三;J.

フィブリン(I a) 

活

性

化

「ヘバリンはトロンビンを不活化 l
I ＇させて抗凝固作用を示す ！ 

フィブリノ ーゲン； I (1)

ワ ーファリンが作用する上記の6つの凝固因子のうち、4つの因子II (2)、VII(7)、IX(9)、X(10)

は肝臓で合成されるがビタミンKが必要な凝固因子（蛋白）である。

＇※上の 4 つの凝固因子は痔 (2)で泣く(7,9)人(10)とでも覚えておくと良い

ワ ーファリンはビタミンKに拮抗する働きをして、 抗凝固作用を示す。納豆にはビタミンKが多く含まれている。

多量のビタミンKはワ ーファリンの作用を減弱させるため、 服用中は納豆を控えるように指示される。

I 
ワ ーファリンの目の敵にされる納豆だが、実は納豆以外にもビタミンKの多い食品は沢山ある（野菜類が多い）。

日本人のビタミンKの1日平均摂取量は約240µ(マイクロ）g(平成27年国民健康栄養調査） 。マイクロは10-6で

100万分の1 。ひきわり納豆は100g当たり約900µg、普通の納豆は100g当たり600µg含まれている。 納豆

以上に多いのはパセリ850µg、 シソ690µg、モロヘイヤ640µg(いずれも100g当たり） である。 ただ、 これらの

野菜を沢山は摂取しないので食べやすい納豆だけが目の敵にされるという事になるのだろう。その他の野菜で多

いのは春菊が460µgなど。小松菜、ほうれん草などにも多い。ワ ーファリン服用中の人は調べてみると良い。

• 
新生児ではビタミンK不足による頭蓋内出血が時に見られるためビタミンKシロップ投与が生後行われることがあ

るが、 成人のビタミンK不足の報告は少ない。尚、日本人の1日平均摂取量は上記のように240µgだが、日本人

の食事摂取基準では成人男女とも150µg摂取すれば可としている。
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抗凝固作用を持つ ワ ーファリンなどは凝固経路のどこに作用するのか？（続き） N05 

ワ ーファリン服用中によく調べるプロトロンビン時間(PT)とは何か？

（外因系と内因系は＃述のX因子を活性化させるX百因子を産生する）

, I � 叩［ じ:!:贔芦瓢芦:,t " 
PT(プロトロンビン時間）は患者血液に組織

トロンボプラスチンと Ca を加える。

［ 内因系 ］
コラ ー ゲン；との接触

血友病AlまI/IDが追伝的lこ
欠乏、低下

トロンビン(IIa)

ブロトロンピンは11渾2因子）だが、
ブロトロンピンとい沼前呵ぷ

PT(プロトロンビン時間）は患者血液に組織

トロンボプラスチンと Ca を加える。 干
[

[

[
JC

 
リブイフ

活

性

化

活性化
フィブリンも第1因子が活性化された
I aだがフィブリンという名称で呼ばれる

トロンピン1まn因子が活'I生化されたIla
だがトロンピンという名前で呼ばれる

-----. 
1ヘバリンはトロンピンを不活化！
！させて抗凝固（乍用を示す

フィブリノー ゲンが最初に発見された
凝固因子で1だがフィブリノ ー ゲンと
いう名称で呼ばれる

プロトロンビン時間 (PT)の検査では患者の血液（血漿）に組織トロンボプラスチンとca•+を加えてトロンビン

を生成させている。つまり上図の外因系凝固を人為的に起こさせていることになる。

このトロンビンによってフィブリノーゲンからフィブリンが作られる（凝固する）までの時間が PT(プロトロン

ビン時間） ということになる。
＇
マ

上図をみても分かるようにプロトロンビン時間に影響を与えるのは外因系因子のvn (7)、X(10)とV (5) 

プロトロンビン (II)、フィブリノーゲン(I)である。上図の紫の楕円で囲んだ因子。

' 
ワ ーファリンは上記の凝固因子のうちのII (2)、VII (7)因子に影響を与えているの でプロトロンビン時間

(PT)がワ ーファリン投与量の指標として用いられている。

プロトロンビン時間の正常値は11-13秒である。しかし、指標になりにくいことから患者のプロトロンビン時間(PT)

を試薬の正常なプロトロンビン時間で割り算した数値が指標として用いられている。これをPT-INR(Prothrombin

Time-International normalized Ratio; プロトロンビン時間国際標準比）と呼ぶ。例えばコントロールが11秒で凝固した

のに患者血液が22秒で凝固が延長していたとすると、22秒-;-11秒=2 となる。 つまり患者の凝固時間が2 倍

延長している、という事になる。

PT-INRを1. 6~2. 4とする事が多いが、ビタミンKの影響を受けることや脳出血のリスクがあることなどより次頁

で解説するが、新しい抗凝固薬もよく使用される。
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ワ ーファリン以外の抗凝固剤の阻害部位はどこか？ N06 

現在、ワ ーファリン以外では4種類の抗凝固薬がある。最初(2011年）に発売されたのがプラザキサ（ダビガ

トラン）でトロンビンを阻害する。それ以外の3種類の抗凝固薬はいずれもXaO舌性化された第10因子）

を阻害する。

（外因系ど内因系ば＃述のX因子を活性化させるXa因子を産生する）
［三l 租且線の損1笏（手を切るなど）から始まる凝固経跨を外因系狂乎ふ

祖緞が揖傷される

［ 内因系 ］ 
コラ ーゲン，との接触

血友病Alま暉が退伝的lこ
欠乏、低下

共

通

経

路

ブロトロンピンは11�2因子）だが、
ブロトロンピンとい沼前呵ぶ

は溢塁)�.
フィブリン(I a)

フィブリンも第I因子が活性化された
I a だがフィブリンという名称で呼ばれる

活

性

化

フィブリノ ーゲン； I (1)

最初に(2011年）に発売されたプラザキサ（ダビガト

ラン）は直接トロンビンを阻害する。

Xa(活性化された第11因子は外因系、内因系の凝固系統から共通に産生される因子である。この部位に

作用する抗凝固薬であり、以下の3種類がある。①イグザレルト（リバーロキサバン）②エリキュース（アピキ

サバン）③リクシアナ （エドキサバン）。販売薬品名の後の（）が一般名。

曼

私は販売薬品名の名称の付け方に興味があるので上記3種類の名前の由来を記載する。尚、「薬品名」と
「インタビューフォーム」をネットで検索すればインタビューフォーム中に薬品名称の由来が記載し てある。

① イグザレルトは第10番目の凝固因子(Xa)から作った造語で洋名がXaelto(イグザレルト）となっている。

② エリキュース(Eliquis) はエレガント(Elegant)な液体(liquid)からの造語。③リクシアナ(Lixiana)は信頼でき

る(Reliable) 第10番目の凝固因子(Xa)からの造語。

上記の4つの抗凝固薬はワ ーファリンのように納豆などビタミンKの多い食品摂取に気をつける必要が無い。

しかし 、ワ ーファリンのように PT(プロトロンビン時間）のような薬の効果を確認できる血液検査が無い（外因系と 内

因系に共通の因子をブロックするため）。し たがって実際の臨床の場では投与量設定が困難な場面も多いように感

じる（個人的な意見だが）。
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［ わかりやすい感染症の基礎知識 ） NO 1 

文責内科大塚伸昭

平成30年7月27日に院内で看護師やヘルパーの皆さん事務職など医療従事者を対象
にして院内で講義をした時の講演内容を紹介する。尚、この内容は私のHP「大塚先生の
診察室パート2」の講義スライドの下に黄色枠で囲んだ「わかりやすい感染症の基礎知識」
をクリックしても見る事が出来る。パワ ーポイントが必要で、スライドショ ーの形式で見ると
動きのあるスライドを見る事が出来る。抜粋して供覧する。

［細菌の大きさや形］

バクテリアはギリシャ語が語源で椙棒、杖と
いう意味。1829年に初めて使われた。

ITIT1で表現すればわかりやすいが、 本にはµm
（マイクロメ ー トル）単位で記載されている。

-6 

1/lOOOmm=JJ逗"-µ(マイクロ）は10 (100 万分の1)

スライド6枚目

細菌の繊毛（せんもう）

スライド8枚目

［肉眼ではどれくらい迄見えるのか？］
- -· -�-

0.03m 

0.05m 

0.07m 
0.1mm 

0.2mm 

私の髪の毛

0. 01 (1/100) mm

が見える限界

スライド7枚目

鞭毛は細菌が移動する時に働く

［細菌の鞭毛（べんもう）

ヽ
ン／

�(べんもう））

大腸菌（電子顕微鏡鏡写真）

スライド9枚目
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わかりやすい感染症の基礎知識 N02 

［細菌の鞭毛（べんもう）］
ピロリ菌の鞭毛

胃の幽門（ピロルス）に由来

細菌と人間（植物、動物）の細胞の違いは？

①細菌には細胞壁がある

三
ピロリ菌はヘリコバクター・こ旦L
(Helicobacter pylori)が正式名称だが、
ヘリコはヘリコプターのヘリコと同じ意味
鞭毛を回転させて運動する

細菌は一 個一 個が独立
して生きる必要がある。
→家の外壁と同じ。

スライド10枚目 スライド11枚目 (1)

細菌と人間（植物、動物）の細胞の違いは？

①細菌には細胞壁がある

細菌と人間（植物、動物）の細胞の違いは？

［②細菌にもDNA (核）はあるが核膜が無い。

例外としてマイコ プラ
ズマは細菌だが細胞壁

直亙〕

ペニシリンやセファロスポリン
系の抗生物質は細胞壁障害作用
で効力を発揮する。

三

箋
DNA (核）

原核細胞

核膜1 区亘五〗

‘⑤
スライド11枚目(2)

真核細胞

スライド12枚目 (1)

細菌と人間（植物、動物）の細胞の違いは? ) I[ 

［②細菌にもDNA (核）はあるが核膜が無い。 ］ 

細菌と人間（植物、動物）の細胞の違いは？

③蛋白を合成するリボソ ー ムは
細菌にもある。

� 

細菌のDNA合成を阻害する抗生物質が＿、＼ ー

、し 、
クフヒット（レホフロキサンン）など

三
翌

スライド12枚目 (2) スライド13枚目 (1)
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［ わかりやすい感染症の基礎知識 ） N03 

芽胞（がほう）で保護され
加熱に強い細菌もいる

｀芽胞

カレ ー やシチュー を保存した時に増殖
するウェルシュ菌（食中毒の原因）も
芽胞を形成する。

スライド13枚目(2) スライド14枚目

芽胞（がほう）で保護され
加熱に強い細菌もいる

ボツリヌス菌はラテン語のソ ー セ ー ジ
(Botulsu; ボツルス）から来ている。

カレ ー やシチュー を保存した時に増殖
するウェルシュ菌（食中毒の原因）も
芽胞を形成する。

細菌の増殖スピ ー ドは？

[ 20分で2個 l

[ 40分で4個 l

I 60分で8個 l

スライド15枚目 スライド16枚目(1)

ー

亨

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿

 

ご
：：

60分で8個にしかならない

畢

［そんなに増殖スピ ー ドは速くない？

増殖が遅く感じるのは最初だけ！

�JI三

細菌はネズミ算方式で増加する！

[ 1時間8個) [ 2時間16個) [ 3時間512個 l

0157は100個-1000個もあれば感染可能。
0157が1個でも付着していれば
→数時間後には感染リスクあり。

スライド16枚目(2) スライド16枚目(3)
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①球菌

［ わかりやすい感染症の基礎知識 ） N05 

竺

そうきゅう

球菌には双球菌（肺炎球菌など）
ゃ

グラム陽性球菌① ［双球菌の例（肺炎球菌）

，'ドウ球菌などがある

細胞壁
細胞壁の上に更に英膜（きょうまく）と
いう物質が覆つている

白血球に貪食（どんしょく）されにくい！

スライド21枚目(2) スライド22枚目(1)

グラ
ー
ム陽性球菌り［双球菌の例（肺炎球菌）］ グラム陽性球菌①［�

＇
、

い菌体の周囲が II l 肺炎球菌は人の口腔内や上気道常在菌）
白く抜けている言英膜

［中耳炎の3大原因菌の一 つ］

肺炎、蜂窯織炎、虫且A、髄膜炎など
全身の臓器感染の原因菌。

英膜の英はさやとも呼ぶ。 小児の肺炎、髄膜炎、菌血症の原因菌となる
さやエンドウ豆の英。 小児肺炎球菌ワクチンは定期予防接種。

スライド22枚目(2) スライド23枚目

［肺炎球菌によって起こる肺炎］

［ここで問題！成人の市中肺炎（病院外）の］
肺炎は肺炎球菌が何％か

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 (%) 

肺炎球菌

スライド24枚目 (1)

［肺炎球菌によって起こる肺炎）

成人の市中肺炎（病院外）の肺炎は肺炎球菌
が約25%。

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 (%) 

肺炎球菌

報告によって異なるが大体25%程度。

スライド24枚目 (2)
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［ わかりやすい感染症の基礎知識 ） N06 

［連鎖球菌）
グラム陽性球菌

．、 ． 

グラム陽性球菌②［化膿連鎖球菌で起こる病気］

丹毒（たんどく）や蜂禽織炎（ほうかしきえん）

f
表皮～真皮上層まで
の炎症が丹毒

［連鎖球菌には化膿連鎖球菌などがある。）

化膿連鎖球菌は人の鼻腔などの上気道
に常在する。

真皮下層～皮下組織
まで→蜂寓織炎

スライド26枚目 スライド27枚目(1)

グラム陽性球菌②［化膿連鎖球菌で起こる病気］

［丹毒（たんどく）や蜂窯織炎（ほうかしきえん））
丹毒の丹は赤いという意味。
牡丹（ぼたん）の花。

［叩直翠l

グラム陽性球菌② ［化膿連鎖球菌で起こる病気］

［壊死性筋膜炎］

病変（手足など）切断が必要なことも多い。

スライド27枚目(2)

劇症型A群溶血性連鎖球菌感染症

人喰いバクテリアと呼ばれる（溶血毒などの関与）

溶血毒は赤血球を溶血させるという意味。

スライド28枚目

グラム陽性球菌②
［化膿連鎖球菌で起こるその他の病気］

①小児咽頭炎の起因菌

［抗原抗体複合物質が腎糸球体に結合］

［ 急性糸球体腎炎 ）

グラム陽性球菌②
［化膿連鎖球菌で起こるその他の病気）

| 、
②溶連菌感染後に抗体産生 . --、

抗体が心鵬
ー

の
／
弁などと反1応月ご
抗生物質早期使用などで
リウマチ熱は激減

リウマチ熱による心臓弁膜症

スライド29枚目(1) スライド29枚目(2)
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わかりやすい感染症の基礎知識 N07 

［ブドウ球菌］

や

� 

f 
ゴふ— ��

や�/
賣�1,b_-

スライド30枚目

［黄色ブドウ球菌］
癒（せつ）

顔面に出来ると面庁（めんちょう） と呼ぶ

スライド31 枚目 (2)

グラム陽性球菌③［黄色ブドウ球菌 l
乾燥した状態で数ヶ月生存。塩分にも強い

（耐塩性）。酸素が^無<ても生きる。

幽

黄色ブドウ球菌は100℃で死滅。60℃では
30分加熱に耐える。

エンテロトキシン（毒素）は100℃30分加熱でも生存。

塩分濃度 10% でも発育可能！
梅干しを入れているから安心→間違い！

スライド32枚目 (2)

グラム陽性球菌③ ［黄色ブドウ球菌］

人の旦旦-鼻腔などの上気道、腸管、生殖器
に常在する。

［とびひ（伝染性膿痴疹））

スライド31枚目(1)

グラム陽性球菌③［黄色ブドウ球菌）

r,;- ' 

黄色ブドウ球菌増殖後数時間でエンテロトキシン産生

皮膚常在菌なのでおにぎりなど
でも感染。 ＠ 

食中毒は毒素型なので潜伏期は30分～数時間と短い。

スライド32枚目(1)

グラム陽性球菌③ ［黄色ブドウ球菌］

黄色ブドウ球菌はエンテロトキシン
以外にも様々な毒素を産生

1980年代女性のタンポン中で黄色ブドウ
球菌が増殖→毒素性ショック症候群 (TSS
=Toxic Shock Syndrome) 

スライド33枚目
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＇

ヽ

わかりやすい感染症の基礎知識

、

9-

NOB 

グラム陰性禅菌① ［レジオネラ］

1976年米国フィラデルフィアで現役を引退した
軍人さん達(Legion)の集まりで集団感染発生。

暴
ホテル屋上の冷却水のレジオネラ菌が原因。
200人が重症肺炎、29人が死亡。ホテル周辺
の通行客も犠牲。

日本語ではレジオネラは在郷軍人病。
現役を引退した軍人が、故郷に在住してい
て、戦いとなれば招集される。

スライド34枚目(1)

グラム陰性拝菌① ［レジオネラ］

1976年米国フィラデルフィアで現役を引退した
軍人さん達(Legion)の集まりで集団感染発生。

退役軍人 (Legion ; リ ー ジョン）の人達の病気
という事では趾叩n_a_i.J匡s'disease

暴

英語読クだとリ ージョネア

I 我が国では学溢ic予備自衛官）と呼ばれる人達I
スライド34枚目(2)

［レジオネラは宮崎県内でも集団発生した！）

平成14年、日向市サンパー ク温泉「舟出の湯」
患者数約300人、死者7人（現在迄最も死者数が多い）

原因は何だったのか？

①タンク内の湯の温度が低すぎた。
菌の死滅する60℃以下の55℃であった。

オ ー プンして、わずか2週間で閉鎖したが
約3万人もの人が利用した！

レジオネラ患者報告数は毎年増加！

患者数（人）
1800 

患者は50オ以上が約90%。

1000 

スライド35枚目

レジオネラ患者報告数は毎年増加了
―

l

患者数（人）
1800 

2007年-2016年の10年間で
10001 患者数約1万人、死亡196人

患者数は7月がピ ー クで
暑い時期が多い！

2000年 2005年2010年 2015年 2016年 2017年

2000年 2005年2010年 2015年 2016年 2017年

スライド36枚目(1)

レジオネラ集団感染は現在も発生！ ）

症生月 罷道府墾 施設 ・ 翌呈；d

2008年1月 兵庫 温泉施設 2 
2008年7月 岡山 高齢者福祉施設 2 
2009年9-10月 岐阜 ホテルの入浴設備 8 

2011年8-9月 神奈川 スポー ツクラブの
， 入浴設備

2012年11月 山形 旅館の入浴設備 3 

2012年11-12月 埼玉 温泉施設 ， 

2013年4月 .... 宮崎 高齢者福祉施設 ．

循環式浴槽 2 I 

�------------------------------------------------------------， 

2014年5月
2014年8月

埼玉
静岡

温泉施設
温泉施設

3
8

 
スライド36枚目(2) スライド37枚目(1)
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［ わかりやすい感染症の基礎知識 ） N09 

［レジオネラ集団感染は現在も発生！ ］ レジオネラはどんな細菌か？

高齢者は免疫力が低下→感染リスクが高い
レジオネラ感染者には糖尿病患者も多い。

［宮崎でも2013年4月、高齢者福祉施設�浴槽で2名患者発生

1

1

1

,

'
 

[
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ー

＿
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竺
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館

面
i

循一
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＿
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＿

玉

t―
 

直

年
-

―
埼

一
月5ごヰ

-

4

一

ー

1

0

-

2

｀

2012年11月
＿
3

2012年11-12月

2013年4月 宮崎

，

 

沼、湖、河川などの水や、
湿った土壌で生息。

水中で3ヶ月以上生息可能。
1年生息する例もある。

·し

アメーバなどの中で増殖。
藻類も増殖を促進。

.、ベペ

噸．：和 ・

--: コ
2014年8月 温泉施設 8

 

スライド37枚目(2)

レジオネラはどんな細菌か？

その特徴は何か？

［グラム陰性棒菌（かんきん）］

スライド38枚目(2)

スライド38枚目(1)

レジオネラはアメ ー バが貪食、増加する

アメ ー バが放出した
レジオネラ菌

アメ ー バは淡水や土壌にいるので
レジオネラは土壌でも生息（約6%)している。

スライド 39枚目(1)

［レジオネラはアメ ー バが貪食、増加する］

アメ ー バ(ameba)の語源はギリシャ語で
定まった形が無い、変化するという意味

スライド 39枚目 (2)

（このスライドはアメーバの動きを動画で示した）

家庭の浴槽の水を1日替えないだけで
レジオネラは増加する！

゜
゜
0 0 0 

0 0 
゜

0 0 0 
00 

しぶき；空気中の浮遊粒子 ,o�
O。。

o O。 ° 0 。

（エアロゾル）が感染源

＿
目
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［ わかりやすい感染症の基礎知識 ） NOJO 

［レジオネラ予防］

［ぬめりを作らせない！］

［ぬめり＝生体膜、バイオフィルム）

25℃ -43℃で発育。 36℃が至滴発育温度
PH は6. 9 土 0.5の範囲でしか増殖しない。

スライド41枚目(1)

［レジオネラ検出割合は高い］

陽性率

土壌 6. 3%

ウォッシャー液 9. 3%

冷却塔水 21. 8%

水たまり 47. 8%

（レジオネラコロニ ー が10fcu/100ml以上を陽性としている）

厚労省平成27年資料（レジオネラ症の最近の話題と傾向より改変引用）

スライド42枚目(1)

24時間循環式浴槽の欠点

浴槽

ポンプ

スライド43枚目(1)

［ 

［レジオネラ予防］

ぬめりがあると塩素系
消毒も届かない

I I 

25℃ -43℃で発育。 36℃が至滴発育温度
PHは6. 9 土 0.5の範囲でしか増殖しない。

スライド41枚目(2)

［レジオネラ検出割合は高い］

陽性率

6. 3%

ウォッシャー液 9. 3%

冷却塔水 1 21. 8%

ウインドウウォッシャー に水を使用
しない事！感染疑い例あり

厚労省平成27年資料（レジオネラ症の最近の話題と傾向より改変引用）

スライド42枚目(2)

24時間循環式浴槽の欠点

浴槽

1)加熱器温度不足（死滅する60℃以下）
によるレジオネラの増殖。

2)配管が古くなり
配管内でのレジオネラの増殖

スライド43枚目(2)
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［ わかりやすい感染症の基礎知識 ］ NOJJ 

24時間循環式浴槽の欠点）

•.'1.,L'9: り....__t'l-'l'a 

スライド43枚目 (3)

グラム陰性禅菌④［腸管出血性大腸菌（釘釘）］

私のお腹には0157
が住んでいます。

J

腸管出血性大腸菌は40種類ある

2007年の農水省全国調査(406農場、
2,436頭の牛）の約9%に0157が検出。

スライド47枚目

グラム陰性拝菌⑤ ［腸炎ビブリオ）

海水に生息、サルモネラと並んで食中毒の
大きな原因の一 つ。増殖には塩分が必要。

1-8%の食塩濃度で発育（好塩菌）

6-9月(8月がピ ーク）に患者数が多い。
海水温度15℃以下では発育が抑制。
20℃以上で発育するため。

海産魚介類からの感染。毒素型食中毒
なので潜伏期は6-12時間と短い。

スライド50枚目

グラム陰性拝菌③
（人上気道常在菌）卜］、；＇［

. ',- .

1800年代にインフルエンザ患者から分離。
電子顕微鏡が無く、インフルエンザ原因菌
として間違って命名！

小児へのヒブワクチンはB型インフルエンザ
拝菌に対する予防接種のこと。

且�emo曲且 _u.s_ Influenza B

(8型インフルエンザ拝菌）

スライド44枚目

［腸管出血性大腸菌co151) l 

［溶血性尿毒症症候群とは？）
／ 

腎臓にもべロ毒素
ベロ毒素I受容体が多い。

毛細血管を障害

腎臓

スライド49枚目

グラム陰性拝菌⑥ ［サルモネラ）

細菌の周囲に鞭毛を
持ち、運動性に富む

サルモネラは下水、河川
や鶏、牛、豚など家畜の
腸管内に生息する。

サルモネラの名前は発見した米国病理学者
Sa Iman (サルモン）に由来する。

スライド51枚目
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［ わかりやすい感染症の基礎知識 l N012 

［鶏卵のサルモネラ汚染について］
（農水省資料より抜粋）

調査期間 I 検査卵数 陽性率

卵：：身
［

硲［乞： I��;�; 五:: I (

2

l玲丑呈

1 卵殻は0.1%汚染(1000個に1個） I 
我が国では食物への放射線照射はされていない。］
ジャガイモの発芽防止照射のみが許可。

スライド 52 枚目

養鶏場のサルモネラ汚染について
（農水省食品安全委員会資料より引用）

2008年の中央卸売市場での調査では
鶏肉の30%がカンピロバクタ ー汚染

養鶏場のサルモネラ汚染について）
（農水省食品安全委員会資料より引用）

［鶏の糞を調査 (

2

007年） l 
½ 

338農場の70農場 (21 %)に
サルモネラ陽性の鶏

ー
生鶏肉は危険！

スライド 53 枚目 (1)

生鶏肉は危険！

スライド 53 枚目(2)

梅毒患者はここ数年で急激に増加

サルモネラやカンピロバクタ ー、
ウェルシュ菌は鶏、豚、牛の腸管

［これらの生肉には注意する必要がある。］

鶏肉など肉中心部が75℃以上 1 分
加熱する必要あり。

スライド 54 枚目

梅毒患者はここ数年で急激に増加
女

患者数（人）●男

5000 

2007年 2010年2013年 2015年2016年2017年

1000 
I .,...--・ ・ ・ ・ ・

2007年 2010年2013年 2015年2016年2017年

スライド 55 枚目 (1) スライド 55 枚目 (2)
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［ わかりやすい感染症の基礎知識 ） N013 

らせん型の細菌日国霊〕 らせん型の細菌 咄 ""CCJ

左巻き。体外では1-2時間しか生存できない。
免疫（抗体）は出来ない。何度でも罹患する。

梅毒などのらせん型細菌をスピロヘ ー タと
呼ぶ力溢出�c.b..e.虹と

らせん状の髪の毛

髪の毛に似ている “ 
スライド 56枚目(1)

梅毒の病名の由来は梅毒の，
初期硬結が楊梅（やまもも）に似ているので
楊梅癒（やまももそう）と呼ばれていたことから。

スライド 56枚目 (2)

［抗生物質の話（ペニシリンの開発） ］ 
ペニシリン発見のきっかけ

青カビの胞子
［培養していた青カビlr--: ―� --

培養していたブドウ球菌

［胞子の周囲のブドウ球菌が消えた！）

［抗生物質の話（ペニシリンの開発） ） 
ペニシリン発見のきっかけ

青カビの名前が Penhl I I um no ta tum
ペニシリウム

スライド 57枚目(1) スライド 57枚目 (2)

ペニシリンやセファロスポリン系抗生物質は
細胞壁合成を阻害する。

［抗生物質耐性菌の話 1 ( MRSAの話

...+ 
細胞壁
合成阻害

⇒
麟

破裂

［細菌は膨張して破裂してご臨終 !l
スライド58枚目

細菌の酵素ペニシリナ ー ゼでペニシリン
が分解

ペニシリン発見された1942年の翌年には、
耐性菌が出現！

MRSAに対してバンコマイシン1988年開発。
これにも耐性菌出現。

スライド 61枚目 (1)

［※ペニシリナーゼは fl (ベータ）ラクタマーゼの 一つ）
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［ わかりやすい感染症の基礎知識 ） N014 

［抗生物質耐性菌の話 1 [ MRSAの話

この耐性菌力』臨A
且」且ETHICILLIN I メチシリン）
且J.Res i stant ; 抵抗性）
�taphy I ococcus ; ブドウ球菌）

(Aureus ; 黄色）

［ペニシリン耐性菌は抗生物質を切断する! 1 

ーム夕クラ夕ど
HN

》。

MRSAに対してバンコマイシン1988年開発。
これにも耐性菌出現。

スライド61枚目(2)

ペニシリンなど の抗生物質には
/3 (ベータ）ラクタム環という結合がある。

スライド62枚目(1)

［ベータラクタム環を漫画チックに表現］ 抗生物質感受性試験について

ロ ロ

2.0 4.0 

8.0 16.0 32.0 64.0 

スライド62枚目(2)

抗生物質感受性試験について

細菌（例えば緑膿菌）をシャ ー レに滴下

シャ ー レに抗生物質（例えばメロペン）を
濃度を変えて上記のように用意する。

スライド63枚目(1)

抗生物質感受性試験について

8.0 16.0 32.0 

4.0 

64.0 8.0 16.0 32.0 

4.0 

L 邸gまでは緑膿菌が増殖するが、2. 0以上
では増殖しない。メロペンは有効と判断。

最小発育阻止濃度は2.0で感受性がある
（抗生物質が有効）ということで、

検査結果票にはS (Suscept i bi I i ty)と記載。

スライド63枚目(3)スライド63枚目(2)

抗生物質の有効性（感受性 ）がある かどうかの判断
となる濃度は各細菌や抗生物質によって異なる

上記検査法は最小発育濃度測定法(MIC測定）で
希釈法とも呼ばれる。ディスク拡散法もあるが、臨
床では一 般に上記検査が行われる事が多い。
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［ わかりやすい感染症の基礎知識 ） N015

三 玉
カビ、酵母、キノコ、白癬菌など ］ ［カビ、酵母、キノコ、白癬菌など
真菌は8万種類にも及ぶ 真菌は8万種類にも及ぶ

P \. \\ J II \ ノ 11 P

病原真菌は約400種類ある。 I 11� 病原真菌は約400種類ある。

スライド66枚目 (1) スライド66枚目(2)

[Mi] �
カビ、酵母、キノコ、白癬菌など
真菌は8万種類にも及ぶ

酵母から出芽して増殖
するタイプがある。

病原真菌は約400種類ある。
＇
／
|
＇

-’1
 

ヽ

r

9

酵母は味噌、醤油、酒
作りにも利用される。

病原真菌は約400種類ある。 ［ 

スライド66枚目 (3) スライド66枚目(4)

真菌症①［白癬（糸状菌）］
• r 

患部の皮膚などから採取して、

顕微鏡写真で観察、 診断する

頭に白い雲がかかっているように
見えるのでしらくもと呼ばれる。

真菌症①［白癬（糸状菌））

［白癬の 一 般的な呼び名）

堕垣正一►LJ叫

体部白癬） .... � 

昇-�
スライド67枚目(1) スライド67枚目(2)
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［ わかりやすい感染症の基礎知識 ） N016 

［何故水虫という病名がついたか？］

江戸時代、田んぼ仕事で白癬に罹患。
水の中の虫が原因だと誤解。
白癬を水虫と呼んだのが始まり。

- '[タムシは田んぼの虫 ）

［水虫は水の中の虫が原因だと考えた］

スライド 68枚目

真菌③ ［クリプトコッカスl
クリプトコッカスは免疫力低下時に肺炎や
髄膜炎を発症させる真菌。

スライド 70枚目(1)

真菌③ ［クリプトコッカス］

真菌症②［カンジダ）

:�[食道カンジダ］

日和見感染で内臓臓器などにも
病変が及ぶのを深在性真菌症と
呼ぶ。

スライド 69枚目

真菌③ ［クリプトコッカス］

［クリプトコッカスは鳩（鳥）の糞で増殖する。）

［何故、ハトの糞で増殖するのか？）

� 

スライド 70枚目 (2)

真菌③ ［クリプトコッカス）

｛鳩は砂や小石を食べて消化の助けとする］

鳥には砂嚢がある。砂や石で食べ物を
すりつぶす。

食べた小石にクリプトコッカスが付着

［クリプトコッカスは土に存在する。 ］

何故、ハトの糞で増殖するのか？］

四

ふトヽ

鳩の糞にクリプトコッカス
糞には窒素が含まれる

鳩糞の窒素（窒素は肥料にも使用さ れる）
でクリプトコッカスが増殖して いく。

スライド 70枚目(3)
砂嚢（さのう）は焼き鳥屋で砂肝として提供
されている。砂肝（すなぎも）は肝臓では無い。

スライド 70枚目(4)
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［ わかりやすい感染症の基礎知識 ） N017 

鳩はオウム病の原因ともなる）
ー .- ニ:...- I / 

オウム病という名前だが
総ての鳥がクラミジアを
保有している。

鳩はオウム病の原因ともなる］
. . �-- I/ 

オウム病という名前だが
総ての鳥がクラミジアを
保有している。

クラミジアと呼ばれる小型細菌が原因

• 

クラミジアと呼ばれる小型細菌が原因

＇ 
本来ならオウム病では無く鳥病とすべき病名。
鳥にも人間にも感染→人畜共通感染症と呼ぶ。

肺炎の形で発症する事が多い。 2006-2017年
までの11年間で129症例の報告あり。

スライド71枚目 (1) スライド71枚目 (2)

頂
［①トキソプラズマ）

原虫はアメ ー バなど約6万5千種類いる。
人体に寄生して病気を起こすのは約40種類

妊娠中に注意すべき疾患。妊娠3ヶ月以前の
感染では流産。

それ以降は水頭症など先天性トキソプラズマ
の原因となる。

原虫 ［ トキソプラズマ）

猫の糞や、生豚肉摂取などにより感染する

スライド72枚目

通常は感染しても無症状（不顕性感染）。
免疫力低下時には後天性トキソプラズマ。

スライド73枚目(1)

原虫 ［ トキソプラズマ ）

2002-2011年の10年間の先天性トキソ
プラズマ報告数は約30例と少ないが、

，

 
トキソプラズマ

猫などの小腸で増殖。猫の糞などに含有。

［汚染された土壌→豚、山羊などに感染）

スライド73枚目(2)

宮崎県内1997 年から 8年間の約4500人の
妊婦調査で妊娠中にトキソプラズマ抗体が
陰性→陽性は0. 25%。つまり妊娠中に感染
した例が1000人に2.5人の割合でいる。

スライド74枚目 (1)
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＇

ヽ

わかりやすい感染症の基礎知識
、

ヽ
N019 

［ノロウイルス感染症］

［症状回復後も3-7日間はウイルス排泄が続く。］

約50% は不顕性感染！
（感染しても半数は症状が出ない！）

［アニサキスについて）

1 オキアミ

不顕性感染率が高い事が調理者からの
2 次感染を高くする原因となる

感染性は非常に強い。
10-100個のウイルスで感染が成立する！

1年間の患者数は
約9, 000-1 万8千人(2010-2014年）

アニサキスは鯨やイルカの腸管に
寄生する回虫の一種。

［オキアミが鯨やイルカの糞を食べる）

［サバやアジなどがオキアミを食べる。 ） 

スライド78枚目 スライド79枚目(1)

スーパー がら買ってきたアジ
内臓を皿などに取り出す。
ピンセットなどで腸を裂く。
しばらく様子を見る。

三

予

キス

巨

①魚はまな板に出したらすぐさばく。
②調理した内臓はすぐに捨てる。
③まな板も念のため 一 度洗う事。

スライド 80枚目 (1) スライド 80枚目 (2)

［アニサキスについて］

サバやアジなどがオキアミを食べる。
アニサキスは腸内に必ずいるが、時に
魚肉にまで侵入する。

魚が生きている時に魚肉に移動するのは
少なく、魚の死後腸内→肉へ移動する。

冷凍 (-20℃以下で24時間）で死滅。
遠洋冷凍マグロなどにはいないはず。

スライド 80枚目 (3)
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［ わかりやすい感染症の基礎知識 ） 

以前、 鹿児島大学医学部は鶴丸城跡に
建てられていた！私も学んだ場所。

以前、 鹿児島大学医学部は鶴丸城跡に
建てられていた！私も学んだ場所。

スライド81枚目(1)

スライド81枚目(2)

スライド82枚目（最後のスライド）

N020 
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スギ花粉症などアレルギーの話

平成30年2月19日記載 文責 内科 大塚伸昭 

今年もスギ花粉が飛散する季節になりました。私自身も 30才頃からスギ花粉症です。最近は年をとってきて免疫力も

低下しているせいか？花粉症の症状は軽くなっていますが、抗アレルギー剤は服用します。また、エビ、蟹などの甲殻

アレルギーでもありますが、これは釣りの餌になるオキアミ（エビのような形）を触るようになってからです。 

釣りをする人なら御存知かと思いますが左図がオキアミ。初めは触ると痒みが出ただけでしたが、そのうち

に皮膚がかぶれて剥離するようになりました。オキアミの成分が皮膚から吸収されて血中で抗体が出来たた

めに、その数年後に今迄全くエビを食べてもアレルギーは出なかったのに蕁麻疹が全身に出現しました。 オキアミ 

このような形のアレルギーは以前問題になった｢茶のしずく石けん｣でもみられます。石けんに小麦粉の成分

が含まれていたために皮膚（傷ついたりした部分）や眼、鼻などの粘膜から吸収して小麦に対するアレルギ

ーが出現したと考えられます。小麦の入った食品を食べて重篤なアレルギーが出現した方もいます。 

スギ花粉症に無関係の人は山のスギの色の変化など余り気にしないかもしれませんが

私のような花粉症の人間は冬の寒い季節から変わりゆく茶色の山々を見ると少々憂鬱

になります。今年は早くから茶色が濃いので宮崎県内では花粉飛散量も多いかという

気がします。 

御存知の方も多いかと思いますが、スギやヒノキの雄花、雌花は夏に作られます。 

このうち花粉を飛散させるのは雄花（左図赤楕円   ）です。雄花は晴れた天気が

多く（雨量が少ない）暑い夏ほど成長します。今年の宮崎県は夏は小雨、猛暑だった

ので個人的には花粉量は多いような気がしますが、気象協会の宮崎の予想は例年の 

110～150％（やや多い）程度のようです。 
ぎっしり花粉が詰まった雄花 

１つの雄花から４０万個

の花粉が飛散！ 

拡大 鱗片が開くと左図のように黄色い花粉の 

沢山入った袋から花粉が飛散する！ 

花粉が入った袋を葯（やく）と呼ぶ 

黄色い花粉飛散は遠くからも見える！ 

雄花は鱗（うろこ）のような鱗片（りんぺん）に覆われている 

左図がスギ花粉。トゲが沢山ある。スギ１個の

花粉の大きさは0.03mm。 ちなみに大腸菌の

大きさは１/1000mm程度。余談だがPM2.5は

2.5/1000mm。PM2.5のPMとはParticulate 

Matter(粒子状物質)の略。 

スギが茶色になるのは紅葉のためでもあります。冬に茶色になるのを紅葉と呼ぶ

のもおかしな話ですが、左写真の様にスギの葉全体が茶色くなるらしいです。 

この季節に私はスギの木の近くに寄りつけないので花粉症で無い方は見てきて 

私に教えてください（笑）。 

上は雌花 

No1 
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スギ花粉症対策やアレルギー発症のメカニズムについて

花粉症の薬以外の対策はマスク着用や枠の付いたメガネがありますが、あまり効果は期待出来ません。  

左写真のようなメガネは私も購入しましたが、隙間から花粉は侵入します。以前バイク

に乗っていた時のゴーグルを使用したことがありますが、これは効果的でした。但し、

日常生活で使用するにはちょっと恥ずかしいですね。マスクも N95程度でないと実際に

花粉をブロックするのは難しいです。マスク周辺から花粉が侵入するので。 

花粉を吸い込む空気清浄機など宣伝していますが、部屋全体を正常化するのは無理です。以前購入したこと

がありますが効果無しでした。洗濯物、布団は外に干さず、寝室は花粉症の季節は窓は一度も開けません。

帰宅したら衣服に付いた花粉を払うなどと言いますが、効果はそれほど期待できません。また、鼻水が出る

のだから水分を制限した方が良いなどといった誤った情報をネットで見かけますが、水分摂取とは全く関係

ありません。医師の中にもこのような事を言う人がいますが、これは花粉症に罹患したことが無いから病気

のことがわからないのです。ただし、お酒は鼻咽腔血管拡張（鼻粘膜の腫脹）する事などで花粉症はひどく

なります（これは私がお酒を飲むので良く分かります；笑）。 

アレルギー発症のメカニズム

アレルギーには花粉症のように直ちに反応が起こるⅠ型（即時型）やツベルクリン反応や接触性皮膚炎の

ようなⅣ型（遅延型）まで４種類があります。Ⅰ型はヒスタミンやセロトニンなどの化学物質による反応

でハチに刺されたり、薬物などで起こるアナフィラキシーショックなどが含まれます。 

スギ花粉 

（抗原；アレルゲン） 

IgE抗体 

花粉が体内に侵入するとIｇE抗体（スギ花粉に対する抗体）が出来ます。 

花粉症で無い人にはこの抗体が出来ません。ワクチン接種時の抗体は体の免疫

を高めるので有用ですが、スギ花粉症の場合には不要な悪さをする抗体です。 

症状が軽く花粉症か確認したい場合は血中のスギ抗体を調べれば分かります。 

免疫細胞 
(マスト細胞) 

IｇE抗体が免疫細胞（マスト細胞）と結合 

免疫細胞 
(マスト細胞) 

ヒスタミンやセロトニン 

などの化学物質が放出（脱顆粒） 

IｇE抗体が免疫細胞（マスト細胞）と

結合するとヒスタミンやセロトニンが

放出 

花粉が体内に入ると 

IｇE抗体が働く！ 

（敵が攻撃してきた！と考える） 

IgE抗体 

マスト細胞がIgE抗体と結合してヒスタミン 

以外にロイコトリエンなど多数の化学物質を

産生する 

ヒスタミン等の化学物質が粘液分泌（鼻汁） 

血管透過性亢進、平滑筋収縮（気管支平滑筋

収縮による呼吸困難など）、血管拡張などを

起こす。 

血管拡張によりハチ刺傷のアナフィラキシー

ショックでは血圧低下が起こる 

No 2 

※スギ花粉ではアナフィラキシーショックは起こりません
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No3 
花粉症の治療薬について

私自身が花粉症なので、自分の治療経験から薬の解説をします。宮崎県ではスギ花粉はバレンタインデーの

2月14日頃から飛散し始める事が多く、今年も2月19日現在少し花粉が飛散しています。3月末～4月初

め頃まで飛散は続きます。スギとヒノキの花粉は蛋白質の構造が似ているのでスギ花粉症の人はヒノキにも

アレルギーのある人がいます。ヒノキは宮崎では3月末頃から飛散し始めるので4月～5月迄症状が持続す

る人はヒノキ花粉症の可能性があります。 

医薬品以外の治療法について 

今迄話題になった治療法（甜茶など）は総て試しましたが効果は期待出来ません。乳酸菌製剤が効果がある

というニュースを見ますが、これも疑わしいです。スギ花粉飛散が少ない年がありますので、このような年

に試して効果があったと勘違いする人もいます。 

点眼薬 

スギ花粉症は眼が痒くなり、眼瞼周囲の皮膚も赤くなることがあります。内服薬と同様の抗ヒスタミン効果

や化学物質抑制をうたった点眼は多く販売されていますが、点眼薬単独では効果は余り期待出来ません。 

てんちゃ 

点鼻薬 

点鼻薬も多数販売されていますが、これも単独使用での効果は余り期待出来ません。また、点鼻薬によっては

使用後に逆に症状が悪化することもあり、注意が必要です。鼻の入り口付近に塗布するタイプもありミントの

成分が入った商品もあります。鼻がスーッとして気持ちが良いので私は時々使用します。ただ、CMのように花

粉を鼻の入り口でブロックするというのは無理でしょう。 

内服する抗アレルギー薬 

やはり基本的には抗アレルギー薬服用が良いと思います。私自身が35年前から総ての抗アレルギー薬を試し

てきましたが、最近は眠気の少ない製品もあり効果も期待出来ます。病院で使用されていた薬が一般の薬局で

も販売されておりアレグラ、アレジオンなどがあります。私自身は1日1回の服用のアレジオン(20mg)を一般

の薬局で購入しています（CM料を製薬会社からもらっているわけではありませんが；笑）。私は2月初めから 

服用し始めました。宮崎ではこの時期程度から服用開始しても良いような気がします。 

アレグラを一般の薬局で購入すると、１錠当たりの値段は病院で処方されるジェネリックより高くなるような

気がするかもしれませんが、病院では初診料（再診料）や調剤料など加算されるので一回購入する場合は殆ど

変わらないと思います。アレジオンは逆に一般の薬局で購入した方が安いようです。 

アレグラ（フェキソフェナジン）やアレジオン（エピナス塩酸塩）にはヒスタミン受容体（H1）拮抗作用など

があり、以前の薬に比べて症状緩和率が高くなっています。効果が無い場合には別の抗アレルギー薬を試して

も良いと思います（個人差があるので）。それでも効果が無い場合は第一世代の抗ヒスタミン薬を服用すると

良いと思います。ポララミン（クロルフェニラミンマレイン酸塩）などは効果があると思いますが、残念な事

に眠気やだるさが出ます。私はアレグラやアレジオンが発売される前には抗ヒスタミン薬を眠前に1/2、或い

は1/4に自分で分割して服用していました。 

抗アレルギー薬服用でも効果が無い場合 

根本的治療の舌下療法 

スギエキス舌下療法は長期間医療機関を受診する必要があり、完全に薬が不要になる率は30％程度。症状緩和

する（薬の量が減るなど）率は70～80％程度はあります。また、私のような高齢者には期待出来ません。 

若い方で症状がひどい人は試しても良いかもしれません。 
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スギ花粉症やアレルギーと治療薬の話 
文責 内科 大塚伸昭 

N０１ 

私自身３０年以上スギ花粉症、エビや蟹など甲殻アレルギーで抗アレルギー薬は総て試してきた。アレルギーには

B,T細胞などのリンパ球、肥満（マスト）細胞など血液の細胞が関与するので、まず血液の基礎知識から解説する。 

胎児の血液は２ヶ月以後は主に肝臓で作られる。 

（２ヶ月までは卵黄嚢で作られ、以後肝臓、脾臓で血液は作られるが肝臓での造血の割合が多い）

子宮 卵黄嚢

小児では全身の骨で造血が行われる（肉眼的に赤く見えるので赤色髄と呼ばれる）。 

５０才前後になると約５０％は脂肪細胞に置き換わり（黄色く見えるので黄色髄）、造血は左図の赤く 

塗った部分に限られてくる。 

年を取ってくると、、。 

（青年期以降は上下肢末端から次第に造血が止まり黄色髄へと変化する。） 

骨髄穿刺や生検は左図のように腸骨稜から行う。 

骨髄内部 

イメージイラスト

※末梢血に異常な（未熟）白血球などが見られて白血病

など疑われる時などに骨髄穿刺が行われる。

私が県病院で研修医（約４０年前！）の時にも骨髄穿刺を１０回程度

したが、当時は胸骨穿刺をしていた。 

（穿刺針が胸骨貫通→心タンポナーデ事故などあり、現在は腸骨から穿刺する）

上写真２枚は骨髄穿刺針だがストッパーがあり、

深さを調節でき、穿刺しすぎるのを防げる。

血液は血球と血漿から構成される。下図は抗凝固剤を入れて遠心分離した場合。 

（イラスト原図は１２３RFから有料でダウンロード）

血漿

白血球と 

血小板 

血小板 

血小板 

血漿 
５０～６０％ 

赤血球 
４０～５０％ 

血球（血小板と白血球と

赤血球） 

白血球 

白血球 

赤血球 

赤血球 

好中球 好酸球 

好塩基球 リンパ球

単球 

フ

ィ

ブ

リ

ノ

｜

ゲ

ン

な

ど

の

凝

固

因

子

が

含

ま

れ

る

な

ど

の 

凝

固

因

子

を

含

む

（抗凝固剤には EDTA,ヘパリン、クエン酸ナトリウムなどがある）

血餅 

血清 

血清 

血餅 

抗凝固剤を入れずに放置すると、、。 

凝固因子が働き 

フィブリン→血餅 

が形成。 

血球成分を全く 

含まない血清が 

分離される。 

血清と血漿はどう違うのか？ 

血清にはフィブリノーゲンや幾つか

の凝固因子が含まれない。 

凝固反応が起こり血餅が出来る過

程で血小板からカリウムが漏出→ 

血清のカリウムが血漿より高い。 

（イラストは１２３RFから有料でダウンロード）

血漿量は体重の約５％、体重 

６０kgの人なら約３リットル

（アルブミン、イオンなどを含む）

血液の比重は約 1.05,全血液量は体重の約 1/13(8%)。体重 50㎏なら約 4ℓが血液量 

血清のカリウムが血漿より高い。

25～40％ 

1％以下 

99％ 

血球の殆どを赤血球が占める→血球の割合をヘマトクリットと呼び貧血の指標となる 

ヘマトクリット（Hematocrit）の Hemato（ヘマト）はギリシャ語が語源の haima(血液)に由来。crit(クリット)は同じくギリシャ語が語源で 

判断するという意味の kritēs。 つまりヘマトクリットは血液（貧血の有無）を判断する検査という意味。 

（細菌貪食など）

（凝固過程で消費される血糖は血清では

逆に低くなる。正常者の血液を抗凝固剤

無しで放置すると 2時間後の血糖値は約

20mg/dl低下する。）
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N０２ 

（イラスト原図は１２３RFから有料でダウンロード）

血液は骨髄の共通の幹細胞から分岐して作られる 

多能性幹細胞 

骨髄系幹細胞 

リンパ系

リンパ系幹細胞

B細胞 T細胞 NK細胞 

T細胞の Tは Thymus（胸腺） 

NK細胞＝Natural Killer細胞 

B細胞の Bは鳥類の血液を

成熟させるファブリキウス嚢 

（Bursa of Fabricius）に由来

する。人にファブリキウス嚢

は無い。 

骨髄系 

マスト細胞 

（肥満細胞） 

網状赤血球 

赤血球 

巨核芽球 

血小板 

赤芽球 

巨核球 

単芽球 

マクロファージ

骨髄芽球 

好中球 好酸球 好塩基球 

樹状細胞 

単球 

アレルギー症状はどうして起こるのか？（スギ花粉症を例に解説する）

スギ花粉 

スギ花粉飛散

樹状細胞 
樹状細胞という細胞がスギ花粉の情報

を分析する 

所属リンパ節（営業所） 

樹状細胞 

樹状細胞は所属リンパ節（会社なら近くの営業所

みたいな感じ）にもどり情報を T細胞に伝達 

T細胞 
T細胞 B細胞 

T→B細胞へ情報伝達 

IgE抗体を産生 

スギ花粉には注意したほうが良いわよ！ 

（抗原）

マスト細胞 

（肥満細胞） 

受容体 

IgE抗体

を産生
スギ花粉（抗原）

IgE抗体はマスト細胞（肥満細

胞）と結合。スギ花粉が飛散

してくると｢異物だ！｣と判断し

てヒスタミン、プロスタグラン

ジン、ロイコトリエンなどの物

質を分泌する。 

ヒスタミンなど

（イラスト原図は１２３RFから有料でダウンロード）

IgE 

T 

細

胞 

B 

細

胞 

（約 70％） （約 20％） （約 10％）

マスト細胞（肥満細胞）

電顕写真

マスト細胞という名前の由来は？

上記電顕写真のように沢山の顆粒が見える。初め

て報告したドイツ人パウエルがこの様子が mast( 

木の実）があるように見えたので mast cell と命名。 

日本語の肥満細胞も妙な名前だが沢山顆粒があっ

て細胞が肥満したように見えるから？ 

（ちなみにmast cell のmastは船のマストと同じ綴り）

（樹状細胞やマクロ

ファージは抗原提示

細胞と呼ばれる）

（マクロファージのファージは貪食するという意味。ファージ（phage) 

の語源 はギリシャ語のφάγος で食べる人の意味がある。 

（ヒスタミンなどの話は後で解説する）

IgE抗体の Igは(Immunoglobulins）で免疫グロブリンのこと。IgE抗体が産生

されておこるアレルギーはすぐに反応が起こる(スギ花粉→鼻水)ので、 

即時型アレルギー（Ⅰ型アレルギー）と呼ばれる。 

 脱顆粒 

（IgE 抗体がマスト細胞の受容体に結合

すると感作が成立した、と呼ばれる。

（IL-4,IL-13）

（ naiveT→ Th2

細胞へ分化）
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薬品名 薬価 備考 

アレグラ（先発） 30mg 45.4 円 60mg の薬価は 57.4 円 

フェキソフェナジン（後発）30ｍｇ 9.9 円～23.4 円 60mg の薬価は 23.2 円～30 円 

アレジオン（先発）10ｍｇ 70.5 円 20mg の薬価は 89.5 円 

エピナスチン塩酸塩（後発）10ｍｇ 25.7 円～49.4 円 20mg の薬価は 35.7 円～85.2 円 

N０3 抗アレルギー薬について 

以前の抗アレルギー(抗ヒスタミン）薬は眠くなる事が多かった。何故？ 

第 1世代と呼ばれる最初の抗ヒスタミン薬は視床下部の覚醒中枢(後部視床下部の結節乳頭核） 
を抑制→眠気がきた。ヒスタミンは H1と H2の２種類あるが、脳の H1受容体ブロックが眠気を誘う。 

現在良く使用されている第 2（3）世代のフェキソフェナジン（アレグラ）は眠気が少ない。これは脳への血液移行が少なく、

脳の H1受容体ブロックする割合が低いため。エピナスチン塩酸塩（アレジオン）も第２（３）世代の薬。どちらも私は服用し

たが効果に差は無かった。アレジオンは１日 1回服用なので現在はスギ花粉症の時期は内服している。 

第 1世代抗ヒスタミン薬にはレスタミン(内服が現在もあるがレスタミンコーワ軟膏もある）などがある。 

ちなみにレスタミン（Restamine)の名前は Resistant(抵抗する） Histamine(ヒスタミン）でヒスタミン

に抵抗するという意味で命名された(インタビューフォームより）。 

（乗り物酔いのトラベルミンにもレスタミンの成分のジフェンヒドラミンが含まれているので眠くなる事がある。） 

（ちなみに 2018年 2月に行われた日経メディカルの医師へのアンケートでは処方 1位はフェキソフェナジンで約 30％、2位がエピナスチン塩酸塩で

約 16％、3位がザイザルの約 15％の処方であった） ※ザイザルも私は服用したことがあるが、かなり眠気があった。 

（後でまた解説するが、これらの薬には H1受容体ブロック作用の他にもロイコトリエンと呼ばれるアレルギー物質の遊離抑制作用やロイコトリエン

受容体拮抗作用や好酸球遊走抑制作用などがある） 

H2受容体は胃だけで無く皮膚血管にも約 15％存在する。H2受容体ブロッカー（ファモチジンなど）を使用すると皮膚血管

から分泌されるヒスタミンをブロックしてアレルギーにも効果が期待できる？（ただし、抗ヒスタミン薬との併用として使用） 

ヒスタミン受容体には H1～H4まである。H2受容体は胃などにあり、ヒスタミンが結合して胃酸が分泌される。H2受容体

をブロックする薬がファモチジン（ガスター）である。ところが、このファモチジンをアレルギーに使用することがある。何故？ 

肥満細胞 

 抗原 

 ヒスタミン 

ヒスタミンが H2受容体と結合

H2受容体をブロックすると胃酸分泌

が抑制→胃潰瘍、胃炎に使用される 

（現在は胃酸抑制効果が強いタケプロンなどのプロトン

ポンプ阻害剤が使用されることが多い。 

皮膚などにも H2受容体が少しある。 

H2ブロックはアレルギーにも効果がある？ 

胃には H2受容体があり 

ヒスタミンが結合すると

胃液（胃酸）が分泌される 

ヒスタミンやロイコトリエンは毛細血管を拡張させる。スギ花粉症で

は鼻の血管拡張は鼻閉の原因となる。毛細血管拡張は血管内皮

細胞の間隙を広げ血管外に浸出液が漏出する。

 気管支 

 肺胞 

気管支には H1受容体がありヒスタミンの結合で気管支が収縮して

喘息の原因となることがある。スギ花粉症患者の喘息合併は希。 

ただし、喘息患者の約 30％はスギ花粉が症状悪化の誘因となる 
（アレルギー51；565-570,2002)

（私は H2ブロッカーを併用して服用したことは無いが、症状が強い時に一度試してみようかと考えている） 

ヒスタミンが血管拡張→血管から

漏出する浸出液→皮膚膨疹

ヒスタミンの知覚神経刺激→痒み

（掲示板掲載はここまで） 

（イラスト原図は１２３RFから有料でダウンロード）
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即時型（Ⅰ型）アレルギーの重症型であるアナフィラキシーショックについて 

スギ花粉そのものによるアナフィラキシーショックの症例報告は無い（文献も調べてみたが）。しかし、スギ花粉症患者が

トマトジュースを飲んで口腔アレルギーを発症したケースが 2003年に報告されている。花粉に対する抗体が他の食物と

反応する例として果物、野菜類も報告されていて、最近花粉症患者の口腔アレルギー合併が注目されている。

食物アレルギーでは小麦などがよく知られていて、学校給食によるアナフィラキシーショックによる死亡例もある。主な原因

は血管拡張、血管外への血漿流出などによる循環障害である。直ちにアドレナリン投与が必要となる。s 

エビは食物によるアナフィラキシーショックを起こす原因の第 6位、蟹は第 13位である（平成 17年調査）。甲殻類のアレルギー

原因物質はトロポミオシンという蛋白質。どんな働きをしているか？というと筋肉の収縮を妨げているアミノ酸。 

（一寸脱線して、私のエビ、蟹などの甲殻アレルギーについて） 

（筋肉の収縮はどうして起こるかを習った人もいるかと思うが 

太い筋繊維のミオシンの間に細い筋繊維のアクチンが入り込む） 

ミオシン ミオシン
筋肉の収縮

ミオシン （トロポミオシンは細いアクチン

繊維に絡んでいて収縮を妨げて

いる！） 

エビと蟹はトロポミオシンのアミノ酸配列が似ているのでエビにアレルギーがある人は蟹も駄目、という人が多い。甲殻類

アレルギーの人はイカ、蛸などの軟体動物にもアレルギーのある人がいる。これはトロポミオシンのアミノ酸配列の類似

性が約 60％あるため。その他サザエなどの巻き貝、ホタテなどの 2枚貝も同じくトロポミオシンがある。

私は甲殻アレルギーだが、ハウスダストにもアレルギーがある（床をモップで拭かれても症状が出る）。何故か？

ハウスダストにはノミやダニの死骸が混入しているが、ノミやダニにもトロポミオシンが含まれているため！ 

（ここから、再びアナフィラキシーの話にもどる。昔、授業では脱線する先生がいたが、そんな感じ）

アナフィラキシー（Anaphylaxis）の語源はギリシャ語の Ana(抵抗する)＋phylaxis(予防する)

予防（phylaxis）に抵抗する（Ana）というのは妙な名前の付け方だが、以下のような実験結果から 1902年に命名された。 

フランスの生理学者リッシェはイソギンチャクの毒素に対する抗毒素を作ろうと考えた 

イソギンチャク、触手に毒があるので注意！

イソギンチャクの毒素を少量犬に投与（注射）した。可哀想！

｢医学発展のためとはいえ、酷いこと

をするなー、、。｣

私が医学部学生の頃に胃摘出、 

吻合術の実習で犬が使われた。 

今、考えると可哀想だったと思う。 

注射した時には異常が無かったが、数週間後に

再投与すると 30分後に呼吸困難などで死亡！ 

イソギンチャクの毒素の予防（phylaxis）に抵抗する（ana）出来事であっ

たのでリッシェは anaphylaxis（アナフィラキシー）と命名した。

（巻き貝、２枚貝なども軟体動物）

文責 内科 大塚伸昭 （前回のスギ花粉症などアレルギーの話の続き） 

N０1 

（トロポミオシン以外の関与もあるが、、）
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アナフィラキシーショックの解説（続き）

N０２ 

ショックはヒスタミンなどによる血管（毛細血管）の拡張、血管内皮細胞間隙からの血漿流出による循環血液量低下に
よる（毛細血管透過性の亢進）。その他、ヒスタミンによる気管支収縮なども影響する。

水道のゴムホースが古くなってホースから水漏れがしている状態を考えれば、わかりやすい。

ゴムホースを血管だと考えると、

正常では勢いよく流れる水が

アナフィラキシーショックではゴムホース（血管）が拡張して

水漏れ（血漿流出）して、水量が減少（血圧低下）

ゴムホース（血管） ゴムホース（血管）

水量（血液量） 水量（血液量） 

アナフィラキシーでは血管（特に毛細血管）からの血漿流出が重要な意味を持つ。毛細血管の構造を解説する。

基底板①  

内皮細胞②  

赤血球 

（イラスト原図は１２３RFから有料でダウンロード）

毛細血管の総延長は約８万キロにもなる。動脈は外膜、中膜、内膜

の３層構造だが、毛細血管は左図のように①基底板と②内皮細胞 

から構成される。 

内皮細胞の間には間隙があり物質が移動できる。アナフィラキシー

では、この間隙が拡張するため、血漿が漏出する。 

（内皮細胞の核） 

毛細血管によっては内皮細胞に窓が開いていて（有窓細胞）、この窓

からも物質が出入りする。 

それでは、アナフィラキシーの治療はどうすれば良いのか？ 

前回の私の高血圧に関する資料を良く読んだ人なら、血管収縮作用のあるノルアドレナリン投与が治療薬として

適切だ！と答えるかもしれない→残念！不正解。ノルアドレナリンには心臓刺激作用（β₁）が無い。また、気管

支収縮作用があるのでノルアドレナレリン投与は×。アドレナリンが正解！ 

アドレナリンは心臓のβ₁受容体を刺激して、心拍数や心筋収縮力増加により血圧を上昇。ノルアドレナリンほど

強くはないがα₁受容体を刺激して血管を収縮させる。 

では、使用する薬品名、投与量や投与方法は？ 

エピペン注射液 0.15mg と 0.3mgがある 

成人 0.3mg使用は約 1万円と高価！ 

太もも前外側に垂直に押

しつける。緊急時は衣服

の上からの使用も OK! 

アドレナリン注 0.1％シリンジ

｢テルモ｣（1ｍｌ）薬価 152円。 

ボスミン注 1ｍｇ（0.1%1ml） 

薬価 92円 

シリンジに入っているので緊急

時には役立つ。0.01mg／kgを

筋注する。体重 50kgで 0.5mg

投与。成人は初回最大投与量

0.5mg。効果無し→5～15分毎

に再投与。

アンプルカットして注射器に吸

い込む迄のロスタイムがあり

緊急時には慌てる→シリンジ

付きが良いかもしれない。

投与量はシリンジ｢テルモ｣と同

じ。

エピネフリンのペンシルタイプなので 

エピペンだと思うが薬のインタビュー

フォームには名称由来無しとなって

いる。エピネフリンはアドレナリンと

同じ。

エピペンは数本用意しておかないと効果が無い

場合の追加投与が出来ない。他の薬剤も同様。 
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ロイコトリエン E4 

（LTE4) 

１）ロイコトリエン（LTB4、C4,D4,E4)

アナフィラキシーショックに関して追加解説する

食物アレルギーのある小学生の割合は全体の 4.5％の約 21万人！もいて、そのうちアナフィラキシー

既往のある割合も 0.6％(約 2万人）と多い。エピペン保有している小学生の割合も 0.4％(約 1万 7千

人）と多い。中学、高校生の食物アレルギーの割合も同様である。 （平成 25年度文部科学省資料）

アナフィラキシーショックを起こす食物として 1番多いのは鶏卵で約 30％、乳製品と小麦が約 20％。 

これらの３つで約 70%を占める。その他蕎麦やピーナッツが約５％で、私もアレルギーのあるエビが第 6

位で約３％。その他果物が頻度は低いが桃、バナナ、キウイが１％程度を占める。 

食物アレルギーによるアナフィラキシーショック死亡は 2003～2013年までの 10年間で 37人。 

1年間の死亡者数は 1～5名。 

食物アレルギー以外によるアナフィラキシーの原因で最も多いのは医薬品！で 2003～2013年まで

の 10年間で 289人にも及ぶ。1年間の死亡者数は 19～34人。 

医薬品の次に多いのがハチによる死亡。2003～2013年の 10年間で 217人が死亡。1年間の死亡者数

は 16～26人。アナフィラキシー死亡 3大原因は①医薬品(289人）②ハチ刺傷(217人）③食物(37人）。 
（死亡人数は 2003～2013年までの 10年間） 

アナフィラキシーショックに陥る事もある即時型（Ⅰ型）アレルギーではヒスタミン以外の化学物質も分泌される

（医薬品によるアナフィラキシーの経験は幸いにも私は無い。大学病院

など複数の医師がいる場所では比較的落ち着いた対応が取れるが、一

人で治療する場合には大変だろう。私は循環器専門医だったので対応

は出来る。緊急処置をする夢は時々見る。） 

ヒスタミンと同様にマスト細胞から分泌される。ロイコトリエン（leukotrienes)のロイコ（leuko)は白血球（leukocytes） 

トリエンは化学式に二重結合が３つ（trio）あるところから当初命名されたが、実際には二重結合は４つある（下図）。

左図がロイコトリエンの化学式。二重結合が４つ（カルテット;quartet）なので、

ロイコトリエンでは無く、ロイコカルテンという呼び名でも良いかも。 

（ロイコトリエンの化学式）
ちなみに１人はソロ（solo）、2人はデュオ（duo）、5人はクインテット（quintet）でイタリア語(ラテン語）。 

芸人さんが一人で活動するのをピン芸人というが、このピンはポルトガル語の pinta(ピンタ）でサイコロ

の１の数や第１番目などから付けられている(余談でしたが）。 

（アラキドン酸の化学式）

ロイコトリエンはアラキドン酸から合成される。アラキドン酸は食べ物や細胞膜(膜リン脂質）から合成される。 
（リノール酸） 

（アラキドン酸） 
食物(リノール酸） 

細胞膜(リン脂質） 

ロイコトリエンA4 

（LTA4) 

ロイコトリエンC4 

（LTC4) 

ロイコトリエンD4 

（LTD4) 

ロイコトリエンB4 

（LTB4) 

LTC4,D4,E4 はヒスタミンよりも平滑筋収縮が強く喘息悪化

につながる。また消化管などの粘液分泌を亢進するので

下痢を起こすことになる。 
ロイコトリエン B4(LTB4)

は白血球を遊走させて異

物貪食などを行わせる。 （アラキドン酸からはプロスタグランジンなども合成される。次頁で解説する。） 

（掲示板記載はここまで） 

N０3 

- 92 -



 

 

 

 

 

 

 

アナフィラキシーショックに陥る事もある即時型（Ⅰ型）アレルギーではヒスタミン以外の化学物質も分泌される

（続き；ここからは医療従事者を対象として少々難しいことも記載してみる） 

２）プロスタグランジン（アレルギーではプロスタグランジン D2；PGD2が分泌される）

（プロスタグランジンもロイコトリエンと同様にアラキドン酸から合成される。プロスタグランジン D2はヒスタミンと

同様に血管透過性亢進、平滑筋収縮に作用する。）

アラキドン酸 プロスタグランジン H2 

（PGH2) 

プロスタグランジン D2 

（PGD2) 
血管透過性亢進 

平滑筋収縮 

プロスタグランジンには色々な種類があるので、その他のプロスタグランジンについても解説する。 

N０4 

アラキドン酸

（アラキドン酸からはプロスタグランジンやロイコトリエン、トロンボキサンなどが合成される） 

この部分に作用するのがシクロオキシゲナーゼ（CｙｃｌｏOｘｙｇｅｎａｓｅ；COX)。ここを阻害する

のがアスピリン、イブプロフェンなどの非ステロイド性抗炎症薬（Non-Steroidal Anti- 

Inflammatory Drugs；NSAIDs）。総てをブロックするので胃潰瘍などが出来やすい。 

NSAIDsは｢エヌセイズ｣と呼ぶ。なぜ、非ステロイド性と呼ぶかというと、最初に抗炎症薬としてステロイドが使用されて
いたので、それと区別するために命名された。当時はグルココルチコイドが抗炎症作用があり頻用されていたが副作用が

問題となっていたので、ステロイドでは無い事を強調したくて、わざわざ非ステロイド性鎮痛剤と命名した。 

プロスタグランジン G2 

（PGG2) 

プロスタグランジン H2 

（PGH2) 

プロスタグランジン D2 

（PGD2) 
プロスタグランジン E2 

（PGE2) 

プロスタグランジン 

F2α（PGF2α) 

プロスタグランジン I2 

（PGI2) 

（アレルギーで分泌） 

トロンボキサン A2

（TXA2)

トロンボキサンA2は血小板

凝集、血管収縮作用がある

プロスタグランジンE2 

には胃粘膜保護、痛

みの域値低下（痛み

を感じやすくなる）、 

血管拡張作用など。 

炎症増強作用がある 

子宮収縮 
血小板凝集抑制 

プロスタグランジン E2
には胃粘膜保護作用が

あるのでアスピリンなど

は胃に障害を与える。 

アラキドン酸からプロスタグランジンを産生するシクロオキシ

ゲナーゼ（COX)には COX1、COX2 の２種類があり胃粘膜に

は COX1が多い。
胃薬併用以外で 

良い方法は無いか？ 

COX2 だけをブロックすれば COX1 は正常に作用するので

胃に優しい（筈）。という事で出来たのが COX2 を選択的に

阻害する薬でセレコックスなどがある。 

子宮収縮作用がある

ので陣痛促進として

点滴が使用される。 
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N０5 

ついでに、即時型（Ⅰ型）アレルギー以外の３つのアレルギー（自己免疫疾患も含む）を勉強してみよう！ 

アレルギーに関与する免疫グロブリンは蛋白質なので、まずは蛋白質の基礎的な勉強から！

蛋白質はアミノ酸から出来ているが、何種類のアミノ酸から出来ている？ 

答えは 20種類。必須アミノ酸のトリプトファンなどがある。 

アミノ酸とアミノ酸が結合した物質を何と呼ぶ？

答えはペプチド 

アミノ酸 アミノ酸 COOH NH₂ 
カルボキシル基 アミノ基 

アミノ酸というのはカルボキシル基(COOH)とアミノ基（NH2)を持つ物質。アミノ酸のカルボキシル基

とアミノ基の部分がくっついて２つのアミノ酸が一つになる。この時に水（H₂O)が抜かれて結合する

ので脱水縮合と呼ばれる。ペプチドが沢山結合したのがポリペプチド。

上記が理解しにくい人のために、化学の基礎的な話を少し。上に記載したカルボキシル基の Cは炭素、Oは酸素、

Hは水素、Nは窒素。 

例えば簡単な構造のアミノ酸のグリシンは

C₂H₅NO₂（炭素が２つ、水素が５つ、窒素が

１つ、酸素が２つある）。これを化学構造式

で示すと右図のようになる。 

カルボキシル基アミノ基 

水素 

炭素 

酸素 
水素 

水素 

窒素 

水素 

水素 
酸素 

炭素 

グリシンの化学構造式をイラストで示すと下図

のようになる。 

グリシンの化学 

構造式 

（N）

～

（H）

～

（H）

～

（H）

～

（H）

～

（H）

～

（O）

～

（O）

～

（C）

～
（C）

～

水素の結合する

腕は１本ある 

窒素の結合する

腕は３本ある 

酸素の結合する

腕は２本ある 

炭素の結合する

腕は 4本ある 

（上図は私の自作、無料！）
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即時型（Ⅰ型）アレルギー以外の３つのアレルギー（自己免疫疾患も含む）を勉強してみよう！ N０6 

（続き） 
アミノ酸が２つ結合したらペプチドと呼ぶが、この名称の由来は何？ 

胃のペプシンによって蛋白質が分解されて出来るところから命名。ペプチド（peptides）の語源はギリシャ語の

πεπτός で｢消化された物質｣という意味。 

Ⅱ型アレルギー（抗血小板抗体による特発性血小板減少性紫斑病など）とは？ 

Ⅰ型アレルギーでは IgE という免疫グロブリンによって起こるが、II型アレルギーは IgGや IgMが主役となる。 

まずは、免疫グロブリンの基礎的な勉強をしてみよう！ 

免疫グロブリンはγ（ガンマ）グロブリンであるが、下図のように表現されるが、模式図。実際に電子顕微鏡で下図のよう

に見えるわけでは無い。 

抗原結合部位 抗原結合部位 抗 原

結 合
左図のように、抗原に結合できるように 

結合部位は変化する（この部位は可変領

域と呼ばれる）。 

（イラスト原図は 123RFより有料でダウンロード）

この部分は H（Heavy）鎖 

定常領域と呼ばれて殆ど

変化しない。この部位の 

構造の違いで IgG,IgEな

どが区別される。 

H（Heavy）鎖というのは分子量が大きいので付けられた

名前。日本語では重鎖（じゅうさ）。L(Light)鎖は軽鎖で

分子量が小さい。

Ⅱ型アレルギーで関与する IgGや IgM抗体は I型アレルギーの IgE抗体とどう違うのか？ 

この可変部位の構造が変化することで 

色々な抗原に対応できる。左図は 2つの

異なる抗原に対応している様子を示して

いる。 

IgG 抗体と IgE 抗体は似たような

形でH鎖定常領域の構造の違い 

で区別される。 

IgM 抗体は IgG や IgE のような形

が 5つ結合した形となっている。 

L（Light）鎖可変領域 

L（Light）鎖定常領域 

H

鎖

us

ar

H

鎖

us

ar

軽鎖（L鎖）軽鎖（L鎖）

H鎖はこの部分で 

S-S（ジスルフィド）結合 

していて可動性がある

IgE 抗体はマスト細胞などと結合し

てヒスタミン分泌。IgG 抗体はマスト

細胞と結合しない。 

5 つの免疫グロブリンのうち、胎盤を

通過するのは IgGだけであり、新生児

に受動免疫を与える（移行抗体）。 

IgG IgA,IgM,IgD,IgE抗体 

IgG抗体は免疫グロブリン全体の約 75%を占め 

最も多い。好中球やマクロファージと結合して

抗原や細菌、ウイルスを貪食させやすくする

（オプソニン効果）などの働きがある。 
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N０7 Ⅱ型アレルギー（抗血小板抗体による特発性血小板減少性紫斑病など）とは？ 

Ⅱ型アレルギーには自己免疫疾患と呼ばれる病気が沢山ある。自分の血小板なのに抗体を作って攻

撃する特発性血小板減少性紫斑病、赤血球に抗体が出来て自分の赤血球を攻撃して貧血を起こす自

己免疫性溶血性貧血などがある。 

何故、自分の体に抗体が出来るのか？ 

赤血球 

B細胞や T細胞 

例えば自分の赤血球の抗原に対して攻撃（反応）する

ような T 細胞（未熟者の出来損ない！）は胸腺で除去される。 

自分を攻撃する B 細胞は骨髄で除去される。人間は

自浄作用を持つ！したがって、正常では自分の体の

抗原に免疫反応は起こらない。これを自己寛容と呼

ぶ。しかし、自分の体に対して反応する T,B 細胞を除

去できないと、自分自身の体なのに攻撃を開始する抗

体を産生してしまう。 

これが自己免疫疾患と呼ばれる状態。 
骨髄や胸腺 

赤血球 

自己抗体（IgG）が結合 

NK（Natural Killer）細胞；ナチュラルキラー細胞が貪食。 

NK細胞は抗体とも結合して赤血球を傷害する。 

マクロファージは自己抗体の一部を認識して赤血球を貪食 

Ⅱ型アレルギーによる自己免疫疾患の病気を以下に示す。 

リウマチ熱による心臓の弁膜や心筋に対する自己抗体
心臓弁膜症や心筋炎。リウマチ熱は連鎖球菌

によって起こる。最近は抗生物質を早期投与

するのでリウマチ熱は激減している。 私が研修医の頃（約 40 年前）はリウマチ熱による心臓弁膜症

入院患者が大学病院には多くいて、心雑音の勉強になった。

重症筋無力症 神経が筋肉に指令をだす神経筋接合部の障害 
神経 筋

肉 

神経筋接合部 

神経終末のシナプス 

アセチルコリン（Ach） 

筋

肉 

神経終末からは伝達物質としてアセチルコリンが分泌される。

筋肉にはアセチルコリン受容体があるが、この受容体に抗体

ができるため、アセチルコリン伝達が障害され筋萎縮、筋力低

下が起こる。患者数約 2万人と推定されている。 

アセチルコリン（Ach）受容体 

バセドウ病 脳下垂体から甲状腺ホルモン分泌を刺激する甲状腺刺激ホルモン（TSH）が分泌される。バセドウ病 

では甲状腺刺激ホルモンの受容体に自己抗体が出来る。 

甲状腺刺激ホルモン受容体に抗体が出来るのなら、甲状腺刺激ホルモンが甲状腺に伝わらないから 

甲状腺機能低下になるのでは？と考える人もいるだろうが、、。 

甲状腺刺激ホルモンと似た作用を発揮する甲状腺刺激抗体（TsAB；Thyroid stimulating AntiBody） 

も出来るので、甲状腺を刺激し続けて甲状腺ホルモンが過剰に分泌される。 

甲状腺 甲状腺 刺激する 抗体 

（TsABはバセドウ病患者

の約 90％で陽性となる）

- 96 -



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N０8 Ⅲ型アレルギー（Ⅱ型アレルギーと同様に自己免疫疾患が多いが、ⅡとⅢ型の違いは？） 

抗体抗原 
Ⅲ型アレルギーでは左図のように複数の抗原と抗体が結合して悪さをする。 

この複合体を抗原抗体複合体、あるいは免疫複合体（IC；Immune Complex）と呼ぶ。 

それでは、具体的にどのような悪さをして自己免疫疾患を引き起こすのだろうか？ 

補体活性化 

 血管内皮細胞 

好塩基球 好塩基球はヒスタミンやセロトニンを 

分泌して血管透過性を亢進させる 

免疫複合体 

好中球は免疫複合体と結合するが、 

残念！貪食できない。代わりにライソ

ソーム酵素や活性酸素を放出 
好中球 

組織傷害！ 

免疫複合体を攻撃するはずの活性酸素など 

が、逆に自分自身の組織を傷害してしまう！

トホホ、情けない！

補体（Complement）とは？ 

抗体の働きを補佐す

るという意味で命名。 

補体は C1～C9迄 

9種類ある。補体の 

Complementはラテン

語の complementum

が語源で complete 

｢完全にさせる｣という

意味がある。 補体は Complementなので 

Cと略されることが多い。 

C1～C9まで 9種類ある。 

補体自身にも殺菌作用がある。
※英文法では complementは

補語と略される。学校で習ったは

ず。S＋V＋C構文とか。

忘れた？

免疫 複合体 

Ⅲ型アレルギーによる自己免疫疾患の病気を以下に示す。 

SLE（Systemic Lupus Erythematosus）；全身性エリテマトーデス 
全身性の 狼瘡 紅斑

細胞 

核

自分自身の細胞核に対する抗体（抗核抗体）が殆ど

の例で陽性となる。その他の自己抗体もある。 

腎臓病変はループス腎炎と呼ばれる。 

蝶形紅斑は有名だが、紅斑が 

狼に咬まれた跡のように見える

事もあって狼瘡（Lupus）の名前

が病名に付いている。 
（患者約 6万人と推定） 

関節リウマチ（RA;Rheumatoid Arthritis）；Ⅳ型アレルギーも関与 

関節滑膜病変が主体。関節炎や関節破壊を起こす。 

（患者約 60万人と推定。好発年齢 40才。女性が男性の 

3～4倍多い） 

自分自身の免疫グロブリン（IgG）に対する抗体 RF（Rheumatoid Factor)が 

悪さをする。RFはリウマチ因子と呼ばれる。 

（抗 CCP 抗体も検査される事が多い。

CCP（Cyclic Citrullinated Peptide） 

リウマチ因子は他疾患でも陽性になる。（リウマチ患者の 70～90％で陽性） 

（最近の関節リウマチ（特に初期）治療には免疫抑制剤のメトトレキサートが使用される。 

これは葉酸代謝拮抗剤で白血病、抗癌剤としても使用される。副作用に注意が必要。） 

糸球体腎炎 糸球体腎炎には色々なタイプがあるが、そのうちⅢ型アレルギーが関与する腎炎がある 

急性糸球体腎炎；上気道感染感染後に免疫複合体が腎糸球体に沈着して発症。 

IgA腎症；腎糸球体のメサンギウム細胞に IgAが沈着。（予後良好といわれていたが不良のタイプもある） 

膜性腎症；腎糸球体の濾過装置である基底膜に免疫複合体が沈着。 
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w型アレルギー （今は診断価値の低いッベルクリン反応や橋本病の原因となるアレルギ― ) j N09

抗体が関与しないアレルギーで抗原侵入の2-3日後にピークになることもあり遅延型アレルギーとも呼ばれる。
ッベルクリン反応は皮下注射後48時間目に判定していたのを覚えているだろうか？

w型アレルギ一発症のメカニズムとは？
,----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

抗原

③インタ ー ロイキン1
(IL-1) 

線維芽細胞増殖

④ 活性酸素

組織傷害

上図で使用されている言葉の解説を以下に記載する。

マクロファー ジ君、情報を
送ったから働いてくれよ！

抗原を貪食したマクロファージが色々な
化学物質などを放出する。

⑤ TNF-aなどの
炎症性サイトカイン

炎症の慢性化

①インターフェロン；ウイルス感染などに対して白血球から分泌されて、抗ウイルス作用を示す。ウイルスを妨害、
抑制する(Interfere ; インターフェア）ところから命名されている。（アメフトの反則行為にもインターフェアというのがある）
Interfere+ onでInterferonと命名。InterF eroNはIFNと略される。インターフェロンには1-m型がある。I型の
IFN-a ,/3などはウイルス感染細胞に直接作用してウイルスの複製を抑制したり NK(ナチュラルキラー）細胞を活
性化させて感染細胞を除去する。肝炎ウイルスに対しても使用される。

②ケモカイン；炎症部位から放出される物質で白血球などを引き寄せる。白血球が炎症部位に引き寄せられる現
象を走化性(Chemotaxis) と呼ぶ。白血球が動いて炎症部位に移動する( kinesis;カイネーシスやキネーシスと呼ぶ）
のでChemokineと命名。似たような言葉でサイトカイン(Cytokine) があるが色々な細胞(Cyto)から分泌されて移動
させる(kinesis)意味から来ているケモカイン、インターフェロン、インターロイキンなどもサイトカインである n

③インターロイキン；白血球が産生したり、白血球に作用する物質のこと。B,T 細胞を活性化する作用など種々の
性質を持つ。約30種類が知られているが、医学分野ではインターロイキン1-18までの記載が多い。炎症などで
も産生され間質性肺炎ではインターロイキン6が上昇するので診断の参考になる。インターロイキン(Interleukin)
はインター(Inter) +白血球( leukocyte) から命名されている。この場合のインターは相互に作用するという意味から
付けられている。インターナショナルのインターも同じ意味。インターチェンジのインターは途中、中間の意味。

④活性酸素；活性酸素には右図に示すような種類が
ある。 体内ではミトコンドリア内でエネルギー産生後
などに発生し、細胞に傷害を与える。

⑤ TNF( 腫瘍壊死因子） TNF( T umor Necrosis F actor) 

ス ーパーオキシドアニオンラジカル（ス ー パーオキシド）

過酸化水素

ヒドロキシラジカル

一重項酸素
（酸素分子が紫外線を浴びて変化。 皮膚老化の元凶）

約20種類の腫瘍壊死因子があり、細胞傷害を起こす。TNF-aはマクロファージから分泌される。TNF-aは1975
年にマウスの線維肉腫を死滅させる物質として発見されたが、その後炎症反応でも分泌される事が分かった。
なので、腫瘍壊死因子という言葉は妥当では無いように個人としては思うが、、。
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薬剤名 薬価 備考 

第１世代 

クロルフェニラミンマレイン酸塩１％（後発） 6.9 円/ｇ 1 回投与量は 2～6ｇ 

第 2 世代 

フェキソフェナジン塩酸塩錠 60ｍｇ（後発） 23.2～30 円 先発はアレグラで 60mg の薬価は 57.4 円 

エピナスチン塩酸塩錠 20ｍｇ（後発） 35.7~58.2 円 先発はアレジオンで 20mg の薬価は 89.5 円 

エバスチン OD 錠 5ｍｇ（先発）大日本住友 63.2 円 後発品は 25.9～35.4 円 

オロパタジン塩酸塩錠 5mg（後発） 16.9 円 先発はアレロックで 45.6 円 

タリオン OD 錠 10ｍｇ（先発）田辺三菱 41.4 円 後発品は 20.7 円 

抗ロイコトリエン薬 

モンテルカスト錠 10mg（後発） 42.5 円 先発はキプレス錠とシングレア錠があり 

キプレスが 182.8 円、シングレアが 184.8 円

その他の抗アレルギー薬 

セレスタミン配合錠（先発） 9.3 円 

N０10 
当院で使用されている抗アレルギー薬 

抗ヒスタミン薬の世代分類について；ヒスタミン薬を 3世代に分類してアレグラなどを第 3世代とする事もあるが、これ

は最初に開発されたアタラックス Pなどを第 1世代に加えた分類のため。通常は上記のように 2世代に区分する事が

多い。私は上記のタリオンや記載されていないが、同じく第 2世代のザジテンなども服用した事があるが眠気が来た。

総ての抗アレルギー薬は試したが、効果は殆ど同じで症状軽減はするが、全く症状が無くなるという薬は残念ながら無

かった。眠気、だるさは個人差もあるので薬が合わない時には他の第 2世代薬を試すと良い。症状が強い場合は下に

記載した抗ロイコトリエン薬を併用してみても良い。 

セレスタミン配合錠は第 2世代の抗ヒスタミン薬が販売されていない時期には頓服として良く使用していた。 

但し、ステロイドを含有しているので連用は薦められない。第一世代薬を使用しているので眠気が来るので 1/2或いは 

1/4に自分で調節していた。第 2世代服用し始めてからは殆ど使用していない。 

アレルギーの話の最後に；腹立たしいスギ花粉の抗原とは何か？

スギ花粉に含まれる蛋白質(糖蛋白)の Cryｊ1 と Cryｊ2 という物質が原因。この糖蛋白は植物を柔らかくする働きが 

あり、スギの花粉管が伸びてくる時に働く。 

（日本）スギの学名が Cryptomeria japonicaなので、上記の名前が付けられていると推測する。（japonicaを付けなくて

もスギは 1種類しか無いので、Cryptomeriaだけで日本のスギを意味するようだ）。 

スギの上記蛋白と類似した蛋白を持った植物などはスギ花粉症と同じ症状が出る！例えばヒノキ。スギはヒノキ科

なので当然似た蛋白を持つ。スギ花粉患者の約 70％はヒノキにも抗体を持つ。ヒノキ抗体価が高ければ症状＋。 

1頁にも記載したがスギ花粉症患者でトマトを食べた時に口腔内のアレルギー症状が出現して、スギ花粉症患者の

口腔アレルギーが注目されている。トマトの 1種類の蛋白質の構造がスギ Cryj蛋白と 40％類似しているらしい。 

最後に；スギ花粉から始まったアレルギーの話は勉強になったでしょうか？今年もスギ花粉症の季節となりました。 

年を取る毎に免疫力の低下からか症状は軽くなっている気がします（癌にも罹患しやすいという事か？）。今迄も民間療

法で良いと言われる物（甜茶など）総て試しましたが、駄目でした。最近シソやビタミン Dも有効か？という事で試すこと

にしました。サプリなど宣伝しているのは効果が無いと分かっていても一応試すのが私流なので。乳酸菌の宣伝も見まし

たが力不足な感じです。花粉症で苦労している方々、今から大変ですが頑張りましょう！ 
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インフルエンザとワクチンの基礎知識 

文責 内科 大塚伸昭 

NO1 

（職員のワクチン接種前後の HI抗体価の結果も記載） 

※職員のインフルエンザワクチン接種前、接種 1ヶ月後の HI抗体価の結果が出たが（私も含めて 17名検査）、16名の結果を 3頁

にグラフで表示した。宮崎市郡医師会発行の｢醫友しののめ｣に今回の結果に関して原稿を投稿したので御覧いただきたい。

2018/2019インフルエンザワクチンは 4価ワクチン（A型２種類、B型２種類）であり、このうち A/H1N1 と B/山形は昨年と 

同じ型のワクチン。3頁の図を見ていただきたいが、抗体価 40倍以上が一応インフルエンザを予防できる数値である。 

A型が接種後の抗体価上昇率が高かった。特に A/H3N2は接種前は 40倍以上が 6人だったが接種後は 6人増加して

ワクチンを接種した 16人のうち 75％にあたる 12人が 40倍以上になった(3頁の図 2A,Bを参照していただきたい）。

インフルエンザ A型は現在も H1N１、H3N2の亜型が変異しながら流行を続けている。

H1N1は 1918年に大流行して 4,000万人が死亡したスペイン風邪が 2009年に新型イ

ンフルエンザ（H1N1pdm）となり、現在もこの亜型が流行し続けている(pdm とはパンデミ

ックの略）。今年のワクチンもこの亜型が入っている(昨年と同じ型）

(イラストは 123RFより有料でダウンロード） 

H3N2は 1968年に大流行して 100万人が死亡した香港風邪が少しずつ形を変えて流行

が続いている。今年のワクチンにもこの型が含まれているが、昨年の亜型とは違う型の 

ワクチンであったが、上記のようにワクチン接種による抗体価獲得が最も高くなった。
 

もう一度 3頁の図を見ていただきたいが、B型の２種類の抗体価上昇は少々悲惨？な結果に終わっている。16人の中で

抗体価が 40倍未満から 40倍以上に上昇した人は 2種類の型とも 1人しかいなかった（図 3A,Bと図 4A,Bを参照のこと）。 

インフルエンザに関しては HP｢大塚先生の診察室パート２｣のトップ頁か講義スライドにある｢インフルエンザの基礎知識｣

(パワーポイントが必要）や講義スライドの⑮｢インフルエンザに関して｣(こちらは PDF）も参考にしていただきたい。

ワクチンは一時期生産量が激減した時期があるが、有効性が再認識されて現在に至っている。 

1990年代にはインフルエンザワクチンは無効

だという報告や、マスメディアの影響もあり左図

のように 1995年に最小生産量となった。 

しかし、左図赤線で示すように、ワクチン接種が

減少してきた時期から幼児死亡数が増加してき

たことよりインフルエンザワクチンの効果が再

認識された、という経緯がある。 

（上図は平成 29年 12月の院内講義でのスライドだが、HP｢大塚先生の 

診察室パート２｣のインフルエンザの基礎知識 43枚目に載せている。) 

※現在は病院などでインフルエンザにより

死亡すると患者や職員へのワクチン接種を

していたのか？など問われる時代である。

※病院名なども報告される時代でもあり

今回の職員の皆さんの血液検査は

B型などの抗体価上昇が低かったが

ワクチンは接種する必要がある。

※上記スライドを見るにはパワーポイントが必要
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NO2 
インフルエンザウイルスの基礎知識 

A型インフルエンザの A/H1N1の Hや N とはどういう意味？ 

ウイルス

ウイルスの電顕写真 

1万分の１mm 

インフルエンザウイルスの電顕写真とイメージイラストを左に示す。ウイルス表面には 2種類

の突起があり、H（Heamagｇｌｕｔｉｎｉｎ；ヘマグルチニン）は人間の細胞に侵入する時に働く。

※ヘマグルチニンは hem;ヘム(赤血球）を agglutinate;アグルチネイト(凝集）させる，という意味。

もう一種類の突起は N（Neuraminidase;ノイラミニダーゼ）であり、人間の細胞から脱出する時

に働く。 

※Neuraminidase(ノイラミニダーゼ）は細胞膜にあるノイラミニン酸（Neuraminic aic)を分解する。

H（ヘマグルチニン）は 16種類(H1～H16)、N(ノイラミニダーゼ）は 9種類（N1～N9)ある。これらの

組み合わせで H1N1などと呼ばれる。H1N1の中にも多数の亜型があり、更にこれらが少しずつ変

異していく(マイナーチェンジをする)事が、いつまでもインフルエンザが流行し続ける理由である。 

現在、インフルエンザはどの型が流行の主体か(2019年 1月 14日現在） 

今年度は今迄のところ A/H1N1 

（A/H1pdm09)が流行の主体と 

なっている。 

昨年度（2017/2018年度）は

A/H1N1が最初流行したが、そ

の後 B型が流行し、後半には 

A/H3N2 も流行して多数の感染

者が出た。 

A/H1N1が流行の主体になっているとすると、当院の職員の血液検査結果からも(3頁の図 1A,図 1B参照） 

分かるようにワクチン接種後の抗体価上昇率が低いので(16人のうち 50%しか十分な抗体が出来ていない！）、ワクチン

接種をしている人も十分に注意する必要がある。 

また、ワクチン接種による抗体価が上昇している人でも，現在流行している型が変異している可能性もある。 

A/H3N2は今年度は流行が少ないが、この型の抗体価はワクチン接種後の上昇率が高い(16人のうち 75％が 40倍以上）。 

B型のワクチン接種後の職員の抗体価上昇率が低いことより，今後 B型が昨年度と同様に流行してきた場合には感染

に注意が必要。 

(国立感染研究所 HPのインフルエンザ分離、検出状況；2019年 1月 14日現在より引用） 
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NO3 インフルエンザワクチン接種前と接種 1 ヶ月後の HI抗体価

の基礎知識
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インフルエンザワクチン接種前と接種１ヶ月後の HI 抗体価の変化について 

（当院及び関連施設職員 16 名の検査結果）  

富吉共立病院 内科 大塚伸昭 

 インフルエンザワクチンの接種前、接種後の抗体価などを比較検討した文献はあるが、今回

当院、及び関連施設の職員の血液検査を行い、興味ある結果が出たので紹介させていただく。

尚、本誌は医学論文投稿雑誌では無いので、検査結果だけを記載し文献記載も行わない。 

HI 抗体価の検査は富吉共立病院、小規模多機能型居宅介護とみよし、通所リハビリテーシ

ョン（デイケア）に勤務する職員を対象に行った。最近は職場のパワハラが問題視される時代

でもあり、採血を強要する印象にならないよう十分配慮し、抗体価測定を希望するかどうかを

ワクチン接種前に文書を 1 回だけ配布し口頭での案内は行わなかった。また、検査結果は本

誌に投稿することも文書に記載した。ワクチン接種者は 50 名であったが、そのうち 16 名（男 

3 名 、女 13 名、 年齢は 27～66 才）が抗体価測定を希望した。16 名のワクチン接種は平成

30 年 10 月 26 日から 11 月 14 日迄に行い、接種前と接種１ヶ月後に採血を行った。1 ヶ月後

の抗体価測定までの間にインフルエンザに罹患した被験者はいなかった。また、インフルエン

ザ罹患者と接触した被験者もいなかったので、インフルエンザウイルスによる HI 抗体価への

影響は殆ど無かったと考えられる。16 名全員が前年度の 2017/2018 インフルエンザワクチン

接種を受けていた。接種前、接種 1 ヶ月後の HI 抗体価の検査結果票は検査を受けた全職員に

返却した。今回の抗体価測定は保険適用とならないため、私が個人的に検査費用の全額を負担

した（3 万円弱）。 

2018/2019 ワクチンはインフルエンザ HA ワクチン｢KMB｣を使用した。 

2018/2019 ワクチンは A 型が/Singapore/GP1908/2015(H1N1)pdm09(以下、A/H1N1）と

A/Singapore/INFIMH－16－0019/2016(H3N2)（以下、A/H3N2）の２株が使用された。このうち

A/H1N1 は前年度と同じ株であった。B 型は山形系統が B/Phuket/3073/2013（以下、B/山形）

と、ビクトリア系統が B/Maryland/15/2016(以下、B/ビクトリア）の２株が使用され、B/山形は

前年度と同じ株であった。 

ワクチン接種前の A/H1N1 の HI 抗体価を図 1A、ワクチン接種 1 ヶ月後の A/H1N1 の HI

抗体価を図 1B に示す。図中にインフルエンザワクチンの有効防御免疫能の目安とされる 40

倍以上の抗体価の人数を記載した。接種前は 16 人のうち 4 人（25.0％）が 40 倍以上であっ

たが、接種 1 ヶ月後は 8 人（50.0％）が 40 倍以上となった。しかし、接種１ヶ月後でも 8 人

は 40 倍未満であった。接種前に 40 倍未満であった 12 人のうち、4 人は接種後も全く抗体価

の変化を認めなかった。 

ワクチン接種前の A/H3N2 の HI 抗体価を図２A、ワクチン接種１ヶ月後の A/H3N2 の HI

宮崎市郡医師会発行の｢醫友しののめ｣という雑誌に投稿した原稿です。黒文字が原稿

です。医学論文雑誌では無くて市郡医師会会員の方の随筆などが投稿されています。

この投稿した原稿は 3 月 15 日発行の予定ですが、皆さんの参考になると思います。 

図は皆さんに配布した文書の No3 の図を見て下さい。同じ図です。 
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抗体価を図２B に示す。接種前は 16 人のうち 6 人（37.5％）が 40 倍以上であったが、接種

1 ヶ月後は 12 人（75.0％）が 40 倍以上となり，４つの型の中では 40 倍以上の抗体価上昇率

が最も高くなった。接種前に 40 倍未満であった 10 人のうち 3 人は全く抗体価の変化を認め

なかった。 

ワクチン接種前の B/山形の HI 抗体価を図３A、ワクチン接種 1 ヶ月後の B/山形の HI 抗

体価を図３B に示す。接種前は 7 人（43.8％）が 40 倍以上であった。接種後は 8 人（50.0％）

が 40 倍以上となった。接種前に 40 倍未満であった 9 人のうち 7 人は全く抗体価の変化を認

めなかった。 

ワクチン接種前の B/ビクトリアの HI 抗体価を図４A、ワクチン接種 1 ヶ月後の B/ビクト

リアの HI 抗体価を図４B に示す。接種前は 3 人（18.8％）が 40 倍以上であった。接種後は

4 人（25.0％）が 40 倍以上となった。4 つの型の中では接種後 40 倍以上になった割合が最も

低かった。接種前に 40 倍未満だった 13 人のうち 11 人は全く抗体価の変化を認めず、抗体価

の変化が見られなかった割合は４つの型の中で最も多かった。 

以上、検査人数が少なかったが先生方の参考資料になるのではないかと考え本誌に投稿した。 
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インフルエンザに関して 
平成30年1月29日 文責 内科 大塚伸昭 

インフルエンザが流行しており、南九州では高い罹患率となっている。昨年インフルエンザに関する

40分程度の講義を行い掲示板にも文書を一度掲載したが、今回改めて文書を記載する。尚、インフル

エンザの講義内容を私の HPからも見る事が出来るようにしたので、その詳細は 3枚目のプリントに

記載するので参考にしていただきたい。 

インフルエンザ感染後、他人への感染力の期間はどの程度か？ 

下図１を見ていただきたい。これは 1998年に米国で行われた医学実験であるが健康な平均年齢 21歳の

男女 19名の鼻腔内にインフルエンザウイルスを接種し、その後の鼻腔内のウイルス濃度を調べている。 

上図を見ると、ウイルス接種後から鼻腔内のウイルス濃度は上昇し、1日目(①)、２日目（②）と次

第に上昇し、ウイルス接種後 2日目が最も高い濃度となっている。 

2日目に最も高い濃度となっており、インフルエンザの潜伏期が平均 2日間という事が理解できる。 

当然 1日目のウイルス濃度でも症状発症の人もいる。 

注意すべきはウイルス接種後 8日目（③）でもウイルスは存在するという事である 仮に 1日目で発

症した場合でも 7日後にウイルスはわずかだが鼻腔や咽頭内に存在することになる。 上図は健康な

平均 21歳の若い男女 19名での結果であり、当然免疫力の低下する高齢者などは上図より更に長期間

ウイルスが存在する可能性がある事に注意すべきである。 

（昨年講義をした時の画像） 

ウイルスの鼻腔内接種 

図１ 

①

②

③

（昨年講義をした時の画像） 
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学校保健法ではインフルエンザ感染後の登校日に関して｢インフルエンザ発症後５日間を経過し、かつ 

解熱後２日間を経過すること｣となっており、前頁の図では一番早く出席できるのは 7日目となる。 

ウイルス濃度としてはまだ高い事が理解できる。現在の出席可能日に異論を唱える小児科医もいる。 

医療関係者がインフルエンザに罹患した場合には一般の人より特に注意が必要であり、今迄記載した事を

十分に理解する必要がある。当院は高齢者が多く免疫力が低下したり、肺炎等の気道感染を起こしている

人も多く、インフルエンザ感染が死亡原因となる事もあり得る。最近はインフルエンザによる院内患者の

死亡例が発生するとテレビ、新聞などのマスメディアでも取り扱われる時代でもある。 

サージカルマスクはレベル１でもインフルエンザウイルス（0.1μ

ｍ；１万分の１mm）を 95％以上カットするが、隙間からウイルスは

侵入する。空気中にウイルスが浮遊している場合の予防能力は低い。

感染者の飛沫防止には効果的。 

かといって N95マスクを常に着用するのは息苦しい。 

前回も掲示板に記載した内容だが、室内

のウイルス生存は湿度だけで無く温度も

重要な影響がある。絶対湿度として17ｇ 

程度が理想的。 左図は湿度50％であり

湿度を上げれば気温は左図より低くても

絶対湿度は当然上昇する。 

当院外来、待合室、廊下は気温が低く湿度

も上げにくい状況にあり、ウイルスが空気

中に多数浮遊する場合には６時間生存率が

高くなる恐れがある。 

（昨年講義をした時の画像） 

右図のように鼻腔内ウイルスは当然うがいでは洗い流せない。 

また、鼻腔、咽頭粘膜にウイルスが付着した場合 20分程度で細胞内

に侵入するという文献もある。 

したがってウイルス侵入を防ぐには 20分毎にうがいをし、鼻腔内洗浄を

する必要があるが実際に行うことは無理である。 
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ワクチン接種したのに何故インフルエンザに罹患するのか？

考えられる原因は幾つかある。①ワクチン接種後、十分な抗体（免疫力）が出来なかった。 ②抗体は十分

出来たが、ウイルス遺伝子が少し変異したために予防できなかった。 ③今年のワクチン（A型２種類、B

型２種類）の型とは別の型のウイルスに感染した。 

私自身のワクチン接種後１ヶ月後の抗体価を測定した。HI抗体価というのが感染予防の参考になる。 

抗体価４０倍が感染予防の目安だが、私は AH3N２（A香港型）が 20倍、AH１N１（新型インフルエンザの

亜型）が 10倍、B型（山形系統、ビクトリア系統）も 10倍であった。 

私はワクチン接種をしたが全く抗体が出来なかったという事になる。 

私もワクチン接種後抗体が出来なかった！ 

インフルエンザ基礎知識の勉強したい人は私の HPでもインフルエンザ講義内容を見ることが出来るようにしている 

HP開設理由は、一般の人に医学知識を理解してもらいたかったからである。 講義内容（パワーポイントが必要）や

掲示板に記載したプリント（PDF）を見る事が出来るようにした。 病気の解説を高血圧から始めたが、Ca拮抗剤

（アムロジピンなど）の話を書き終えた。今後は糖尿病など解説をするので時 ｢々病気の解説｣をクリックしてみると

良い。｢大塚先生の診察室パート２｣検索（ヤフーなど）でヒットするようになった。富吉共立病院のHPからもリン

ク出来る（下図参照）。 
クリック 

高

血

圧

の

治

療

の

頁 

富吉共立病院HPからもリンク出来る 

大塚先生の診察室をクリック 

講

義

ス

ラ

イ

ド

の

頁 
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麻疹（はしか）の解説 

文責 内科 大塚伸昭

No1 

既にテレビ、新聞などで報道されているように現在沖縄において麻疹感染者が増加している。4月 20日現在も

新たな感染者報告があり、今回は麻疹について解説する。ゴールデンウィークに沖縄旅行などを計画している

人でワクチン接種を 2回受けていない、或は麻疹に感染した事が無い人は十分注意していただきたい。

（沖縄での感染状況、麻疹の語源、症状、ワクチン接種など）

左グラフは沖縄での麻疹

患者数である。現在まで

に 65名の報告がある。 

麻疹（はしか）の語源 

麻疹の麻は植物の蕁麻（いらくさ；刺草とも書く）に由来する。｢いらくさ｣には葉や茎にトゲがあり、触れると

水疱が出来て痒みが出る。ここから蕁麻疹（じんましん）の名前が付けられている。麻疹もこれに由来する。 

余談だが、麻痺、麻酔、麻薬などに使われている麻という文字は植物の麻（あさ）に由来する。麻にも色々な

種類があるが大麻には御存知のような作用があるので、ここから麻痺、麻酔などの言葉が生まれた。 

｢はしか｣の語原は稲や麦の穂先にあるトゲが芒（はしか）と呼ばれる事に由来する。このとげに触ると痒くなる

ことから｢はしかゆい｣と現在も痒いことを方言で呼ぶ地域がある。 

①  

ちなみに、芒は｢のぎ｣、｢ぼう｣とも呼ぶ。またススキもこの芒という漢字が使われる。 

麻疹ウイルスについて②

麻疹ウイルスはパラミキソウイルス科に属していて、流行性耳下腺炎のウイルスもこの科に属する。大きさは 

インフルエンザウイルスと同程度で 100nm(ナノメートル)で１万分の１mmmという事になる。ちなみに大腸菌は

1000分の１mm程度の大きさ。 

インフルエンザと同様に痰による飛沫感染、及び床などに落ちた痰が小さな飛沫核となって空気中を漂うことに

よる飛沫核感染（空気感染）によるが、主に飛沫核感染による。また、インフルエンザの場合には不顕性感染が

あるが、麻疹では不顕性感染は無いとされている。

麻疹感染はインフルエンザと同じで飛沫感染や飛沫核感染（空気感染）による 

麻疹の自覚、他覚症状について③

麻疹の潜伏期はインフルエンザの 2日程度と比較すると長く 10～12日程度である。自覚症状としては咳、鼻汁な

どの感冒に似た症状（カタル症状）が出現し、38～39℃の発熱、結膜充血、目やになどが出現する。この時期を

前駆期（カタル期）とも呼ぶ。 

ちなみに、カタルという言葉はギリシャ語 katarrheinに由来し kata-は減少する、rheinは流れを意味する。

若い人は知らないと思うが昔は胃炎のことを胃カタルと呼んだこともある。 
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No２ 
麻疹の自覚、他覚症状について（１頁からの続き）③

麻疹の発熱は 2峰性である。一旦解熱するがその後発疹が出現する。発疹は耳介後部や頬部から始まり、体幹か

ら四肢へと拡大する。発疹は暗赤色の浮腫性紅斑（図２）であり、紅斑は拡大、癒合して不正形～網状となる。 

その後落屑、色素沈着を残して治癒する。全身の発疹が出現する前に頬粘膜に発疹が出現する（図１）。 

これをコプリック斑と呼ぶ。 

舌 

頬粘膜 

（図２） （図１） 

図１は頬粘膜に出現したコプリック

斑を示す（白い斑点の部分）。ちなみ

にコプリック斑というのはドイツの

医師コプリックが 1896年に記載した

ことに由来する。 

麻疹の合併症について④

麻疹による合併症は麻疹罹患後に一過性に免疫力が低下する事で発生する。肺炎の合併が最も頻度が高く報告に

よって異なるが数％～20％程度に見られる。頻度は低いが麻疹後脳炎は 1000人に１人程度の割合で発症する。 

また、非常に希だが亜急性硬化性脳炎（SSPE）は10万人に１人程度発症するとの報告もある。 

【歴史上の人物と麻疹による死亡】 

昔は麻疹による死亡は多く、江戸時代の 1862年には江戸だけでも約 24万人が死亡したとされる。５代将軍の徳川

綱吉も 64才の時に麻疹で死亡したと言われる。外国ではハワイのカメハメハ大王の息子とその妻が英国に旅行した

際に麻疹で死亡している。 

麻疹ワクチン接種に関する今迄の経過について④

麻疹ワクチン接種に関しては 2006年 4月からは1才、6才の 2回接種の定期接種（無料；但しこの時期に受ける

必要がある）となっている。ただ、全国的に接種率に差があり宮崎県内も 95％程度の接種率との報告がある。MR

（麻疹と風疹の混合ワクチン）ワクチンとして接種する。 

現在 20才前後の世代では麻疹ワクチン未接種の人も多い。これは我が国で導入された 3種混合ワクチン（麻

疹、流行性耳下腺炎、風疹）定期接種による無菌性髄膜炎の発症が米国より多く報告され、ワクチン接種率が低

下したからである。3種混合ワクチンは米国で 1971年に開発使用され、我が国でも１989（平成 1年）から導入

された。しかし、流行性耳下腺炎ワクチンによる無菌性髄膜炎の発症が多く（我が国のワクチンの弱毒化が不足

していたためと言われている）４年後の 1993年には廃止された。無菌性髄膜炎の発症は 500人に 1人と高く、

訴訟も行われて、国が敗訴した。 

若い世代でワクチン未接種が多い理由（その歴史的背景） 

その後、流行性耳下腺炎を除くMR2種混合ワクチンが定期接種になる 2005年までは任意接種となっていた。 

1993年～2006年までの13年間は任意接種の時期だったが、ワクチン全体への不信感も強く接種に消極的となっ

た親も多かった。インフルエンザワクチンも同様に不信感をもたれ、1995年にはインフルエンザワクチンは 30

万本しか生産されていない。最近のインフルエンザワクチンは3000万本程度生産。
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⑤麻疹ワクチン接種変遷の歴史を以下に示す

1980年 1985年 1990年 1995年 2000年 2005年

No3 

2010年

巴 麻疹ワクチン定期接種開始(1回接種））
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1989-1993年3月衝昆合ワク�云可 ―------------
無菌性髄膜炎発症率力渭く4年間で中止

ば悶���ご臼伍：三;
、

三
-
-
-
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-
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-

--
--

2006年から現在まで2回定期
接種（訳；2種混合ワクチン）

1989~2005年迄の期間（現在13~30歳前後の人達）
はワクチン接種が徹底しなかった時代でもある

上記を裏付けるような結果が下グラフである。2016 年の採血であるが約 6500 人の麻疹抗体
価を調べている。緑線が一応麻疹予防の効果があるとされる 128 倍の抗体価である (256 倍
あるとほぼ完全に予防できる）。下に年齢が表示されている力湧！在の年齢はこれに1~2 歳足
した年齢であるが、現在 11~22 歳前後の人の抗体価は特に低く、80%程度の人しか麻疹を
予防できない。
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※主に2016年7~9月に採取された血清の測定結果： 2017年2月14日現在暫定値

----�16 

ワクチン2回接種したか、 麻疹に罹患したか不明だが血液検査で分かるか？

ワクチン接種は1回だけでは効果が不十分であると米国で報告があった事で 2 回接種が必要とされている。今回
の沖縄での感染例でも1回接種者からの発症が報告されている。自分が2回接種したか不明、或いはワクチン接
種や麻疹罹患したかどうかなど不明の場合には血液検査で確認可能。但し、自己負担となるので検査料＋初診

（或いは再診料など） で 2500 円程度になる。

麻疹に罹患して約4日後から免疫グロブリンの IgM 抗体が上昇するが、これは下降する。その後 lgG 抗体が持続
して上昇するので血液検査ではlgG抗体を測定する。
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胃癌はピロリ菌の関与が大きい（ピロリ菌と胃癌の関係について） 

文責 内科 大塚伸昭 

NO1 

ピロリ菌発見の歴史 

オーストリア人のマーシャル医師は 31才の時にピロリ菌が胃潰瘍の原因

となると発表→学会から冷笑→そこで 33才の時（1984年）胃潰瘍患者

のピロリ菌を培養して自ら飲んで人体実験をした！偉い！ 

ピロリ菌 

マーシャル医師は胃潰瘍になり、潰瘍

部位からピロリ菌を検出。→ピロリ菌 

研究でノーベル賞を受賞（2005年）。 

ピロリ菌はどこにいるのか？ 

日本では高齢者のピロリ菌陽性率が高く（50歳以上 50～60％）、若い人の陽性率は低い(20歳

以下 10～20％）。現在でも開発途上地域でのピロリ菌陽性率は高い。井戸水などからピロリ菌

は検出されており、また最近の研究では蠅の体内からピロリ菌の遺伝子が確認されている。 

我が国でも昔は下水道が完備されていなかった。糞便中のピロリ菌→蠅が媒介、井戸水などか

らの感染などで高齢者のピロリ陽性率が高いと考えられる。 

1951年生まれ。 

現在西オーストリア大学教授 

ハンサム！

幼児のピロリ感染に関して興味ある文献報告がある！ 

マ
ー
シ
ャ
ル
医
師 

医学文献の歯学という雑誌には 2012年に以下の様な報告がされている。幼稚園や保育園に通う 

3～6才の幼児とその両親約 400名を検査。3才児で既に 2.8％ピロリ菌陽性。年齢が高くなる

ほど陽性率が高く 4才で 3.3％、5才 11.4％、6才 16.7％（2010年調査）となっている。 

ピロリ菌陽性の幼児 25名中母親がピロリ菌陽性の割合は 13名（52％）、父親が陽性の割合は 

3名（12％）であった。ピロリ菌の遺伝子タイプは一致。祖父母の陽性率は調査していない。 

上記結果をイラストで表現してみると以下のようになる。 

3才 ４才 5才 6才 
ピロリ菌 

陽性率 
2.8％ 3.3％ 11.4％ 16.4％ 

親がピロリ菌陽性の場合に子供がピロリ菌陽性になる率が高い。口移しによる食事投与などは

年齢が高くなると少なくなると考えられるので、家庭内での口移し以外の感染や家庭外での生

活の中での感染も考えられる。 

6才の 16.4％陽性は、20才以下の陽性

率に近く、ピロリ感染は殆ど乳幼児期に

起こることが分かる。幼児は免疫力が低

く、ピロリ菌に感染しやすい。結婚する

前（青少年期）にピロリ菌検査をして除

菌しておくと次世代の子供達への感染を

防ぐ→将来的に子供を胃癌から予防する

事になる。ヘリコバクター学会ガイドラ

イン（2016）でも推奨している。 

ヘリコバクター学会ガイドラインなどピロリ関連書籍

を所有しているので興味のある人は私に申し出てください。

小さい頃の私の自宅にもこんな井戸があった。 

私はピロリ菌陰性だったが、、。 
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NO2 
我が国のピロリ菌関与胃癌の割合は 99％以上である！ 

胃癌 ピロリ菌 

分化型早期胃癌の内視鏡治療例でピロリ菌陰性症例は

0.4％。未分化型を含む内視鏡や開腹手術症例の胃癌の

ピロリ菌陰性は約 0.7％であった。 胃癌原因の殆どは

ピロリ菌である事がわかる。 

胃癌の殆どは私が悪さをしているのだ！ 

上記文献は Digestion2012；86：59-65及び Helicobacter2011；16：415-

419による 

ピロリ菌除菌が成功した人も胃癌リスクはあるので毎年胃カメラを受けること 

ピロリ菌陰性で胃癌が発生する割合は約１％であるが、特徴としては

未分化型胃癌が多い事や通常より約 10年早く発症するなどがある。 

ピロリ菌除菌時に胃カメラで胃の萎縮（萎縮性胃炎）などを認めた人は 1～2年毎の胃カメラ

による経過観察が推奨される；胃癌リスク検診（ABC検診）マニュアル（2015年）128頁 

除菌時の年齢や胃粘膜の変化、潰瘍の有無などで除菌後の胃癌発生率は異なる。除菌後平均 

4年、最長 10年観察した文献では除菌後の胃癌年間発生率を 0.21％と報告している。 

※上記胃癌リスク検診マニュアルも所有しているので興味のある人は私に申し出てください

※上記文献は Gastroenterol 2015; 50(6):638-644による

ピロリ菌検査方法には色々あるが、どの方法で検査すれば良いのか？検査料金は？ 

ピロリ菌検査は下に示すように①便②尿③血液④呼気検査などがある。胃炎や胃潰瘍などが無く 

健診で受ける場合には保険適応が無いので記載された料金を自費で支払う事になる。 

①便 ②尿 

尿 便 

③血液 ④呼気 

検査料金 2,940円 2,000円 

※検査料金は病院に

よって多少差がある

こともある。

2,400円 5,300円 

呼気検査料金が最も高いが感度（陽性に出る率）や特異度は最も高く感度 98～100％となっ

ていて特異度も 98～100％となっている。特異度が高いほど偽陽性率が低く良い検査法。 

尿素呼気検査を行っていない病院もある。呼気検査はピロリ菌を検出するのでは無い。 

ピロリ菌のウレアーゼという酵素が胃の尿素を分解してアンモニアと炭酸ガスを産生する

が、このうちの炭酸ガスを測定する。 

※ちなみにピロリ菌はアンモニアを産生して胃酸を中和するので肉なども溶かす強い酸性の中でも生きていける！胃液の PHは 1～1.5

で硫酸濃度によるが希硫酸などの pHと同程度となる。

（抗原検査） （抗体検査） （抗体検査） （ C；炭酸ガス測定） 13 

便による抗原測定も感度、特異度も高く感度 96～100％、特異度も同程度である。郵送検査を

してくれるサイトもある。血液検査は除菌後には基本的に行わない。除菌前の血液検査の感度

は少し低く 88～100％、特異度 50～100％である。 

※その他、胃カメラ検査の場合は胃炎（特に萎縮性胃炎）のある部位を生検して顕微鏡でピロリ菌を確認する①鏡検法

やピロリ菌ウレアーゼ産生による PH変化をみる②迅速ウレアーゼ試験、ピロリ菌を培養する③培養法などがある。

感度、特異度が 

高い 
感度、特異度が 

高い 
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NO3 胃癌リスク検診（ABC健診）とは何か？ 

胃癌リスク検診（ABC健診）という呼称には議論もあるが現在も使用されている。 

※特に問題になるのは胃癌リスクが少ない群に胃検査を不要としている点などであり、食道癌見逃し

につながるリスクもある。この点は消化器専門医からの指摘もあり今後改定されると思うが、現在の健診に

対する考え方を解説する。

胃癌リスク検診（ABC健診）は血液の①ピロリ抗体②ペプシノーゲンを採血する。 

ペプシノーゲンは胃の消化液（消化酵素）ペプシンの前駆物質。ペプシノ

ーゲン→ペプシンとなる。ペプシノーゲンの濃度が高いほど萎縮性胃炎が

発生しやすい。萎縮性胃炎が強い→胃癌発生率が高いので、血液検査から

胃癌リスクを推測しようというわけである。 

①ピロリ抗体と②ペプシノーゲンから

胃癌リスクを推測するよ！

①ピロリ抗体②ペプシノーゲンのいずれも陰性であれば胃癌リスクは低いので A群となる。 

正常粘膜 

①ピロリ抗体（＋）②ペプシノーゲン（－）であれば胃カメラはしていないが、胃粘膜萎縮

は軽度と推測されるので胃癌リスク B群とする。1年間の胃癌発生頻度は 1，000人に 1人ほどと推測される。 

①ピロリ抗体（＋）②ペプシノーゲン（＋）であれば胃カメラはしていないが、胃粘膜萎縮

は進んでいると推測され胃癌リスク C群とする。1年間の胃癌発生頻度は 500人に 1人ほどと推測される。 

萎縮性胃炎 

図１ 図２ 

画像が小さいが、胃カメラの画像を左に示す。 

図１が正常粘膜、図２が萎縮性胃炎である。 

萎縮性胃炎が進行すると胃粘膜が退縮、縮小するの

で図２のように胃粘膜下血管を透過できる（図２ 

赤矢印 。また、図１正常粘膜で見られる粘膜ヒダ 

(図１黄色矢印 ）が図２の萎縮性胃炎では見る事が

出来ない。萎縮性胃炎の表面はツルツルした印象。 

ピロリ菌除菌はどのように行うのか？ 

1次除菌は抗生物質が２種類と胃酸を抑えるプロトンポンプ阻害剤の３種類の薬物を７日間 

服用する。除菌率は 80～93％。 

抗生物質のうちの 1種類（例えばクラリスロマイシン）を他剤（例えばメトロニダゾール；

フラジール）に変更する。2次除菌成功率約 90％。1,2次除菌までは保険適応。 

1次除菌に失敗したら？ 

2次除菌に失敗したら？ 

3次除菌は保険適応無し→自費（薬の内容で異なるが 1.5万円弱程度） 

1次除菌に使用する薬剤は保険適用で決められている。このうちクラリスロマイシンに対する耐性が 

約 30％に上昇していることなどで最近除菌率が低下してきている。 
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文責 内科 大塚伸昭 

NO1 

今回は便秘の話をするが、小腸や大腸などの基礎的な解説を行う。腸の話は私の HP｢大塚先生の診察室パート２｣の 

講義スライド㉘｢腸の基礎解剖とビフィズス菌などの腸内細菌について｣にも記載している。参照されたい。 

 便秘について（腸の栄養や水分吸収と蠕動運動の基礎知識） 

食物や水分の吸収について 食

道 
肝臓 胃は食物を吸収しない。但し、アルコールだけは吸収し、アルコールの約 20％ 

は胃で吸収され、残り約 80％は小腸上部で吸収される。 

上

行

結

腸 

横行結腸 下

行

結

腸 

直

腸 大腸(上行結腸～直腸）は栄養分を吸収しない。水分、電解質の吸収を行う。 

水分吸収の約 80％は小腸、残りの水分を大腸が吸収する。 

胆のう 

膵臓 

空腸 

回腸 

虫垂 

栄養分の吸収は小腸（十二指腸、空腸、回腸）で行われる。小腸は全体で約 6m。

空腸は小腸の約 40%を占める。空腸→回腸→大腸へと続く。小腸は消化も行う。 

吸収面積を増加さ

せるために小腸に

は輪状ヒダがある。 

輪状ヒダや小腸粘膜 

表面には絨毛、微絨毛 

等があり栄養吸収面積

を大きくさせる。 

 

 

じゅうもう びじゅうもう 

吸収面積を広げるのは植物の

根毛（こんもう）でも見られる。 

根 

絨

毛 

左写真は 1 本の絨毛の電顕写真だが、びっしり 

絨毛の周囲にあるのが微絨毛。 

絨毛は十二指腸で最も多く，高さは各部位で異なる

が、0.5～1.5mm 程度（十二指腸が 1.5mm と最も高い）。 

イメージイラスト

絨毛と微絨毛の関係を下図に示す。 

じゅうもう 

じゅうもう 

びじゅうもう 

新聞紙 1 枚 テニスコート 1 面 吸収面積増加 

小腸の総面積は新聞紙 1 枚より少し小さい程度だが、

絨毛や微絨毛が存在すると、テニスコート 1 面程度 

（約 200ｍ ）まで増加する（600 倍増加する）。 
2 

上図は絨毛のイメージイラストだが、緑色は乳び管 

と呼ばれ、脂肪を吸収するリンパ管である。 

1 個の細胞

1 本の絨毛 

にゅうびかん 

胃で吸収される事が酔いが早く回る 

一因となる（特に空腹時） 

核 

動

脈 

静

脈 

拡大 

1 個の細胞 

大腸には小腸に見られるような輪状ヒダ

や絨毛は無い。 

（イメージイラスト）

1 個の細胞表面には多数

の微絨毛が存在する。 

1 個の微絨毛の高さは約 1/1000mm 

(大腸菌の長さ程度！) 

1 個の細胞に何と！約 3000 本の 

微絨毛があり、1mm  に 2 億本ある 
2 

小腸に輪状ヒダがある事で腸面積

は 3 倍になる。絨毛は 10 倍、微絨

毛は 20 倍増加させるので、これら

が存在することで 3×10×20＝600

倍にも小腸面積を増加させている。 

0.5 

1.5 
mm 

～ 

 胃 

小腸腔は最大径 4ｃｍまで広がる。 
小腸腔 
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 小腸や大腸にも筋肉（平滑筋）がある！ NO2 

小腸の厚さは 1～2mm、大腸の厚さは約 5mm と大変薄い組織だが、内輪筋と外縦筋という 2 種類の筋肉が存在する事 

で食物や便を移動させる事が出来る（蠕動運動）。蠕動運動には自律神経なども関与する。 

がいじゅうきん ないりんきん 

小腸内腔 

内輪筋 

外縦筋 

小腸内腔

内輪筋が収縮 

内輪筋は輪状に取り囲んでいて

収縮すると小腸内腔が狭くなる。 

小腸内腔 小腸内腔が縦方向に狭くなる
内輪筋 

外縦筋が収縮 

外縦筋と内輪筋の間には 

アウエルバッハ神経叢が
アウエルバッハ神経叢があり

アウエルバッハ神経叢が自律神経や内臓知覚繊維が

アウエルバッハ神経叢が
存在する。 

アウエルバッハ神経叢が

 

内輪筋と外縦筋が収縮することで食物や便が移動する。 

 

外縦筋 

外縦筋は縦方向に存在するので 
外縦筋が収縮すると下図のように

縦方向に
縦方向に狭くなる。 

食物や便

蠕動運動は自律神経の関与や食物や便が小腸腔を拡張させる刺激で起こる。 

蠕動運動により小腸はどの程度の速度で食物を移動させているのか？ 

1 分間に 1～2cm 移動していく。なので、1 時間で約 1m 移動するので、小腸が

6m の長さなら約 6 時間で大腸まで到達する→便秘の原因は大腸の運動低下 

も一因となる事が理解出来る。 

（胃に食物が入って拡張しても腸の蠕動が起こる） 

排便したいという便意はどのようにして感じるのか？ 

収縮 弛緩 

内輪筋は輪走筋、 

外縦筋は縦走筋とも呼ばれる。 

りんそうきん 

じゅうそうきん 

下

行

結

腸 

直

腸 

横行結腸 上

行

結

腸 

S 状結腸 

S 状結腸に便があるまでは便意は感じない！ 

直

腸 

下行結腸や S 状結腸の強い蠕動（大蠕動）

で直腸に便が到達して直腸壁が伸展→便

意を感じる。 

直

腸 
内肛門括約筋 

外肛門括約筋 

内肛門括約筋が弛緩して

排便するが、成人では刺激が

大脳皮質に伝達→   外肛門

括約筋を収縮→我慢出来る！ 

① 

① 

②  

②  

乳児は直腸壁伸展→ 

仙髄副交感神経→すぐ排便 

（中枢で抑制出来ない！） 

便秘は左図のように 60 才くらいまでは女性に多く見られるが 

高齢になると男女差が無くなり、80 才以上では男性が多い。 

（慢性便秘の定義は内科学では週 3 回未満の排便とすること

が多く、左図もそれに沿っていると考えられる）。 

（平成 27 年度日本内科学会生涯教育講演会より引用；元図は国民生活調査）。  

便秘の年齢、性別頻度（人口 1,000 人当たり） 

若い世代は女性が圧倒的に多い 

高齢者は 10%以上が便秘、ということになる。 
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 便秘の治療薬と作用機序について NO3 

① 座薬

テレミンソフト（後発はビサコジル；ビサコジルが薬の一般名） 
10ｍｇ 薬価 19.3 円 10ｍｇ 薬価 20.0 円 

（薬価は殆ど同じ！） 

結腸、直腸粘膜の副交感神経末端を刺激して蠕動運動を高める。 作用機序 ①   

自律神経の交感神経は戦いの神経！戦う時に排便したらいけないので蠕動運動は 

抑制される。副交感神経は休息の神経なので蠕動運動が活発になり排便も OK! 

下痢止めに使用される薬剤（ロペミンや市販の下痢止めストッパーなど）には逆に 

交感神経刺激薬が含まれるので、蠕動運動を抑制する。 （感染性胃腸炎などに使用したら駄目！）

腸粘膜に直接作用して排便反射を刺激する。②

②
結腸腔内の体内への水分吸収を抑制するので、腸内の水分が増加する。③

（一般に市販されているコーラックもビサコジルだが内服剤） 

（一般に市販されているスルーラックは

ビサコジルとセンノシドの 2 種類含有）

※ビサコジルとは妙な一般名だが、同じ化学式を

含む bis(ビス)や血管拡張作用を示す dil(ジル) 

から付けられたと推測する。 

）

② 内服薬

プルゼニド（先発）；後発はセンノシドでセンノシドが薬の一般名 

（薬価はプルゼニド 12ｍｇ1 錠が 5.6 円、センノシドが 5 円と殆ど変わらない） 
センノシドはセンナの葉っぱ成分

プルゼニドの名称は Pure（純粋な）Sennoside（センノシド）から付けられている（プルゼニドのインタビューフォームより） 

作用機序 センノシドが腸へ到達→腸内細菌によりレインアスロンという物質に変化→大腸を刺激

（センノシド自体が効果を示すわけでは無いので、レインアスロンへの変換が悪い人には効果が薄い；個人差がある） 

アローゼン顆粒にもセンノシドが含まれている

アローゼンの名称は Alｌ（総ての）Sennoside(センノシド）から付けられている。英語名は Alosenn(アローゼン）

で、総てのセンノシドが含まれているという意味（センノシドにはセンノシド A,B の２種類があるが２種類とも含むため）。 

内服薬(内用液；液体）③

ラキソベロン内用液 0.75％(先発）；後発はピコスルファートで、ピコスルファートが薬の一般名

（ラキソベロンやピコスルファートは内服薬もある）

作用機序 センノシドと同様に腸内細菌の酵素でジフェノール体という物質に変化→腸管蠕動運動の

亢進、腸管から体内への水分吸収阻害による腸管内の水分増加 

（センノシドと同じようにピコスルファートが変化して作用するので個人差があり、数滴～10 滴以上必要な人までいる）

浣腸(グリセリン；通常は 50％程度の濃度） 

(アローゼンの成分はセンナとセンナジツ）

④ 

イチジク浣腸(市販）

（イチジク浣腸(市販）の成分もグリセリンである）

作用機序 直腸へグリセリン注入→腸管の浸透圧が高くなり腸管壁から腸内へ水分を引き込む 

→腸内の水分が増加する。また，局所的刺激で蠕動運動を亢進させる。

（当院には浣腸は置いていない。直腸壁穿孔例や薬液の間違い（消毒薬などを使用）の報告も 

少ないがある。） 

その他の薬剤としては前回の㊺｢水にまつわる話｣でも記載したが、酸化マグネシウム(マグミット)などがある。 

作用機序はグリセリン浣腸に類似するがマグネシウムが腸管内にある事で浸透圧が上昇して腸内へ水分を 

引き込むことによる。浣腸のような局所的刺激作用は無い。また、座薬にはレシカルボン座薬がある。 

これには炭酸水素ナトリウムが含まれていて、炭酸ガスが発生→直腸刺激→蠕動運動を亢進させる。 
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腸の基礎解剖と腸内細菌の話（ビフィズス菌などの乳酸菌の解説）
Aw 

文責内科 大塚阻沼

右肺

胆の う

下

行

結

腸

多

ぃ
り

辛
恐

）

：

い
）〔

/

し

直

上

行

結

腸

胃から 図1①十二指腸につながる

右図（図2)の濃いピンク色の部分が

十二指腸 。最初の部分は球部と呼1#1

潰瘍が出来やすい場所でもある（胃醸

の影響を受けやすいので）。

三t_一二）

球部

Jj暢

十二指腸というのは指 12 本分の福長という 事だが 、私の場合は 上記 指幅

（示指） は 1如n 程度なので約 22an だ が、正常の十二指腸は25an 程度。

皆さんも指福を測ってみ てくださ い。＋二指腸は小腸で ある。

ヽ 鴫
図1

十二指腸という日本語はタ ーヘル ・ アナトミアに由来 する。duodenun(12

の）digitorun(指）と記載されていて、杉田玄白らが解体新書で十二指腸

と翻訳した 。 し

十二指腸に 続く左図（図1)の3ま空腸で ある。小腸全体では約5m

あるが、空腸は小腸の約40%を占める。空腸ぱ涜く③回腸は小腸の約60%

を占め、大腸 （盲腸） へと続く。空腸と回腸の明確な境界は無い。

空腸と回腸の名称の由来について；空腸という名称は解剖 すると空 っぽの 事が多く、この名称が付けられている。回腸の 回は曲が

りくねったと言う意味から名付けられたと推測する。英語ではi I et111 (イレウム） だが捻（ねじ）れるという意味のラテン語に由来

する。ちなみに腸閉塞はi leus (イレウス）。

小腸には 胃や大腸には見られない

絨毛（じゅうもう） があり、表面積を

広げる事で栄養の 吸収に役立つ。

腸

空腸は輪状

ヒダが多い

気〗
一つ一つの絨毛からは 、更に微絨毛と

呼ばれる小さ な突起が多数出ている。
図4

空腸と回腸は基本的に同じ組織で あるが、上記のように 空腸には輪状ヒダ（上図4の①）

が発達している。この部分にも絨毛がある。絨毛や閾戒毛が発達しているため小腸の表面

積は200 rri (テニスコ ー ト 1 面分程度）にもなる。小腸からは 1 日約21もの弱アルカリ性

の腸液が分泌される。

大腸の解剖と機能；回腸は盲腸へと続くが、この部分には回盲弁（バウヒン弁；バウヒンはドイツ人医師の名前） があって、盲腸から

回腸への逆流を防いで いる。大腸は盲腸→上行、横行、下降、S 状結腸から直腸 、肛門へと続く。大腸全体の長さは1. 如。

大腸は栄養吸収を行わず、電解質、水の再吸収 、粘液産生などを行う 。小腸や大腸の粘膜上皮細胞 （吸収細胞な巳の寿命は約5日

でこ新しく入れ替わる＾
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※余談だが、bi(2つ）の付いた言葉にはbicycle(バイシクル；自転車）やバイリンガル（bilingual） 

などがある。 

No2ビフィズス菌などの腸内細菌の解説 

テレビ、雑誌、ネットなどで多くの健康食品が紹介されている。ビフィズス菌なども多数種類がある。基本的な解説を 

行うので参考にしていただきたい。 

乳酸菌という名前の細菌は存在しない。乳酸や酪酸などを産生するビフィズス菌や、乳酸を産生する乳酸桿菌などが乳酸菌

と呼ばれる。現在市販されている乳酸菌は大きく2つの種類に分かれる。一つはヤクルトの乳酸菌シロタ株などの 

乳酸桿菌属（フィルミクテス門）、もう一種類は同じヤクルトのミルミルなどのビフィズス菌（ビフィドバクテリウム属；

放線菌門）である。 

①病原菌の繁殖抑制作用；腸内を酸性に保ち、病原菌の繁殖を抑制する。女性の膣内も同様に乳酸桿菌やビフィドバクテリウムが

存在している。これらの細菌は総称してデーデルライン桿菌と呼ばれ、膣を PH5 程度の酸性に保ち、病原菌増殖を抑制している

（膣の自浄作用）。デーデルラインという名称はドイツの産婦人科医の名前である。 

②腸の炎症を抑える；毒素産生型フラジリス菌（ETBF菌）の産生抑制作用がある。この細菌は潰瘍性大腸炎の一因とも言われる。 

ETBF（E ntero(腸）Toxigenic（毒素原性）Bacteroides Fragilis；バクテロイデス属のグラム陰性桿菌） 

その他、病原性大腸菌（O157など）の抑制作用もあるとの文献あり。森永ビヒダス（BB536株）などは、毒素産生型フラジリス

菌（ETBF菌）の繁殖を90％抑制するという文献もある。 

乳酸菌が体に良いとされている理由を以下に述べる。 

③免疫力を上げる；NK細胞の活性を増加させて感染予防に役立つ。NK(Natural Killer;ナチュラルキラー）。NK細胞は癌細胞な

ども攻撃する。発酵乳摂取が多い方が乳癌発生率が低かったとするフランスの文献や膵癌発生率が低かったとするオランダの報告

などがある。明治プロピオヨーグルト（R1乳酸桿菌）  やヤクルト乳酸菌シロタ株などがある。 

④便秘や下痢に有効；便秘や下痢というと逆の症状で奇異に感じるかもしれないが、以下の様な作用機序でこれらを改善する。 

腸内細菌のいわゆる悪玉菌に属するクロストリジウム属（嫌気性グラム陽性芽桿菌；芽胞形成する；ウェルシュ菌など）や大腸菌

が発生する腐敗産物やガスが蠕動運動の低下→便秘（弛緩性便秘）の原因になる事がある。悪玉菌による腸管炎症は下痢を起こす。 

⑤ピロリ菌などを抑制する乳酸菌もある；一般にビフィズス菌などの乳酸菌は酸に弱くPH4以下程度では生存できない（胃内で死

滅する）が、乳酸桿菌のLG21は胃酸に強く胃内でも生存、胃粘膜で生存できるという性質を持つ。LG21の併用で除菌率が高まる

とする文献もある。明治プロピオヨーグルトL21などがある。 

※胃酸に強いとされるその他の乳酸菌製剤；Bb12株（十勝ヨーグルト） やLMK512などがある 

ビフィズス菌という名前について 

左図はビフィズス菌の電子顕微鏡写真だが、Yという形になっている。先端が二股に分かれている 

所から付けられている。bifidus(ビフィズス）のbiは２つという意味。bifidusのfidusはイタリ

ア語が語源で根っことかいう意味。2又に分かれた根っこといった意味。 
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ビフィズス菌などの腸内細菌の解説（続き） No3
一般でも市販されているビオフェルミンの名前の由来は？病院で使用するミヤBMの名称の由来は？これらの薬に含まれ

る乳酸菌の数はどれくらい？ 

一般にも販売されているビオフェルミンの歴史は古く大正4年頃に開発、販売されている。BIOFERMIN（ビ

オフェルミン）のbio（ビオ、バイオ）は生きた、ferminはferment（発酵、酵素）から命名された。 

ビオフェルミンにはビフィズス菌；Bifidobacterium bifidum（G9-1）が含まれている。 

1錠のビオフェルミンにはビフィズス菌が100 万個～10億個含有されている（ビオフェル

ミン製薬インタビューフォーム参照）。随分バラツキのある数字にも思えるが、この程度含まれる。 

昭和初期のビオフェルミンのパッケージ ※ビオフェルミンは胃酸に弱いので、食後服用とする。 

森永仁丹のビフィーナというビフィズス菌製剤（ネット通販）には1袋1日          

分で100億個摂取できるという事で試しているが（何でも試すのが好きなので） 

それほど体調に変化は無い。

（黄色い小さなカプセルに閉じ込められているので胃酸に強いらしい；腸溶錠） 

 病院でも良く使用されるミヤBMは千葉大学の宮入（ミヤイリ）博士が1933年に発見された腸内細菌（酪酸菌）に由来する。

宮入菌（ミヤイリキン）と命名された。宮入菌は人の糞便から発見され、抗腐敗性が強く、芽胞に包まれていて胃酸などの 

影響を受けずに到達する。 

人の腸内には 500～1,000種類、数にして 100～1,000兆もの腸内細菌が存在する。腸内細菌だけの重さは約 1kg

にも達すると言われている。このうち、今迄述べてきたようなビフィズス菌や乳酸桿菌などは善玉菌と呼ばれる。 

善玉、悪玉菌という言葉は東大名誉教授の光岡先生（現在88才）が提唱された。 

乳酸菌はオリゴ糖や食物繊維を栄養源とする。オリゴ糖の多い食品（タマネギ､アスパラガスなど） 

や野菜類を摂取するのも重要となる。 

乳酸菌製剤にはオリゴ糖の含有されている製品もある。 

乳酸菌はヨーグルト以外にも食物ではチーズ、納豆、味噌、漬物などにも含まれる。 

（味噌や漬物は塩分の多いものは高血圧の人には不向き） 

その他、かつお節、みりんなどの他、日本酒（私も嗜む；少し飲み過ぎ）など 

にも含まれる。和食、野菜が体に良いという事になる。 

腸内細菌叢を腸内フローラと呼ぶが実際には花畑の様に綺麗では無い。ちなみに、このフローラはギリシャ神話では 

花の女神として登場する。 

乳酸菌には今迄述べてきた良い作用以外にも色々ある。例えば森永ビースリーのB-3株（ビフィズス菌）には 

内臓脂肪などを低下させる働きがあるとされ、マウスの実験では確認されている。 

最後に､最近行われている潰瘍性大腸炎、過敏性大腸炎、抗生物質投与による偽膜性腸炎 

治療に対して行われている便移植（糞便微生物移植法）について簡単に解説する。右図は

小さくて見えづらいが、要は正常な人の便を濾過して患者の大腸に入れるというもの。 

正常な腸内細菌叢と入れ替えるという考え方である。古来中国（4世紀）にも下痢患者に 

正常人の便汁を飲ませて良くなったという記述があるが､驚きの治療法である。 

マウスではあるが、肥満マウスの腸内に痩せているマウスの便を入れると体重が減少した

との報告もある。人間の肥満治療にもこういった治療法が認められるようになるかも、、。 
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喫煙が健康に与える影響について 文責 内科 大塚伸昭 

① 肺癌、喉頭癌など呼吸器系を中心とした癌発症リスクとなる。

② 肺機能低下を引き起こす肺気腫（慢性閉塞性肺疾患）のリスクとなる。

③ 動脈硬化の原因となる（脳卒中や心筋梗塞のリスクとなる）。

以下、もう少し詳しく説明していきます。 

煙草には4,000種類近い化学物質が含まれていますが、そのうちベンツピレンなどの 

発癌物質が50種類程度含まれていると言われています。 

 

 

 

 

※禁煙すればこれらの癌発症リスクを低く出来ますが、禁煙できない人は早期発見を心がける必要があ

ります。喉頭癌に関しては毎年耳鼻科を受診するか胃カメラを毎年受けていれば必ず声帯、喉頭を観察

しますので発見可能です。食道癌も早期発見出来ます。肺癌に関しては胸写は早期発見困難ですので胸

私は喫煙が健康に与える影響について医学文献などで腐るほど目に

するので煙草を吸おうという気にもなりませんが、一般の皆さんは 

具体的な影響を知る機会が少ないので以下説明します。 

喫煙が健康に与える影響は大きく以下の3つになります。 

①肺癌、喉頭癌など呼吸器系を中心とした癌発症リスクとなる 

喫煙本数が多く、喫煙期間が長いほど当然リスクは上昇し

ます。良く知られているのがブリンクマン指数と呼ばれる

もので喫煙本数×喫煙年数です。例えば20本、20年吸え

ば20×20＝400です。ブリンクマン指数400の人は肺癌

リスクが約4倍になると言われます。非喫煙者でも腺癌と

呼ばれる肺癌の発症する事があります。喫煙者の中には非

喫煙者でも肺癌が発症するから喫煙は癌発症リスクになら

ないと言う人がいますが、これは医学的な基礎知識に欠け

ているからです。 

呼吸器系の癌発症でも特に喉頭癌の発症リスクは高く医学文献では30倍程度高いと報告しているも

のもあります。また喉頭癌の約90％は喫煙者です。また食道癌はお酒を飲んで赤くなる人 

（アセトアルデヒド脱水素酵素の働きの悪い人）の発癌リスクが高いのですが、それに加えて 

喫煙すると食道癌発症リスクは数十倍になります。
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部CTを薦めます。胸部CTの肺癌発見率は胸写の約4倍です。ただし、放射線被曝の問題もあり若い

時から毎年受けるのも問題がありますのでヘビースモーカーは50才位からCTを受けることを薦めま

す。 

肺気腫 

正常な肺では静脈から運ばれた二酸化炭

素を肺胞内に送り、取り込まれた酸素が

動脈に溶け込みます。 

肺気腫では肺胞の壁が喫煙によって破壊されるため 

酸素の取り込みが十分に出来なくなります。 

左図は肺気腫患者の胸部CT写真（右肺）です。 

肺胞壁が破壊されています。この程度まで進行すると 

酸素吸入が持続的に必要になる場合もあります。 

丸く黒い部分は肺胞壁が破壊されて大きな空洞になってい

ます。この部分は酸素の取り込みが出来ません。 

この部分が正常に近い肺組織です。 

②肺機能低下を引き起こす肺気腫のリスクとなる 

気管支 

肺胞壁 

肺胞 

これは気管です 
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③動脈硬化の原因となる（心筋梗塞や脳卒中のリスクとなる） 

喫煙によって活性酸素が発生し 

これが血管の内膜の内皮細胞を傷害する

事が主要因と言われています。 

綺麗な肺を保ってみませんか？下図を見てください。 

非喫煙者 1日10本、50年 1日60本、50年 

何故喫煙者は１時間もするとまた煙草を吸いたくなるのか？ 

喫煙はニコチン依存（中毒）に陥るわけですが、ニコチンの血中濃度の半減期（濃度が半分になる

時間）は約３０分です。したがってニコチン依存の強い人はすぐにまた吸いたくなるという事にな

ります。ニコチンは脳に作用してドパミン（神経興奮作用がある）を分泌させます。 

ニコチン依存から脱却するにはニコチンガムやパッチを次第に減量させる治療法などあります。 

宮崎市内にも禁煙外来の病院がありますので禁煙したいと思っている人は相談してください。 

喫煙と呼吸器の関係など更に詳しく知りたい人は私が

自費出版した「わかりやすい病気の話＆人体解剖薬の基

礎知識」が当院待合室に置いてあります。１２６頁

「わかりやすい喫煙の健康被害」を見てください。 

また、HP（ホームページ）大塚先生の診察室パート2

からも本の内容を無料でダウンロード出来ます。 
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痛みなどの感覚や鎮痛剤の話

NOi 

文責内科大塚伸昭

感覚は皮膚や深部組織で感じる ①体性感覚（皮膚感覚と深部感覚） ②内臓感覚（内臓で生じる ） ③特殊感覚

（視覚、聴覚など）に分類される。

皮膚で感じる体性感覚には① 痛覚②温度覚③触覚④圧覚⑤深部感覚（関節や筋肉、腱の動きを感じる ） がある。

これ らの感覚を感じる受容体のイメ ージイラストを下に示す。

温痛覚
ヽ-------------------------------------------------------------------------------------� ―--------------------------�------------------------------------—←-

（皮膚の伸展を感じる）

①ルフィニ小体 真皮

--------------------------------------------------------------—← -----------------------f+-------------------

体性感覚神経線維
一 皮下組織

②パチニ小体

吋性感覚神経縁維

④ 
③ マイスナー小体j メルケル細胞

（圧覚）
（実際はもう少し上の部分に存在する）

①, ルフィニ小体：長さ 約1mmの紡錘形の受容器 で主に真皮に存在して皮膚の伸展などを感じる。 同様の構造は関節包

にも見られる。ルフィニ小体の名称はイタリアの解剖学者ルフィニに由来する。

②［パチニ小体：長さ 約 1-4mm でタマネギのような数十層にも及ぶ層状構造を持った楕円体。 真皮や真皮と皮下組織

の間付近にあり、特に手の指腹に多い。 100-1,000ヘルツの振動を感知する が、 250ヘルツ付近の振動を最も良く

感じる。パチニ小体の名称はイタリア人解剖学者パチニに由来する。

③Iマイスナー小体：唇、指などの無毛部にあり、低振動(40ヘルツ） に対する触覚受容器。 1852年ドイツの解剖学者

マイスナーが発見したことに由来する。(40ヘルツという のは 1秒間に 40回振動する という意味）

④［メルケル細胞：表皮と真皮の間にあって 0. 01mm程度の小 さな細胞（上図メルケル細胞の紫の部分）。自由神経終

末と同様に先端が被包化されていない。 表皮や口腔粘膜、舌縁などにある。圧カセンサーで物の形や皮膚の変形

を感じる。指 にはこのメルケル細胞とマイスナー小体が多い。ドイツの解剖学者 メルケルが発見したことに由来。

⑤ ＂罪『渇躇i：感覚神経繊維の末端がむき出し で被包化されていない。 この部分で痛覚や温度を感じる（温痛覚）。

神経 線維には神経が鞘で覆われている有髄神経と、 鞘で覆われていない無髄神経がある。 有髄神経の方が神経

の伝達速度が速く鋭い 痛みを感じる(A繊維）。無髄神経は伝達速度が遅 く鈍痛 を感じる(C繊維）。 有髄神経の

伝達速度が時速約40キロ以上なのに対して、無髄神経は時速0.6-6キロと遅い。

神経線維伝達速度対決！ 鞘があるI有髄神経には太い A 神経と細い B 神経がある。 A 神経は更に太さ で4つに

分類される (A a ,A /3 ,A r ,A o)。 太い方が速い。
最も太い Aaは時速100-200キロに達する （車なら速度違反！）。

第1位はAa(時速100~200キロ）
1 無髄線維 l 無髄神経は C線維で直径が約111000mmと細 く、 時速0.6~6キロと遅い。

最下位は無髄線維(c線維）で時速0.6~6キロ痛覚の鈍痛などを伝達する。
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痛みなどの感覚はどのように脳に伝わるのか？ N02 

温痛覚や触覚などは脊髄から脳の中心部にある視床（ししょう）を通過して大脳皮質の感覚野に伝えられる。

温痛覚と触覚は視床に到達するまでは異なった経路で伝達される。

b)後索ー内側

毛帯路

中脳（内側毛帯

や脊髄毛帯）

延髄（薄束核

① 温痛覚経路を左図の赤線で示す。温痛覚は脊髄の後ろにある

脊髄後根から脊髄後角に伝達される。温痛覚経路は面白くて、反対

側の脊髄側索の前外側にあるa)外側脊髄視床路を通って視床に伝

えられる→大脳皮質感覚野へ到達。

② 精細な触圧覚や深部覚の経路は左図青線で示す。

温痛覚と同じく脊髄後根から脊髄後角に伝達される。温痛覚経路と

違って同側を上行して延髄に到達する。延髄薄束核（はくそくかく）や

延髄楔状束核（けつじょうそくかく）を通過して反対側を上行して視床

→大脳皮質感覚野へ到達する。

ないそく もうt-いろ

この精細な触圧覚の伝達経路をb)後索ー内側毛帯路と呼ぶ。
ないそくもうヤい

後索は脊髄後索で後ろの部分だが、内側毛帯とは何？

これは中脳など脳幹部内側にある毛を束ねたような構造の部分。

※神経内科は難しい言葉が出てくるので挫折してしまいそうですね。

タラムス

脳の中心部にある視床の名前の由来は何？視床は英語で thalamus だが

ギリシャ語が語源では6a). cr JI o�(寝床とか寝室の意味）。当初これを命

名したウイリス（ウイリス動脈輪の発見者でもある）が視神経と関連すると
寝床 視る

して Thalamus opticus と命名。現在 opticus は正式学名からはずされて
オプティカス

いて thalamusu だけなので「視床」でなく単に「床」が正確？
（イラスト原図は123RFより有料でダウンロー ド）

皆さん御存知の膝蓋腱反射やアキレス腱反射は脳にまで刺激が届かず、脊髄だけで反応している。

（大腿四頭筋反射）

腱をたたく→筋肉が伸びる

①腱を叩く→筋肉が
「②筋肉の伸展は

’ 

脊髄は中心部に灰白質（下図だと H 型の
竺部分）があり、神経細胞がある。

伸展する

筋伸展→筋収縮させて元に戻

そうとして足がピンと上がる！

外側が白質で神経線維が通っていて
� p 遠心性、求心性の神経伝達経路となる。

③筋肉を収縮させる

情報が伝達される

（脳は逆に外側が灰白質、内側が白質）

（イラスト原図は123RFより有料でダウンロー ド）
r-----------------------------------------------------------------------------

腱反射→脚気の検査というイメージかもしれない。脚気はビタミン 81 欠乏
による末梢神経障害→腱反射が低下する。

その他色々な病気の診断に応用される。例えば椎間板ヘルニアでは腱反射
は逆に冗進する。これは膝蓋腱より上にある腰髄が正常なら反射を抑制する
働きをしているから。ヘルニアで反射抑制が効かなくなっているため。

（医学用語では上記のことを上位運動ニューロン障害による腱反射冗進などと呼ぶ）
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［鎮痛剤について］ N03 

鎮痛剤については前回の即時型アレルギーの文書でも少し記載したので参照してもらいたい。まずは鎮痛剤で有名な

アスピリン命名の歴史から。

せいようなつゆきそう

アスピリンの一 般名はアセチル ・ サリチル酸だがこのサリチル酸はバラ科の「西洋夏雪草Jにも含まれている。この草の
ー

学名を「スピラエ ・ ウルマリア」と呼び、サリチル酸を以前はスピラ （エ）酸とも呼んでいた。
弓見たことありますか？
,, 

ドイツのバイエル社が 1899 年にアセチル ・ サリチル酸のアと、サリチル酸（スピラ酸） からアスピリンと命名。

鎮痛薬は大きく分けると①オピオイド鎮痛薬と②非オピオイド鎮痛薬に分類される。オピオイド(Opioid)という名称はアヘン

（阿片）；Opium( オピウム）から付けられている。アヘンはケシの実から採取されるがケシの実はOpium poppyと呼ばれる。
● (poppyはケシという意味）

① オピオイド鎮痛薬はモルヒネ、コデイン、オキシコドンなどのa)麻薬性オピオイド鎮痛薬と

ペンタゾシン、トラマドール（トラマール）などのb)非麻薬性（麻薬拮抗性）オピオイド鎮痛薬に分類される

t 
②非オピオイド鎮痛薬は1)アセトアミノフェンなどcox阻害作用の無い薬と2)COX阻害作用を持つ 非ステロイド性抗炎

症薬(NSAIDs)に分類される（この類いはロキソプロフェン、イブプロフェンなど多い） 。

COX (CycloOXygenase; シクロオキシゲナーゼ）は前回のアレルギーの話でも解説した。「大塚先生の診察室パー ト2」の講義スライ

ド51番参照。シクロオキシゲナーゼはアラキドン酸に作用し、炎症によるプロスタグランジンなどの物質を産生させる。これをブロッ

クするのがCOX阻害剤。非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs;エヌセイズと呼ぶが）も上記51番の講義スライドで解説した。

当院に置いてある鎮痛剤I (非オピオイド鎮痛薬）

薬品名 薬価 備考

カロナール (200, 300, 500m g) 後発 7.1円(200m g) アセトアミノフェンが成分だが、古くから

使用されているためか先発品が無い。

ロキソプロフェン Na 錠 60m g (後発） 7.8�9.6円 先発はロキソニン 14.5円 (60m g)

ボルタレン錠 25mg(先発） 11.2円 後発はジクロフェナック（一般名） 5.6 円

(25m g) 

セレコックス錠 lOOmg(先発） 68.1円 後発がまだ無いが 2019 年発売予定

薬によって最大血中濃度上昇に達するまでの時間が異なる。

(ag/mL) 

6
" 

血

漿

中

5 6 (問間）

（三共研究所）

（三共添付文書より改変引用）

に達する時間は約 30 分と早い。
0

8

6

4

2

 

（
→ヽ
3

n
)

邑
餅
廿
NC
BF

これに対してイブプロフェン

（イブとして市販もされている）

の到達時間は約2時間。

0: イプブロフェン錠10伽g「タイヨ ー」
●：標準袋剤（錠剤、100mg)

平均土標準侃差、n=14

イブプロフェン

、,-------------------------------------------―一、
[※私は偏頭痛に近い頭痛持ちなので市販のイブ l
l を20年近く服用しているが、頭痛の強い時は ！ 
l 効果出現が早いロキソプロフェンを服用する。 i
, .. ―--------------------------------------------、

o@ 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 2, 
投与後の時間(hr)

（タイヨ ー添付文書より改変引用）

（掲示板掲載はここまで）
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鎮痛剤など（続き） N04 

（ここから先は医療従事者を対象に少し専門的な事も追加解説する）

鎮痛剤 (NSAIDs; 非ステロイド性抗炎症薬）を長期に服用している人は 癌にかかりにくい？

t (大腸癌以
す

外Iヨ石食道癌リスク低下など報告あり）

1988年にアスピリン服用者の大腸癌発生リスクが低いと初めて報告。その後も同様の結果が医学文献で報告。

抗癌作用を発揮するのは鎮痛剤のCOX (CycloOXygenase)シクロオキシゲナーゼ阻害作用が関与しているらしい！

＇ 

COX (cyclooxygenase)は体内のアラキドン酸をプロスタグランジンなどに変化させる最初の酵素。cyclooxygenase

のcyclo はcycle(サイクル）の意味。oxygenaseのoxgenは酸素、aseは酵素の意味だがoxygenaseで酸素添加

酵素と訳される。つまりアラキドン酸を酸化させて他物質に変えるという意味。

COX(シクロオキシゲナーゼ）がアラキドン酸に作用してどんな物質が出来るか、もう一 度復習してみると以下のようになる。

------------------------------------―ー！ 戸；竺上＿ ビ否―冨面五盃乙迅
―
;;江―い

―
応石

―
用ー］し――------------- ------------

↑ トロンボキサンとは逆に血小板

の凝集を抑制する作用がある。 プロスタグランジンG2(PGG2) l
t 

COXをブロックするのがアスピリンなど

［プロスタグランジン12(PGI2) ]

プロスタグランジン全体が強い平滑筋

収縮作用を持つが、プロスタグランジ

ンE2は陣痛促進の内服、プロスタグ

ランジンF泣は陣痛促進の点滴として

使用される。

プロスタグランジンやトロンボキサン

はアナフィラキシーショックでも産生

されるが、このプロスタグランジン

D2は血管透過性を抑える働きをし

ている事が最近報告された。

アナフィラキシーを和らげる自浄作用が

あるという事になる。

トロンボキサンは血管や気管支を

収縮させ、血小板を凝集させる。

脳梗塞再発防止などでアスピリン

が使用されるのは血小板凝集を

抑制する効果があるため。

アスピリンなどのNSAIDsはCOX(cox2)に作用して、癌が発生する組織の炎症を抑える事で、癌増殖を

抑制している。

COX2(シクロオキシゲナーゼ 2)が

癌発生初期に産生

, -

NSAIDs はこの部分をブロックして癌抑制

していると考えられる

（細胞には自滅するようなプログラム

が仕込んである（皮膚細胞が1か月

の寿命）。これをアポトーシスと呼ぶ。

COX2(シクロオキシゲナーゼ2)は何と！

癌細胞の自滅（アポトーシス）を抑制している。

その他、癌細胞を増殖させたり、癌血管の新生にも
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いわゆる五十肩（肩関節周囲炎）の話 文責 内科 大塚伸昭 

私自身、約 10年前に左肩（この時は 55才）の五十肩に罹患した。昨年は５月から右肩の肩関節周囲炎 

（六十肩という事になるが）に罹患した。いずれも完治までには６ヶ月程度はかかった。

私の経験を踏まえて今回は肩の解剖や肩関節周囲炎についてイラストを使って説明する。 

肩がどの方向にも動くのは肩甲骨の関節窩が浅いため。逆に脱臼も起こしやすい。 

図１ 

図２ 

図３ 

肩甲骨 

上腕骨 

鎖骨 

肩甲骨 

上

腕

骨 

左図（図１）は肩関節を正面から、右図（図２）

は肩関節を背面から見たイラストである。下図

（図 3）の股関節と比べて分かるように肩関節は 

肩甲骨の関節窩（図１の  ）が小さく上腕骨頭

はかろうじて収まっているだけである。 上腕骨頭 
関

節

窩 

では何故、このような小さな関節窩に上腕骨頭が

収まり関節がどの方向にも動くかというと、関節

包に包まれて、腱や筋肉が支えているから。 

上腕が脱臼しやすい理由は肩のイラストを見れば 

理解しやすい。 

大

腿

骨 

左図（図３）をみると股関節の関節窩は大腿囲骨頭

をすっぽり覆っていることが理解できる。 

大腿骨頭 

症状は肩関節付近の上腕の痛みから始まる。筋肉痛のような感じである。初めは関節の運動制限は殆ど無い。その後、

強い肩関節の運動制限が起こり（凍結期）、少しでも肩を動かすと痛い。この時期には無理に動かす必要は無い。 

何といっても寝ている時が大変！少しでも寝返りをうつと激痛！そのうちに少しずつ肩関節が動くようになる時期が来

る（解凍期）。この時期になれば、無理の無い程度で動かす。私の場合は反対側の腕で五十肩のある腕を少しずつ動か

したが、これが一番効果的だった気がする。頭にも手が届かず、背中にも腕が回らないが、時期が来れば直るので焦る

事は無い。２枚目以降のプリントで詳しく解説するが腱（腱板）の断裂などが原因となっている事もあるので、不安な

人は MRI或いはエコーなどの検査を受けても良い。ステロイドやヒアルロン酸の関節注入もあるが、私の場合には殆ど

効果が無かった（55才頃）。痛○湯などといった漢方の類いの CMがあるが、これと類似の漢方成分を服用したが全く効

果は無かった（笑）。 

五十肩（肩関節周囲炎）の症状の始まりと経過について；私自身の経験をふまえてのアドバイス 

五十肩は英語では frozen shoulder(凍った肩) 

烏口突起 
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肩関節の解剖と五十肩（肩関節周囲炎） 

鎖骨、肩甲骨、上腕骨は靱帯で結合している。 

肩甲骨の烏口 

（うこう）突起 

烏口肩峰靱帯 

上

腕

骨 

烏口鎖骨靱帯 
（うこうけんぽう）

肩

甲

骨

の

肩

峰 

肩甲下筋 

図１ 図２ 

また、上腕骨と肩甲骨の関節部分 

（図 1,図 2の  で、囲んだ部分）は

烏口上腕靱帯や,関節上腕靱帯で補強さ

れている。（図１  に靱帯は描いてい

ない。） 

烏口上腕靱帯 

①
②
③

左図（図２）の①②③はそれぞれ 

①は上関節上腕靱帯 

②は中関節上腕靱帯 

③は下関節上腕靱帯 

である 

五十肩（肩関節周囲炎）の一つの原因は関節包（滑液包）内の炎症 

図3 

鎖骨 

肩甲骨 

の部分は烏口上腕靱帯や上、中、下関節上腕靱帯で補強 

結合しているが、これらは関節包の一部が索状に肥厚したも

の。関節包の中には関節がスムーズに動かせるように潤滑油の

ような潤滑液が入っている。下図３に関節包を示す。 

① 肩峰下包

② 三角筋下包

肩峰皮下包 

肩甲下筋の腱下包 

関節包には幾つかあるがこのうち左図（図３）の①肩峰下包

（けんぽうかほう）が重要。この肩峰下包の炎症が下を通る 

棘上筋（図 4,5の a）に影響を与える。この棘上筋は主に肩を

横に上げる時に働く（上腕の外転）。 

図４ 図 5 

a)棘上筋 
a)棘上筋 

a)棘上筋 

正常 五十肩 

肩峰下包 

肩峰下包 

肩峰下包の炎症 

A腱付着部の炎症 

B筋肉の炎症 

A 

上

腕

二

頭

筋 

上

腕

二

頭

筋 

大胸筋 

大胸筋 

上

腕

骨

大

結

節 

烏口突起 烏口突起 

その他、棘上筋の腱が上腕骨に付着する部位付近での炎症 

（図 4,5の A）や三角筋の炎症（図４の B）、或いは上腕二頭筋 

（長頭）の腱が肩甲骨付近で付着する部位での炎症（図５C） 

などが原因となる。 

C 

上

腕

骨 

小円筋 
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五十肩（肩関節周囲炎）と症状が似ている肩の病気 

例えば下記で説明するが棘上筋断裂はスポーツ選手以外でも高齢になると知らないうちに起こっている 

事がある。ただ、医学文献を見ると、私くらいの年齢になると（65才）、仮に断裂を手術しても成績が

芳しくないようなので手術前によく説明を受けておいた方が良いと考える。 

棘上筋（腱板）断裂①

棘上筋 肩甲骨の肩峰 

烏口突起 

大胸筋 上

腕

骨 

左図  の所で腱板断裂が起こる。棘上筋は肩甲骨棘上窩を起始部として 

左図上腕骨（大結節）に付着している。何故、高齢になると断裂しやすい？ 

腱板は血流がそもそも少ないが、動脈硬化などで血流障害が起こるのも一因 

高齢になるまで酷使してきたので腱板も変性（くたびれた！）している。 

石灰性腱炎（石灰沈着性腱板炎） ②

棘上筋の腱板  付近の石灰化（カルシウム沈着）が起こる事が原因。 

急性期は注射器による石灰吸引やステロイド注入が効果的な事もある。 

肩峰下インピジメント症候群 
※インピジメント（impingement）は衝突という意味だが語原はラテン語

で｢打ち付ける｣という意味。 
③ 

肩峰下包 

棘上筋 

関節包 関節包 

肩甲骨 肩甲骨 上腕骨頭 上腕骨頭 

肩峰下包 

上左図（図１）は腕を下げた状態。上右図（図２）は腕を横（水平）に上げた状態を示す。図②は肩峰下包

が肩甲骨の肩峰に衝突している所を示す。その他棘上筋腱板が肩峰に衝突しても同様の症状がある。 

インピジメント症候群の肩痛は五十肩と違って腕を上げる（挙上）時や腕を下げる（下降）時に強くなるの

が特徴的。 

図１ 図２ 

MRIでは棘上筋腱の肥厚が見られる事 

もある。ステロイドの肩峰下滑液包 

注入も行われるが、難治の場合は 

手術（肩峰下除圧術）を行う。 

五十肩（肩関節周囲炎）の炎症とは？ 

炎症というと白血球が沢山肩関節に集まっているのか？と思う人もいるかもしれませんが、病理組織で

は白血球浸潤は殆ど見られず、線維芽細胞の増殖が見られます。線維芽細胞と言えばコラーゲンを思い浮

かべる人もいるかと思います。コラーゲンの源でもあるわけですが、肩では無く皮膚で沢山出来てくれれ

ば肌の張りも艷やかになるだろうに、と考える人がいるかも知れません。しかし、五十肩の線維芽細胞は

繊維化を引き起こす悪役細胞です。残念！ 

←線維芽細胞（コラーゲンの前駆物質でもあるのだが、、、。） 
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ビタミン Dと骨粗縣症
No1 

文責内科大塚伸昭

今回は骨やビタミンDなどの基礎的な知識をできるだけわかりやすく、いつものようにイラストを多用して解説する。

［骨（長管骨）の構造） 骨は中心部がスポンジ状の①海綿骨と外側の硬い②緻密骨で出来ている。

（左図は大腿骨や上腕骨など長管骨（ちょうかんこつ）と呼ばれる骨の構造を示す）
緻密骨は英語で comact bone(compact コンパクトは密な、ぎっしり詰まったという意味）
緻密骨は皮質骨とも呼ばれる。また緻密骨は緻密質と呼ばれることもある。

緻密骨の外側（骨表面）は③骨膜で覆われているが、関節表面は
④ガラス軟骨で覆われている。

海綿骨から続いて⑤髄腔があり、血液が作られるが成人になると、次第に
脂肪組織に置き換わる。血液が作られる時期は赤色髄、脂肪組織に置き
換わると黄色髄と呼ばれる。

上図では長管骨の構造を示したが、骨の種類によって海綿骨と緻密骨の位置や占める割合は異なる。
例えば、頭蓋骨や胸骨など薄い板状の扁平骨は2層の厚い緻密骨の間に海綿骨がある（下図は頭蓋骨）。

左図は頭蓋骨を示すが、2層の緻密骨の間に海綿骨がある。
2つの緻密骨は頭蓋骨では外板、内板とも呼ばれる。
海綿骨は頭蓋骨では板間層とも呼ばれる。

緻

密

骨

日

緻密骨

海綿骨

緻密骨

織

嗚

骨

左図は正常、骨粗縣症のイメージイラスト
である。骨粗縣症では海綿骨の骨梁（こっ
りょう）と呼ばれる部分が細く、量も少なく
なる。鉄筋コンクリートの鉄筋が細くなり、
量が少なくなる事に類似する。

（イラストは123RFより有料でダウンロード）

骨粗髭症は鉄筋コンクリート工事の際に、不正や手抜き工事で細い鉄筋
を使用したり、鉄筋を間引いて少なく使用することをイメージしてもらえれ
ばわかりやすい。当然建物はもろくなる。また、セメントの質が悪くても
駄目！後で解説するが鉄筋は人間の骨ならコラーゲンであり、セメント
はリン酸カルシウムに相当する。

骨粗縣症は細い鉄筋を使用したり、間引いて使用することに似ている！
------------------------------------------------------------------------------

骨が鉄筋で出来ているイメージイラスト
（イラストは123RFより有料でダウンロード）

_!.iラ凶誌↓�� 氏..t.'l有丑てダユ辺旦!:;-_8________________________________________________ _ 
- 130 -



- 131 -



何故、ビタミンDは骨にとって重要なのか？

暴
＇

No3 

カルシウムが骨を作るのに重要だが、 ビタミンD(活性型ビタミンD3)が小腸からのカルシウム吸収を促進するから

ビタミンDやカルシウムの体内吸収について勉強してみよう！

ビタミンDは食物からも摂取されるが、 皮膚で紫外線による合成が主要な供給経路である。

活性型ビタミンD3が合成されるまでの過程を以下のイラストで示す。

① 紫外線（特にUVB)が皮膚のデヒドロコレステロールに作用してビタミンD3が合成

ノ

し (7ーデヒドロコレステロール）

（コレカルシフェロール；ビタミン D3)

②食物からもビタミンD3を摂取

（肝臓で水酸化される）
③肝臓で25 (OH) DJ; 25ーヒドロキシコレカルシフェロール
へ変換される

(25七ドロキシコレカルシフヰロール）

⑤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。

④更に腎臓でも水酸化され
最終的に活性型ビタミンD3
; 1,25-(0H)2Daとなる。

（イラストは123RFより有料でダウンロード）

ビタミンDの食物からの摂取基準の目安は成人男女とも100g当たり5.5µgとなっている。マイクロは10―6

で100万分の1の事。尚、ビタミンD含有量は国際単位 ( IU)に換算されることも多く、1µgが40国際単位
(40IU)となっている。 したがって1日摂取の目安は5.5µgX 40=22 0IUとなる。

喜

食物ではイワシ（丸干し）に50µg、鮭が 30µgなど魚類に多く含まれる。その他乾燥椎茸に17µg含まれ
ている（いずれも食物100g当たり）。

＇

 

御存知のようにビタミンDは脂溶性ビタミンなのでサプリなどによる過剰摂取は副作用に注意する必要が
ある。 ビタミンDの1日摂取量上限は一応100µg =4, OOOIU (国際単位）となっている。 これは、250µg (1
万IU)以下を毎日摂取した場合の高Ca血症は報告されていないことによる（厚労省資料）。1日1250µg
(5万IU)摂取の高Ca血症の報告がある（同じく厚労省資料）。

（掲示板掲載はここまで）
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ここから先は医療従事者のためにもう少し解説を加える。 No4 

骨はどのように作られていくのか？骨芽細胞や破骨細胞の働きとは？ ） 

EE1c51」0仁 Bon"' 

matrix (マトリックス）というのは新しい物を生み出す母胎になる環境などの意味。
余談だが、映画で「マトリックス」というのがあったが、主人公の中に新しい人格が
登場する。 matrix はラテン語の mater(mother; 母親）や古いフランス語の
matrice(pregnant animal; 妊娠した動物）に由来する。

骨基質は①無機質(50%)②有機質(35%)③水分(15%)から作られている

①無機質（カルシウムとリン）
リン酸カルシウム結晶（ヒドロキシ
アパタイト）として存在する

②有機質 ③水分

(I型コラーゲンなど）

k
|
 50% 41◄ 35% 15% 

［下に骨基質のイメージイラストを示す。 ］ 
I型コラーゲン

リン酸カルシウム

I型コラーゲンにリン酸
カルシウムが沈着して
骨基質は出来ている。

鉄筋コンクリートでは鉄筋がI型コラーゲン、
セメントがリン酸カルシウムと考えると理解しやすい。

鉄筋がI型コラーゲン JI 鉄筋（コラーゲン）や
コンクリート（リン酸カルシウム）

セメントは が少なかったり、質が悪いと

リン酸カルシウム I I I 骨粗髭症！

リン酸カルシウムはヒドロキシアパタイト(hydroxyapatite)として存在するが、このアパタイト

は日本語では燐灰石と略され（左圏が原石）、パワ ーストーンとしても人気がある。

また、歯磨き粉としても使用される。歯を骨の成分で磨くというのも妙な話だが、、。

アパタイト1
ヒドロキシアパタイト(hydroxyapa tite)のhydroxyはhydroが水素でoxyが酸素。

（燐灰石） 水酸基(OH)がある化合物のこと。水酸化ナトリウム(NaOH)はsodium hydroxide 
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骨はどのように作られていくのか？骨芽細胞や破骨細胞の働きとは？ ）（続き） No5 

骨芽細胞はどのように骨を作っていくのだろうか？

骨芽細胞

①骨芽細胞からマトリックス小胞（基質小胞）
が分泌される。

マトリックス小胞の中でリン酸とカルシウムが濃縮
されてヒドロキシアパタイトが結晶化される。

②マトリックス小胞からヒドロキシアパタイト
が放出される。

＇ 
③ヒドロキシアパタイトとI型コラーゲンの
結合で骨形成が行われる。

アルカリフォスファターゼ(ALP)は肝機能の指標項目に入っているが骨芽細胞（さいぼうからも分泌される。
小児は骨成長するのでALPは著しく高くなる。 また、くる病や骨軟化症、原発性骨腫瘍、癌の骨転移などで
も高くなる。ALPアイソザイム或いは骨型ALPを検査する。

骨芽細胞とは逆に骨吸収する破骨細胞とは何か？

左の顕微鏡写真は破骨細胞を示す。非常に大型の細胞（直径約50µm;
0.05mm)で、核を数十個以上もつ多核細胞で運動性に富む。

紫色の長楕円は総て破骨細胞の核である

（顕微鏡写真は 123RFより有料でダウンロー ド）
（イラスト原画は123RFより有料でダウンロード） l 方頭目1ま祉支�絹丑阻�O)イメージイラストだが骨に多数の

偽足のような細胞突起を出して骨に取り付く。

暴骨に取り付くと偽足のような突起と骨の間をPH4の
酸性にしてしまう。 酸性になるので骨は溶かされる

血中へ取り込まれる ＼、 .J I I' 曼
溶けた骨からカルシウムやリンが吸収され、毛細
血管→血中ヘカルシウムやリンは取り込まれる

易
＇

骨

骨が溶かされた穴ぼこをハウシップ窯と呼ぶ。

破骨細胞が悪いのでは無く、低カルシウム血症を是正
するなどの理由で指令によって働かせられている！
骨芽細胞から破骨細胞を作る物質が分泌されている。
骨の吸収と形成を繰り返して常に新しい骨を作ってい
ることを再構築（リモデリング）と呼ぶ。

（次頁で解説する）
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骨を作る骨芽細胞と骨を吸収する破骨細胞は連携して働いている。
No6 

骨芽細胞

エストロゲンはこのサイトカインの分泌

を抑制する（骨吸収を抑制している）

（閉経後は分泌抑制が無くなり骨粗縣

を起こしやすい）

⑥骨基質からカルシウム
吸収抑制因子が分泌される

⑦骨芽細胞が吸収部位に移動してきて修復する

正常な人では①～⑦（骨吸収と骨形成）が繰り返し起こるので、骨がもろくなることは無い。
このような繰り返しのことを骨の再構築（リモデリング）と呼ぶ。

血中カルシウム濃度は①副甲状腺ホルモン(PTH;ParaThyroid Hormone)②活性型ビタミンD3③甲状腺から
分泌されるカルシトニンによって調節されて いる。

』
1:1 

:: 

＇

 ー
I
＿

 

甲状軟骨（のど仏）

副甲状腺

甲状腺は甲状軟骨（のど仏）の下
にあるが正常では筋肉や皮膚に
覆われていて触知が困難。

副甲状腺は甲状腺の後ろ側（背面）にある。
左図のように4つあり、1個が約4g(3mmX
6mm)の小さな器官。

T 
副甲状腺ホルモンは血中カルシウムが低下
した場合にカルシウム濃度を上昇させる。

（イラスト原画は123RFより有料でダウンロード）

例えば血中カルシウム濃度が低下した場合にどのような反応が起こるかを下に示す。

［①カルシウム低下 9 ③腎臓（尿細管）からの
血管内へのカルシウム
再吸収が増加。

副甲状腺

隠::言勾鵡言i言:H ⑤血中カルシウム増加］
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現在使用されている骨粗髭症の薬剤についてイラストで簡単に解説する。

これまでの解説で骨形成、骨吸収のメカニズムが理解できたと思う。
現在使用されている骨粗縣症の薬剤の作用部位をイラストで解説する。

① ビスホスホネート（リセドロネー ト、ミノドロン酸、イバンドロネ ー ト、アレンドロネ ー ト、エチドロネー トなど）
3世代 2世代

破骨細胞をアポトーシス（自滅）へ導＜！

Nol 

破骨細胞がビスホスホネートを取り
込む（骨吸収時の酸性化状況で）

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------、

i ビスホスホネー トなどの骨吸収抑制薬は顎骨壊死などが報告されていて日本口腔外科学会全国調査で 248 研修指定施設の発生頻度は i
！ 約O.Q1~0.02%としている（骨粗縣症の予防と治療ガイドライン 2015 年版 97ページを参照）。 ： 
,, ―-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"' 

［② カルシトニン類（日本ではエルカト三-か叫囮い―]
� 

．儡賃なンが骨吸収を

高カルシウム血症では甲状腺から
カルシトニンというホルモンが分泌
される

l
破骨細胞に作用して骨吸収を抑制する

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

i エルカトニンはカルシトニンと同様の作用を示して骨吸収を抑制する。また、セロトニン神経系を介した下行性疼痛 i
iを抑制する効果が確認されていて、効能、効果も「骨粗髭症における疼痛」となっている。
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------" 

③活性型ビタミンD3(活性型ビタミンD製剤）（アルフアカルシドール、カルシトリオールエルデカルシトールなど）

活性型ビタミンD3は小腸からのカルシウム吸収を促進させる。また、エルデカルシトール（エディロール）
には骨吸収抑制効果もある。

※その他、破骨細胞への分化を抑制するデノスマブ（遺伝子組換え）がある。また、カルシウム吸収を増加させる
副甲状腺ホルモンの 一 部のポリペプチドを遺伝子組換えや化学合成で作成したテリパラチドがある。副甲状腺
製剤は重篤な骨粗縣症に使用される。

［エストロゲンの骨吸収抑制効果について）

I
閉経後は骨吸収に
よる骨粗髭症を起こ

エストロゲンは破骨細胞へと分化させるサイトカインを抑制して骨吸収を抑制する。� しやすくなる！

抑制

� 
②破骨細胞へと分化させる
サイトカインを分泌

9 ―-----y------------------------------------------、

! RANKリガンドという物質 ｝ 
l 
: (Recrptor Activator of NF-kB) ligand i 
'---------------------------------------------------' 

� ④破骨細胞へ分化

※リガンドはラテン語のligo(結合する）が語源だが、現在は細胞と結合する神経伝達物質なども指す
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ｚ

上肢のしびれ（知覚障害）について；第１回目 

文責 内科 大塚伸昭 

N01 

上肢のしびれは脳由来もあるが今回は頸椎病変や末梢神経由来の病変について解説する。今回は基礎的な

頚や末梢神経の話を記載し、次回（第 2回目）はもう少し詳しく解説する。 

しびれを解説する。

頸椎 

胸椎 

腰椎 

仙椎 

尾椎 

頸椎は 7個、胸椎は 12個、腰椎は 5個の

椎骨からなる。 

頸

椎 
頸

椎 

頸椎は 7個の椎骨からなるが、第 1頚神経は第１頸椎（環椎）

の上から出るので頚神経は全部で 8本ある。 

頸椎は 7個 

頚神経 8本 

頸椎の第１頸椎は環椎、第 2頚椎は軸椎と呼ばれる。 

環椎と軸椎で環軸関節が形成され、主に頚の回旋に働く。 

第１頸椎（環椎） 

背部より見た写真 背部上方より見た写真 

第２頸椎（軸椎） 

頭蓋骨を下から見たところ（頭蓋底） 

※軸椎は仏様が座って合掌しているように見えるので火葬後の取り扱いは

特別で骨壺に最後（宗派によっては最初）に収骨或いは別壺に収骨する。

①上関節窩

②後頭顆

第１頸椎（環椎）の①上関節窩は左図頭蓋底の②後頭顆と関節を形成する。 

環椎後頭関節と呼ばれ、主に頚を前後に曲げる時に働く。 

③大後頭孔

２つの後頭顆の間にある大きな穴は③大後頭孔であり、脊髄の上にある延髄や 

椎骨動静脈などの血管が通っている。 

椎間孔から脊髄の神経が出る。 

椎体 

椎孔 

横突起 

椎弓根 

棘突起 

前 

（背中で触れる骨） 

椎弓板 

上関節突起 

椎体 

椎体 

棘突起 
椎間板 

頸椎の横突起には④横突孔という穴が開いている（胸椎、腰椎に

は横突孔は無い）。この横穴孔を⑤椎骨動脈が通る。 

したがって、変形性頚椎症などでは変形により椎骨動脈が圧迫 

或いは狭窄して椎骨脳底動脈循環不全を起こし、めまいが起こる

こともある。 

⑤椎骨動脈

第１頸椎 

④横突孔 
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N02 
第 5～第 8頚神経と第 1胸神経が上肢の感覚、筋肉の運動に関与する 

頚神経は英語で Cervical nerve。第 5頚神経は C5と表現。 

胸神経は Thoracic nerve.第 1胸神経は T1と表現。 

第 5頚神経 

第 1胸神経 

第 5～第 8頚神経と第 1胸神経

はこの部位で結合や離合する。 

この部位を腕神経叢と呼ぶ。 

腋窩神経 

筋皮神経 

橈骨神経 

正中神経 

尺骨神経 

尺骨神経 

尺骨のすぐ上を走行するのでこの付近

を叩くと小指や薬指がビリッとする 

橈骨神経 

橈骨神経は上腕骨背側から橈骨

側へと走行する。皮下注射時に

は注意すべき箇所でもる。 

橈骨神経 

正中神経 

頸椎椎間板ヘルニアでは脊髄或いは脊髄から出る神経が 

圧迫され、しびれなどの知覚障害や運動障害が起こる。 

椎体 

椎体 

椎間板 

椎間板 

脊髄 棘突起 

棘突起 

脊髄神経後枝 脊髄神経前枝 

前角 

後角 

椎間板ヘルニアなどによる脊椎神経の障害では下図のよ

うな部位の皮膚知覚異常（しびれなど）が起こる。 

デルマトーム（皮膚分節知覚帯）と呼ぶ。 

頚椎ヘルニアで第５頚神経が障害されると下図の C5（頚

神経は Cervical nerveで Cと略す）の領域のしびれな

どの知覚障害が起こる。 

（第 5頚神経） 

（T1は第 1胸神経） 

頚神経より末梢の神経（例えば橈骨神経や尺骨神経など）が 

障害された場合は下図のような知覚異常が起こる。 

橈骨神経 

尺骨神経 

正中神経 
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手掌や手背の神経支配は下図のようになる。橈骨神経、正中神経、尺骨神経が支配している。神経が

障害されると下図のような色の部分のしびれなどの知覚異常が起こる。正中神経は手首の手根管を通

るのでこの部位の障害（狭窄、炎症、圧迫など）でしびれが起こる（手根管症候群）。 

N03 

正中神経 

橈骨神経 

尺骨神経 
正中神経は手根管を通る 

手根管は手根骨（手掌の小さな８つ

の骨）と靱帯に囲まれたトンネル 

のような構造であり、正中神経と 9

本の屈筋腱が通る。手掌側では左図

の様に親指(第 1指）～薬指（第 4

指）のしびれが起こる。手根管の部

位を叩くと指先に放散痛が起こる事

があり Tinel（チネル）徴候と呼ば

れる。 

手根管症候群とは？ 

末梢神経の構造はどうなっているのだろうか？ 

神経細胞 
髄鞘 

髄鞘 軸索 

末梢神経は神経細胞から伸びる神経線維が電気信号を

伝えるが、軸索（神経線維）の外側に髄鞘という鞘が

ある場合（有髄線維）と髄鞘が無い場合（無髄線維）

がある。有髄線維の方が電気信号を速く伝えられる。 

正常有髄線維を示すが、髄鞘は総ての軸索を覆っている 

わけでは無く、飛び飛びに軸索を覆っている。 

髄鞘 

軸索 

下図は軸索を覆う髄鞘が障害されて

いる。このように神経傷害には髄鞘

がダメージを受ける場合（振動病や

ギラン・バレー症候群など）と軸索

が障害される場合がある。 

（当院には振動病の患者さんも多い

が、振動病の神経障害機序などは次

回で詳細に記載する） 

神経は一本、一本の神経が束になって走行している。 

脊髄 

脊髄神経 

拡大 

血管 

無髄線維 

有髄線維 

神経周膜 

神経上膜 

神経線維束 

神経線維 

神経内膜 小さな○が一本の神経線維でそれらが束になって神経線維束 

を形成する。複数の神経線維束が更に集まって神経は皮膚や筋

肉を支配している。 

太い青丸の部分が髄鞘で中を軸索が通っている。 

（神経線維束の顕微鏡写真） 

拡大 

髄鞘 
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上肢のしびれ（知覚障害）について；第 2回目 
文責 内科 大塚伸昭 

N01 

前回は上肢の知覚障害について基礎的な解説を行った。今回は病気による色々な神経障害について解説

する。当院には振動病の患者さんも多く通院している。振動病では何故血行障害やしびれなどの知覚障

害が起こるのか、について解説する。その他、糖尿病による神経障害などについても解説する。 

振動病の原因となる圧縮空気削岩機の使用はフランスの鉱山で 1839年に始まった。日本における削岩機の

使用は 1881年（明治 14年）である。ガソリンエンジン付きのチェーンソーは 1905年に開発されたが、日

本の林業への導入は第２次大戦後である。1911年（明治 44年）にイタリアの Loriga,Gが初めて圧縮削岩機

による指の循環障害を報告している。日本では 1938年（昭和 13年）に打鋲機による指の循環障害が初めて

報告されたが、振動障害が社会的に関心を持たれるようになったのはエンジン付きチェーンソーが林業（特

に国有林）に急激に導入され始めた 1950年代以降である。 

1)振動病の歴史 

２)振動病で神経や血管障害の起こる原因は？

左図はレイノー現象による指先の変化である。レイノー現象は振動病だけでなく

膠原病などの自己免疫疾患でも見られる。血管が一時的に収縮することにより血

流が障害される。交感神経などの自律神経の緊張によるが、血管壁（内膜、中膜）

の異常などを伴うこともある。振動病では後述するが血管壁の肥厚が見られる。 

※レイノー現象のレイノーという言葉はフランス人医師レイノーが初めてこの現象を報告したことに由来する。

交感神経緊張など 

（自律神経異常） 

一時的な血管収縮（攣縮；スパズムとも呼ぶ） 
れんしゅく 

心臓の血管（冠状動脈）も一時的に血管収縮が起こることがあり、狭心症発作の原因

となる。以前は心臓カテーテル検査の時に氷水に片方の手を付けて、冠状動脈の血管

収縮を起こす（狭心症の誘発）検査をしていた事もある。 

私 

心臓カテーテル検査中（大学病院） 
（現在は薬物（アセチルコリン）を使用して冠動脈の収縮を起こす試験を行うこともある） 

振動病では神経障害だけでなく血管壁が肥厚して狭窄したり、部分的に血流が途絶する場合もある。 

① 

親指（第 1指） 人差し指（第 2指） 

中指（第３指） 

② 

左写真は振動病患者さんの親指～中指までの血管造影である。中指②黄色楕円 

と人差し指①黄色楕円を比べると分かるように①の部分の血流障害があり血管

が造影されていない。 

血流途絶 内膜 

中膜 

外膜 

なぜ、振動病でこのような血管の変化が起こるか？という点に関しては 

振動により血管内膜（内皮細胞）障害が起こることなどが推測される。

これは丁度動脈硬化が内膜の障害から起こることに似ている。次頁で、

もう少し詳しく解説する。 

血管内膜や中膜の肥厚があり狭窄して血流が途絶

している部分がある。 

（上写真は日本職業・災害医学会誌,54：123-128,2006より引用） 
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N02 

振動病では血管壁肥厚などの変化も起こるが、末梢神経も障害される。軸索（神経線維）を包む髄鞘

（ずいしょう）と呼ばれる鞘（さや）が障害されることが原因となることが多い。 

神経細胞 髄鞘 軸索 

正常 振動病の患者さん 

髄鞘が障害される 

振動病による血管障害は以下の様な原因で起こると推測されている。 

振動が血管内皮細胞を破壊 
血管を収縮させる化学物質が増加 

逆に拡張させる物質の減少 
レイノー現象 

交感神経（α受容体）の異常 

血管平滑筋細胞増加 

血管内膜、中膜の肥厚 

血管狭窄、閉塞 

（Cardiovasc Res,57:615-624,2003の文章を参考に私が図を作成した） 

左図は振動病の患者さんの指の血管の顕微鏡

写真であるが、赤楕円の部分は内膜や中膜が 

局所的に肥厚して血管が狭くなっている。 

血管内腔 

この部分が正常 

右図も振動病の患者さんだが 

完全に血管が閉塞している。 

（顕微鏡写真は日温気物医誌 53，200-206,1990より引用） 

神経の興奮伝達は軸索を通って伝えられるが、髄鞘が障害されると何故知覚障害が起こるのか？ 

以下に末梢神経の働きについて簡単に解説する。 

神経細胞 
髄鞘 軸索 

軸索 

髄鞘（絶縁体） 
拡大 

＋ 
＋ 

＋ 
＋ 

ー 

ー 
電気の流れ 

髄鞘（絶縁体） 

髄鞘は電気を通さない絶縁体となっているので、髄鞘の部分を通り越

して電気が伝わるので伝導速度が速い（跳躍伝導）。 

ー ＋ 
＋ 

＋ 
ー 

＋ 

上図のように髄鞘が無いと電気信号の伝達が遅くなる。また、炎症が

起こることで異常電流が発生したりして痛み、しびれの原因となる。 

電気の流れ 

髄鞘 

軸索 

上写真は振動病の患者さんでは無いが、振動病と同じように髄鞘が障害される 

ギラン・バレー症候群の患者さんの末梢神経の電子顕微鏡写真。赤楕円の部分

は髄鞘が消失している。Uと記載してある部分が軸索である。 
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糖尿病による末梢神経障害について N03 

糖尿病による神経障害は網膜症、腎症などと並んで糖尿病の 3大合併症と呼ばれる。ちなみに糖尿

病性網膜症による失明は失明原因の第 2位であり、50、60歳代では失明原因の第 1位である。ま

た、糖尿病性腎症は人工透析を受ける原因の第 1位である。糖尿病で新たに透析を開始する患者数

は 1年間で約 1万 6千人にもなる。透析患者全体の約 43％を糖尿病の患者さんが占めている。 

糖尿病による神経障害は軸索や髄鞘などの総てに異常が生じることで発生する。 

神経細胞 髄鞘 軸索 

髄鞘はシュワン細胞という細胞が層状になって構成さ

れるが、このシュワン細胞が障害されて髄鞘にも異常

が起こる。 

糖尿病性神経障害は足先の異常感覚､感覚低下や痛みとして出現する事が多いが、手袋靴下型

と呼ばれる多発性遠位神経障害（対称性）の形で起こることが多い。感覚が低下することに

より低温やけどを起こしやすく注意が必要。血行障害による下肢先端の壊疽（糖尿病性壊疽）

を起こすこともある。一旦壊疽を起こすと細菌感染も起こしやすいため切断せざるを得ない

こともある。 

糖尿病性神経障害は感覚などの異常だけで無く自律神経（自律神経も末梢神経）の異常を

起こす。起立時に血管収縮調節が上手く出来ずに起立性低血圧を起こすこともある。 

消化管機能調節が上手くいかなければ下痢、或いは便秘となる。また、膀胱括約筋の働き

が悪いと低緊張性膀胱となり、尿閉の原因となることもある。 

上図は康学舎（https://www.seitai119.org/）の HPより引用。 

解説は私が追加した。 

副交感神経 交感神経 

気管支拡張 

交感神経にはα（α1，α2） 

β（β1，β2，β3）などの受容体

がある。 

（β2受容体） 

心拍数増加、心筋収縮力増大 

（β1受容体） 

気管支収縮 

心拍数減少 

収縮力低下 
頚神経 

胸神経 

腰神経 

交感神経は上図のように第 1胸椎から第 2腰髄に起始部があり各臓器に分布する。一方､副交感神経は脳幹、及び 

仙髄（第 2～第 4仙髄）に起始部がある。 

交感神経幹 

上記のように副交感神経は仙髄にある。6年ほど前に私自身が左臀部の帯状疱疹に罹患した。帯状疱疹は神経にウイルス（休眠してい

た水痘ウイルス）が再感染を起こす。丁度仙髄神経領域であったため膀胱直腸障害が出現して難渋した。膀胱収縮が上手く起こらず尿

閉に近い状態に苦しんだ（幸い導尿する必要は無かった）。大淀川河畔にあるみのだ泌尿器科の蓑田先生に診察をしていただいた。 

（蓑田先生とは県病院勤務時代に一緒に仕事をさせていただいた） 

第 2～4仙髄 
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下肢のしびれ（知覚障害）について 
文責 内科 大塚伸昭 

N01 

下肢の神経支配は第 12胸神経～第 4仙骨神経までが行う。 

前回は上肢のしびれについて 2回にわたって解説した。今回は下肢のしびれ（知覚障害）について解説する。

上肢や下肢の運動障害に関しては今後あらためて解説する。 

頸椎 

胸椎 

腰椎 

仙椎 

尾椎 

前弯 

後

弯 

前弯 

後

弯 

胎児の脊椎は湾曲は１つだけ(1次湾曲）だが（図２）、成人では左図

１のように頸椎や腰椎は前弯、胸椎や尾椎は後弯となる。 

このような脊椎の湾曲を生理的湾曲と呼ぶ。 

胎児 

生理的湾曲がある事で重い頭（約 5キロ）を支えたり、運動（跳躍や回転運動

など）の際のクッションの働きをする事ができる。 

図１ 

図 2 

図３ 図４ 

胸椎の生理的湾曲（図３）が消失して直線

に近くなると（図４）腰痛などの原因とな

ることがある（ストレートバック症候群） 

※ストレートバック症候群では脊椎が直線的になっ

て、心臓が圧迫される事があり、僧帽弁閉鎖不全

（僧帽弁逸脱）を起こすこともあるが、治療の必要

は無い。

胸椎は Thoracicで T 

腰椎は Lumbarで L 

仙椎は Sacralで S 

第 12胸椎 

第 1腰椎 

第 5腰椎 

第 1仙椎 

第 12胸神経 

第 1腰神経 

大腿神経 

腰神経は結合、離合して

神経叢を形成する。 

①大腿神経は第２～４腰

神経の支配を受ける。

（S1） 

（T12） 

（L２） 

（L３） 

（L４） 

① 

（L1） 

（S2） 

坐骨神経 

②坐骨神経は第 4,5腰椎

及び第 1～3仙骨神経の支

配を受ける。

右図は脊椎の神経が障害さ

れた時のデルマトーム 

（皮膚分節知覚帯）を示す。 

例えば、第 5腰神経（L5) 

が障害されると、この部位

の知覚障害などを起こす。 

右図もデルマトーム 

を示す。 

拡大

S5 
S4 
S3 

S1 

L5 

臍の部分は第 10胸神経の 

支配となる。 

肛門は第 5仙骨神経支配 

デルマトームは知覚に関する分布である。 

筋肉の運動とは異なる。例えば肛門の開閉

に作用する肛門括約筋は第 2～4仙骨神経

に支配されているのでこの部位の障害では 

肛門の開閉が上手くいかない。 

② 
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腰部脊柱管狭窄症について 

N02 
坐骨神経痛について 

坐骨神経痛の原因には腰椎ヘルニアや後述する腰部脊柱管狭窄症などがある。その他、 

臀部の①梨状筋による圧迫などでも坐骨神経痛が起こる。 坐

骨

神

経 

①梨状筋（りじょうきん）

腓

骨

神

経 

脛

骨

神

経 

② 
③ 

坐骨神経は下肢の背側をまっすぐ下に降りるが、膝の上付近で

②腓骨神経と③脛骨神経の２つに分かれる（左図１）。

図１

S1 

（第 1仙骨神経）

S2 
（第２仙骨神経）

図２

腓骨神経と頸骨神経の走行部位はデルマトームの S1(第 1仙骨神経）

や S2（第 2仙骨神経）の知覚分布に類似している（右図 2） 

したがって坐骨神経痛や腰椎ヘルニアなどによる第 1,2仙骨神経

障害では臀部から下肢の背側へと痛みやしびれが放散することが

多い。 

※腓骨神経は筋肉の運動としては主に足、足趾の伸展に関与し、

脛骨神経は足、足趾の屈曲に関与する。また、坐骨神経は大腿の

伸展や膝の屈曲に関与する。
 

脊柱管狭窄は腰部だけでなく、頸部や胸部にも起こる。脊柱管狭窄に関する基礎的な解剖、症状が何故起こ

るのかなどについて解説する。 

脊柱管とはどこの部分？ 

① 

ｚ

椎体 

椎弓 

後弓 
横突起 

図３

 脊柱管 

後関節突起 

① 

左図３は椎骨の水平断面だが、

脊髄の通る骨に囲まれた部分が

①脊柱管である。 

図４

脊

柱

管 
後縦靱帯 

黄色靱帯 

※椎体で囲まれた部分は椎孔

であるが、椎孔が縦に連なると

脊柱管と呼ばれる。

（椎孔）

右図４は脊椎の縦断面だが、脊髄

の通る脊柱管の前に②後縦靱帯 

後ろに③黄色靱帯がある。 

② 

③ 

椎体 

横突起 

前縦靱帯 

左図５は椎体の水平断面だが、脊柱管（椎孔）の前に後縦靱帯 

脊柱管の後ろ側に黄色靱帯がある。 

棘突起 
図５

後縦靱帯 

黄色靱帯 
したがって、これらの靱帯が肥厚したり石灰化すると脊柱管が

狭窄する（後縦靱帯骨化症や黄色靱帯骨化症など）。 

※その他、変形性脊椎症でも脊柱管が狭窄することがある。

変形性脊椎症は頸椎が変形すれば変形性頚椎症、腰椎が変形

すれば変形性腰椎症と個別に呼ばれることもある。

椎弓板 
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後縦靱帯骨化症（Ossification of Posterior Longitudinal Ligament；OPLL と略して呼ばれる事も

ある）は 1960年に日本が初めて報告した疾患で難病に指定されていて指定難病 69番である。 

腰部脊柱管狭窄症について（続き） 

椎体 

椎間板 

棘突起 

 黄色靱帯 

椎弓板 

黄色靱帯 

 後縦靱帯 

棘間靱帯 

棘間靱帯 

棘突起 

棘突起 

① 後縦靱帯や②黄色靱帯の位置を再度左図に示す。

② 黄色靱帯は椎弓板の間にあり、脊柱管の後方にある。

黄色の靱帯なので黄色靱帯と呼ばれる。

①後縦靱帯は椎骨（椎体）の後ろにあり、脊柱管の前方にあ

る。

前

縦

靱

帯 ① 

② 

脊柱管狭窄の原因となる後縦靱帯骨化症について 

骨化 後ろの 縦方向の 靱帯 

左写真は頸部の後縦靱帯骨化症である。骨化は単純写真でも 

確認できる事があり、成人の数％で骨化が見られるとの報告

もある。軽度の骨化では症状の無い事も多い。 

棘突起 

喉頭蓋 

大後頭孔 

第３頸椎 

第７頸椎 

第１胸椎 

第１頸椎

（環椎） 

第２頸椎

（軸椎） 骨化 

後縦靱帯の骨化が第３頸椎～第１胸椎まで見られる。特に第３

～５頸椎の骨化が強く脊柱管が狭窄している。 

後縦靱帯骨化症は 50才以上で症状が出現する人が多く男女比

は 2:1であり、男性の発症が多い。 

第 7頸椎の棘突起は大きく、隆椎（りゅうつい）と呼ばれる。 

太った人でも背中で触れる筈。 

※後縦靱帯骨化症の患者さんは黄色靱帯骨化症が同時に見られる事もある。

後縦靱帯骨化症の治療 

外固定装具（頚椎カラー）などの装着で経過を見ることもあるが、知覚、運動障害の強い場合は手術を行

う場合もある。進行性運動麻痺や耐えがたい疼痛などがある場合が手術適応となる。 

手術術式は色々あるが多くの椎体の骨化があ

る場合には左図１のように後方の片側椎弓を

切除して除圧し、右図２のように椎弓を縫合

する片開き式脊柱管拡大術（後方除圧術）な

どがある。 

図１

図 2

椎弓 

縫合 

（縫合では無くプレート固定 

する場合もある） 

※手術術式には、その他両側の椎弓を切除する両開き

式脊柱管拡大術（後方除圧）や、脊椎前方より椎間板

や骨棘を切除して移植骨で椎体を固定する前方除圧・

固定術などがある。

椎体 

脊髄 

骨棘形成も 

ある 

N03 
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めまいの話 
文責 内科 大塚伸昭

No 1 

めまいには天井がグルグル回るような回転性めまいやファーッとしたりフラフラするようなめまいがある。

私自身も 5年ほど前に良性頭位発作性めまい（3頁で解説している）の経験を持つのでめまいの患者さんの

気持ちは良く理解できる。 

耳の三半規管が関与する回転性めまいの解説から始めるが、耳の基礎解剖を下図に示す。

外耳道

鼓膜

耳小骨
三半規管

蝸牛管

耳管

側

頭

骨 

前庭窓

アブミ骨

音は鼓膜を振動させ、3つの①耳小骨に伝

わる。最後のあぶみ骨は蝸牛管の②前庭窓

と呼ばれる薄い膜と結合している。 

内耳にはは平衡感覚などに関与する三半規

管、前庭と音を伝える蝸牛管がある。 

内耳は側頭骨（錐体）内に存在する。 

①

②

聴神経 

三半規管という名称は 3つの半円形をした

器官（規管）から名付けられている。 

三半規管はどのようにして回転運動などを感知しているのだろうか？ 

例えば椅子を水平方向に回転させると、しばらくは回転

しているように感じる。何故かというと三半規管内のリ

ンパ液がしばらく回転を続けているから。リンパ液は急

には止まれない（昔の交通標語みたい）！ 

三半規管はそれぞれ直交していて、水平、垂直方向などの回転、位置

感覚を把握している。骨（骨迷路や骨半規管とも呼ぶ）の中にリンパ

液（内リンパと外リンパ）が入っている。 

三半規管には膨大部があり、リンパの流れや加速度を感知するセンサー

がある。前庭には卵形嚢、球形嚢がある。 

膨大部

前庭の顕微鏡写真のイラスト 

②耳石 ②耳石 前庭には動きを感じる①有毛細胞があり、その上

に多数の②耳石がある。耳石が体の傾きによって

移動する事で、自分の体がどう傾いているかなど

を感知している。耳石は平衡砂とも呼ぶ。 

① 有毛細胞

有毛細胞の電顕写真 

内リンパ液の流れ 

※耳小骨や蝸牛管（カタツムリ管）などに

ついては次回難聴の話で詳しく解説する。

前庭（卵形嚢、球形嚢） 

※有毛細胞の先端はリンパの流

れでユラユラ動く。
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． 

メニエル病

No 2 

フランス人医師メニエルが 1861年に初めて報告したことが病名の由来。メニエル症候群などと

呼ばれることもあったが、典型例はメニエル病が正式名称。難聴、耳鳴り、めまい（回転性が多

い）、耳閉塞感などを認める。10万人当たり 16～38人の発生頻度。男女差は無い。男は 40歳

代、女は 30歳代にピークがある。一側性が多いが両側に認めることもある（30％）。 

原因は何か？ 

三半規管や蝸牛管の骨内部はリンパ液で満たされている。外リンパ（細胞外液の成分に近い）の中に

膜迷路（薄い膜）がある。膜迷路内部は内リンパ（細胞内液の成分に近い）が流れている（下図参照）。 

外リンパ 

内リンパ（青） 

内リンパは膜迷路という薄い膜の中にある。水の中に更に水の

入ったビニール袋が浮かんでいると考えればわかりやすい。 

膜迷路（白の部分） 

蝸牛管内部のイラスト 

メニエル病はこの内リンパが増加しすぎた状態（リンパ水腫と

呼ばれる）が原因。蝸牛管や三半規管などの内部が水膨れにな

ったと考えれば良い。 

蝸牛管や三半規管は骨に囲まれているので内部が水膨れになれば有毛細胞などの 

感覚細胞が圧迫されるので聴力低下やめまいが起こる。 

それでは、何故内リンパ水腫（水膨れ）が起こるのか？ 

①自律神経異常による内耳血管機能失調や②ストレス③ウイルス感染などが考えられているが、

繰り返し起こることも多く感染による可能性は低いと考える。

治療はどうする？ 

内リンパ水腫を予防、治療する薬は無いので保存的治療となる。めまいの強い時は炭酸水素ナト

リウム（メイロン）を静注する事もある。手術（内リンパ嚢開放術など）を行う例もある。 

注意すべき鑑別診断について 

めまいを繰り返し起こす場合には小脳橋角部腫瘍、脳幹部腫瘍などの鑑別も必要。また、聴力低下

を伴う場合には聴神経腫瘍なども鑑別する必要があり MRIなどの検査が必要となる場合もある。但

し、MRIを依頼するとそれ以外に過剰な検査をする病院もあるので注意が必要。 

高齢になると椎骨脳底動脈や後下小脳動脈の狭窄でもめまいを起こすことがある。 

MRI（MRA）である程度大きな血管病変は確認できる。激しいめまいに構語障害や麻痺などを伴う時

は小脳梗塞を初めとする脳梗塞や脳出血などが考えられるので救急車を要請すること。 
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良性頭位発作性めまい 

頭を特定の位置に動かしたときに起こる回転性めまい。私も寝起き（起き上がる時）に数ヶ月持続した経験

を持つ。 

原因は何か？ 膨大部の一部が堤防状に隆起している膨大部陵と呼ばれる部分がある。 

とんがった部分をクプラ（小帽）と呼ぶ。 

クプラ（小帽）に沈着していた耳石や耳石由来の沈着物が剥がれ落ちて三半規管の有毛細胞を刺激す

るのが原因とされる。浮遊物が消失すれば症状は改善するので数ヶ月で治癒することが多い。 

耳石や耳石由来の沈着物がクプラ

（小帽）から剥がれ落ちて半規管の

中に落ちる→有毛細胞を刺激。 

※半規管内の耳石などの浮遊物を膨大部の卵形嚢に誘導するような浮遊耳石置換療法（Epley法など）は

ネットでも紹介されているので、試してみても良いかもしれない。

めまいの原因で最も多いのがこの良性頭位発作性めまいである。めまいの約 2／3は内耳

によるが、そのうちの 2／3が良性頭位発作性めまいである。 

その他のめまい 

めまいにはメニエル病や良性頭位発作性めまいなど耳（内耳）

に関連しためまいが多く、回転性めまいが多い。 

これに対してフラッとするような動揺性、浮動性めまいには脳

が関与する事も多い（中枢性めまい）。 疲労やストレスから

来ることも多いが、これらのめまいがある場合は MRIなどが必

要な事もある。 

高齢になると起立時に自律神経障害で血圧が低下する場合も

多く（起立性低血圧）、これによるめまいもある。 

食事、入浴後の低血圧によるめまいもある。その他視覚によ

る影響も受ける。回転するような影像を長く見ていると気分

が悪くなるが、視覚に左右差があったり物がゆがんで見える

黄斑変性症などでもめまいを感じることがある 

（視性めまい）。 

中枢性めまい 

※次回は耳シリーズ続編で聴力や難聴について解説します！乞うご期待！

No 3 
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聴力と難聴 

今回は前回のめまいに続いて聴力や難聴について解説する

r

文責内科 大塚伸昭 

No1 

以下に耳の基礎解剖を簡単に示す 

外耳 中耳 内耳 

耳介 

舟状窩 

三角窩 

脂肪 

対輪 

耳甲介 

耳垂 
軟膏 

側頭筋 

外耳道 

耳は軟骨と皮膚から構成され、耳介と呼ぶ。それぞれ

の部位に左図のような名称が付けられている。 
① 

外耳道は左図のように入り口は軟骨部で（外耳道の

1/2）、骨部（外耳道の 1/2）に移行する。外耳道の長

さは前壁 36mm、後壁 24mm程度である。 

鼓室 

鼓膜 

ツチ骨 

キヌタ骨 
アブミ骨 

②中耳は 1）鼓膜 2）鼓室 3）耳管よりなる。鼓室に

は鼓膜側よりツチ骨、キヌタ骨、アブミ骨の 3つの

耳小骨がある。

耳管 

② ③ 

1） 

2） 

三半規管 

蝸牛 

内耳は三半規管、前庭、蝸牛、蝸牛神経（聴覚）、 

前庭神経（平衡覚、位置覚）からなる。蝸牛神経 

と前庭神経は合わせて内耳神経（第 8脳神経）と 

呼ばれる。神経学分野では内耳神経は聴神経と 

呼ばれることの方が多い。 

前庭神経 

蝸牛神経 

側頭骨 

鼓膜 

ツチ骨 

キヌタ骨 

アブミ骨 蝸牛 

三半規管 

前庭窓 

蝸牛窓 

左図に鼓膜と耳小骨、三半規管、蝸牛のイラストを示す。鼓膜は厚さ約

0.1mm、約 9×8.5mmの楕円形である。 

耳小骨のアブミ骨は馬に乗るときの鐙 、ツチ骨は槌 

キヌタ骨の砧は 

キヌタ（砧）は昔衣類を洗濯してシワを伸ばすために使用。66才の私でさえ、

子供の頃に実際に使っているところを見たことは無い。 

① 

② 

アブミ骨は蝸牛にある薄い膜の①前庭窓に結合している。アブミ骨の音

の振動がこの前庭窓から蝸牛内部のリンパ液を振動させる。リンパ振動

は②蝸牛窓からそのエネルギーが放出される。 

左写真は鼓膜であるが、赤楕円の部分はツチ骨である。鼓膜の振動はツチ骨に伝え

られるが、ツチ骨とキヌタ骨は振子様運動をしてアブミ骨に振動を伝える。アブミ

骨はピストン運動や回転運動により蝸牛窓へ振動を伝える。これらのテコのような

作用で音圧は 1.3倍程度になる。 

また、鼓膜の面積に比べてアブミ骨が前庭窓と結合している部分の面積は 1／17

程度のため音圧は 17倍になって伝えられるので、鼓膜の音圧は 1.3×17＝22倍と

なって蝸牛前庭窓に伝えられる。 

耳鏡 眼底鏡 

余談だが 4年前に 1年間健診センター長として勤務した大分市鶴崎の大分東部病院は年間 1万人

以上の健診者が来たが、工場地帯でもあり騒音難聴などの健診のため鼓膜観察も必要であり、左

写真の耳鏡セットを購入した。現在も外来診察室に置いている。 

※上記健診センターは血液検査結果もすぐ出た。胸写や胃カメラ、エコー結果など診察室に

画像が送られてくるので健診者には総ての検査結果を当日私が説明できた。優秀な健診セン

ターであった。宮崎では検査結果が郵送されるが、当日検査結果を説明すれば、健診者には

2次健診の必要性を詳細に説明できる。（単身赴任だったので 1年で宮崎に戻って来ました！）
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蝸牛はどのようにして音を脳に伝えているのか？ 

左写真のカタツムリ（蝸牛）と本当によく似た人の蝸牛。人間の蝸牛のうずまきの数

は何回転か？というと 2.5～2.75回渦を巻いている。右耳では右巻き、左耳では左巻

きとなっている。人間の蝸牛容積はわずか 0.5mlほどである。こんな小さな器官が音

の高低、強さを脳に伝えるのだから驚きである。 

左図は蝸牛縦断面である。蝸牛内部は 3層構造になっている。 

一番上が①前庭階、真ん中が②蝸牛管で、一番下が③鼓室階で

ある。 
前庭階①

鼓室階③ 

前庭階①

鼓室階③ 

蝸牛管②

蝸牛管②

ラセン器 

（コルチ器） 

②蝸牛管の中を内リンパというリンパ液が流れていて①前庭階

と③鼓室階の中を外リンパというリンパ液が流れている。

蝸牛管の中にらせん器（コルチ器）と呼ばれる器官がある。 

らせん器には感覚有毛細胞や内リンパの振動で動く基底板など

がある。（コルチはイタリア人病理学者の名前） 

蝸牛神経 図 1 

らせん器（コルチ器）の部分を拡大した組織図が図 2である。 

らせん器には①基底板がありリンパ液の振動で振動する。 

この基底板の振動を②内有毛細胞や③外有毛細胞が感じ取って

（有毛細胞の傾きなど）蝸牛神経に伝える。 

図 2 

蓋膜 
指節細胞など 

②内有毛細胞 
③外有毛細胞 

柱細胞 
蝸牛神経 

基底板 ① 

らせん器はどんな風にして音の高低を感じているのか？ 

音の強弱は基底膜の振動の強弱で理解できるが、音の

高低はどうやって感じているか？→基底膜は蝸牛の基

底部（底の方）が幅は狭い。逆に蝸牛の頂上が幅広く

なっている。ハーモニカのリード同じ理屈で、幅広い

基底板の振動では音が低くなり、幅狭い基底板の振動

では音が高くなる。 

つまり、蝸牛の底辺部は高い音を感じ、頂上に行くにつ

れて低い音を感じている！人間の体は良く出来ている！ 

聴力検査で使われる dB(decibel;デシベル)とは？ 

電話の発明者 A.G.Bellにちなんで名付けられた音の強さがベルだが、その 1/10の音の強さが dB(デシベル) 

正常な人が聴くことの出来る最小の可聴閾値を 0dBとしている。10dBというのは正常な人がやっと聞こえる音の

10倍のエネルギーを持った音という事になる。dBは対数計算されるので（下に計算式を記載）20ｄBの 

音は 10dBの 2倍の強さの音では無く 100倍の強さ、30ｄBは 10ｄBの 3倍の強さの音では無く 1000倍の音の 

強さである。 

測定は通常 125Hz～8,000Hzまでの 8種類で行われるが、健診（雇い入れ時を含む）では低い音として 1000Hz､

高い音として 4,000Hzが使用され、いずれも 30ｄB迄で聞こえれば OKと通常は判断している。 

ｄBの計算式（昔学校で習った数学を思い出してみてください）。 

ある周波数における正常な人の最小可聴閾値（やっと聞ける音の強さ；エネルギー）を I0とする。ある強さの音

を IXとすると 

音の強さ（ｄB）=10×log 

ゼロ 

Ix 

I0 

No2 

らせん器（コルチ器）の拡大組織図 
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難聴 

外耳～中耳伝音系（鼓膜や耳小骨障害など）による難聴を伝音性難聴と呼ぶ。蝸牛神経以上の中枢障害による

難聴を感音性難聴と呼ぶ。伝音性、感音性難聴の両方がある場合を混合性難聴とよぶ。 

難聴による身体障害程度等級は 2～6級まである（聴覚障害のみでは 1級は無い）。両耳聴力が 100ｄB以上 

（両耳全聾）､重度難聴が 2級。6級は両耳聴力 70dB以上、或いは一側聴力 90dB以上、反対側 50dB以上。 

※70dBの障害では大声で無いと通じない。71～100dB障害では会話は殆ど不可能で耳元に口を付けて話す必要

がある。聴力障害手帳交付者は全国で約 36万人。

No3 

突発性難聴 

50才代の患者数が多いが、中耳炎などの既往も無い健康な人に突然発症する。内耳のウイルス感染や血流障害が

考えられているが、原因は不明。原因不明の病気は特発性と名付けられる事が多い。突然発症する原因不明の難聴

なので長くなる病名だが特発性突発性難聴でも良いかもしれない（私個人の意見だが）。 

年間約 2万 5千人の患者発生がある。片側が通常だが両側にも約 7％の頻度で起こる。難聴は感音性難聴で 

耳鳴りが難聴出現時或いは前後して起こることが多い。めまいも出現する事があるがメニエル病のように繰り返す

事は無い。 

老人性難聴 

高齢になると 4000Hz以上の高い音が聞き取りにくくなる。聴覚検査では 50歳代か

ら高音域聴力が明らかに低下してくる。通常の健診では高い音は 4000Hzしか検査

しないので自覚しにくいかもしれない。 

老人性変化は中耳、内耳、中枢神経のいずれにも生じるが、特に 2頁でも説明した蝸牛

らせん器の萎縮などによる聴力障害（有毛細胞の萎縮、消失など）が原因となることが

多い。 

騒音性（職業性）難聴と音響外傷性難聴（スマホ難聴やロック難聴） 

騒音難聴の原因になるのは多くの場合 2頁でも説

明した蝸牛のらせん器の中にある感覚細胞である

有毛細胞が消失することによる（左図の②内有毛

細胞と③外有毛細胞）。 

図 2 

蓋膜 
指節細胞など 

②内有毛細胞
③外有毛細胞

柱細胞 
蝸牛神経 

基底板① 騒音成分の中では 3000Hz以上の高音成分のほうが 

低音より内耳を障害しやすい。 

ロック難聴とは古い名前の病名だと思うかもしれないが標準病名として音響外傷性難聴に 

記載されている。スマホ難聴も標準病名となっている。強大な音響を持続して聴いている

と動物実験では内耳出血や上図 2の基底板からの細胞の剥離やらせん器の破壊などが見ら

れる。 
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ロの中の話（唾液腺、顧歯、 歯根のう胞、 歯周病）
:J{o1 

（画像原図は123RFより有料でダウンロ ー ド）

文責 内科 大塚伸昭

大きな唾液腺（大唾液腺と呼ばれる）は
①耳下腺と②舌下腺③顎下腺の3つである。

唾液には①アミラーゼによる炭水化物（澱
粉）分解や②リゾチ ー ムによるぶどう球菌の
一部を溶解させる働きがある。 また唾液には
③免疫グロブリンが含まれていて分泌型lgA
は血中濃度より20倍も高く含まれ、 その他
lgG, lgMも含まれている。
、"

良く咬めば消化も良くなり、 免疫力もアップ？

左図で耳下腺などの位置を示す。 耳下腺の前には
咬筋が存在する。

耳下腺は漿液性（さらさらした）唾液
のみを分泌する。 耳下腺は第2大臼
歯の頬粘膜に開口する（右図）。 この
部分はやや腫大し乳頭様に見える。

舌下腺は粘液成分（ムチン）が多く、
顎下腺は漿液成分を多く含む。 舌下腺
と顎下腺は粘液性、 漿液性の2種類が
分泌されるので混合腺と呼ばれる。

� 

舌下腺と顎下腺は左図舌下小丘（ぜっかしょうきゅう）
に開口する。 口を開けてみたらよく見える。
舌下中央に丸い突起が見える筈。

舌下腺は舌下小丘から左右方向に連なるヒダ状
の舌下ヒダからも唾液が分泌される。
これも鏡でよく見れば見える筈。

唾液腺全体（大唾液腺＋小唾液腺）では1日に1~2リットル
もの唾液が分泌される。

左図に頸動脈（内頚、 外頚）などの血管と唾液腺との関
係を示す。 耳下腺のすぐ下を内頚動脈が通過する。

唾液腺は自律神経による分泌調節を受ける。 リラックスした
状態（副交感神経優位）は漿液性のサラサラした唾液が大量
に分泌される。 漿液性の唾液はアミラーゼや電解質が多く含
まれているため消化にも良い。

緊張したり、 怒ったりするような交感神経優位では唾液分泌
が減少する。 皆さん経験があるように緊張すると喉が渇くの
は、 このためである。 当然、 消化にも悪い。
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:No2 

唾液腺には3つの大きな唾液腺以外に左図のように小唾液腺
と呼ばれる唾液腺が分布している。

※小唾液腺は約1000個あり、 唾液量全体の5%程度を分泌して

唾液にはカルシウムやリン酸塩もあり、 嗣歯のエナメル質の
修復にも役立っている。

動物が傷口をなめるのは唾液に細菌増殖を防ぐ働きなどがあるからである。
唾液の成分や、 その働きについてもう少し詳しく説明する。

① 抗菌ペプチドを含む；この蛋白質は細菌の細胞膜に穴を開けて殺菌作用を
示すと言われる。

② ラクトフェリンを含む；この蛋白質は鉄と結合する蛋白である。 細菌の鉄と結合する事により、
細菌の増殖を防ぐ。 唾液以外に涙、 汗にも含まれている。 サプリも販売されている。

③ペルオキシダー ゼを含む；この酵素は口腔内の連鎖球菌などが産生する過酸化水素(H202)に対し
て、 唾液中の免疫グロブリン（分泌型lgA)に作用してオゾンを産生させる働きを持つ。
オゾンは強い殺菌作用を持つ。

④リゾチームやムチンを含む；リゾチームは細菌の細胞壁に作用して増殖を防ぐ。 ムチンは細菌を凝
集させる働きがある。

※リゾチームはペニシリン発見の契機となったフレミングが初めて報告した物質でもある。 鼻汁にも含まれる

歯に関する基礎事項

中切歯
1J切歯ー、

犬歯-..
第一小臼歯�-�(J

永久白が生える時期 仁ニコ 6~7岱くらい
[::::J 7~8歳
C 8~9歳

「
―

9~10成
�10~12悶

類！もの細菌菌種が
嗣歯の原因になるのは虫歯菌とも呼ばれるミュ ー タンス菌属（連
鎖球菌）などである。

ミュ ー タンス菌という名前はミュ ー タントを思い出してもらえば分かるが、 突然変異とかいう意味
である。 変異しやすい細菌ということになる。 その他ミティス菌などがあるが、 連鎖球菌やこの
ミティス菌は抜歯などを契機とする心内膜炎の原因菌となることも多い。 ミティスという言葉は

⑮品和なという意味をもつが、 決してそうでは無い。

着('�
嗣歯はミュ ー タンス菌などが産生する酸（有機酸）による。 ミュ ー タンス菌
は細菌同士を結合させる蛋白も産生し、 プラークの原因ともなる。

ノ
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歯根（しこん）のう胞 

No3 

歯根のう胞には幾つか種類があるが、齲歯治療の際に神経を抜いた場合にも

起こりやすい。神経を抜いた後に細菌感染が起こる。左図の歯根の下の黒く 

なっている部分（黄色楕円）がのう胞になっている部分。私も、歯根のう胞

で 3年前に上顎切歯、つい最近も下顎大臼歯を抜歯した。 

歯周病（歯肉炎、歯周炎） 

※私の実家は西都市の大塚病院だが、何と！家の前には和菓子屋さんがあり寝る前も食べていた

（甘やかされていた！）。小さい頃から齲歯だらけだったので歯もげ爺と揶揄されていた。30才頃

に某歯科医の先生からひどく叱られて指導を受けて以降新しい齲歯はそれほど出来ていない。

口腔内細菌 口腔内細菌ブ

ド

ウ

糖

な

ど

図 1 図 2 図 3 

ミュータンス菌などの口腔内細菌はブドウ糖同士を結合させてグルカンと呼ばれる物質を作る。 

その他果糖のフルクトースなども結合させてフルクタンと呼ばれる物質が作られる。 

これらは合成されてネバネバした非水溶性（水に溶けない）粘着性多糖となる。 食べた後に口が

ネバネバしてくる（特に糖分を摂取した後）のはこのためである。この粘着性多糖に色々な細菌が

付着して歯に沈着（図 2～図 3）して歯垢（プラーク）となる。 

歯垢（プラーク）形成

プラークの語源はフランス語で斑点、板などという意味。心臓、血管領域でもプラーク（動脈硬化で

粥状物質などの沈着により起こって血管を狭窄させる）という言葉が使用されるので、歯科領域では

デンタルプラークと表現することもある。バイオフィルム、生体膜と表現される事もあるが同じ意味

である。風呂場のぬめりも最近はバイオフィルムや生体膜などと難しい言葉で表現する。 

※歯表面には正常でも唾液の成分の糖蛋白（ペリクルと呼ばれる）が張り付いている。このペリクル

に細菌叢が付着して、齲歯、歯周炎の原因となる。

歯肉炎が進行すると上記のように歯肉ポケットが出来るなど歯周炎となる。歯周炎が進

行すると歯を支えている歯槽骨が吸収されて歯茎が短くなる。よく使われる歯槽膿漏は

医学用語では無いが、歯周炎を指している。 

歯肉部へのプラーク付着が歯肉炎の原因となる。歯根膜が 

破壊されると、歯周ポケットが出来る（右図赤楕円）。 

歯と歯肉の間に隙間が出来る。歯周ポケットが深くなると

深部では酸素不足で嫌気性菌が多くなる。この嫌気性菌に

よりメチルメルカプタンや硫化水素が産生されるため口臭

が強くなる原因となる。 
歯肉炎→歯周炎への悪化 

※歯石は何故出来る？2 頁にも記載したように唾液にはカルシウムやリン酸塩が含まれてい

て齲歯の際にエナメル質修理に役立つが、歯垢にもこれらが集まって歯石（歯垢の石灰化）

となる。

歯根膜 

歯槽骨 

プラーク 

（歯垢） 

細菌感染 

歯周ポケット

根膜

粘着性多糖

細菌

歯垢
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 手相から学ぶ手の解剖学 
文責 内科 大塚伸昭 

NO１ 

私の手 

手相（皮線；皮膚紋理）は手の関節、筋肉、皮膚の厚さの違い、

手の使い方に個人差がある事などによって生じる。 

今回は代表的な手相がどのような解剖学的理由で生じるかを解説

するので、筋肉や関節の勉強をしてもらいたい。 
③感情線

②頭脳線 

①生命線

右図①生命線は母指球皮線と呼ばれ、主に母指球筋（母指屈筋

や母指内転筋など）により形成される。②頭脳線は医学用語で

は近位手掌線③感情線は遠位手掌線と呼ばれ、後述するが主に

中手指節関節（MP関節）の屈曲により形成される。 

きんいしゅしょうせん えんいしゅしょうせん 

ぼしきゅうひせん ぼしきゅうきん

ちゅうしゅしせつ 

手の解剖を理解するには骨、関節を理解する必要があるので以下に示す。 

①末節骨

②中節骨

③基節骨

④中手骨

手根骨 

（８個ある） 

橈骨 尺骨 

指には①末節骨②中節骨③基節骨がある。親指（母指；第１指） 

は①末節骨と③基節骨の２つのみである。③基節骨と④中手骨の

間が⑤中手指節関節である。この中手指指節関節を屈曲させると 

頭脳線や感情線のシワが出来ることが分かるはず。 

①末節骨

③基節骨

⑤

中

手

指

節

関

節 

⑤中手指節関節はこの位置。

ここから指は曲がる。 

ここからは 

曲がらない 

頭脳線と感情線が一つに

なる事がある。ますかけ

線と呼ばれる事があるが 

医学用語では手掌単一屈

曲線と呼ばれる。 

生命線（母指球皮線）は短母指屈筋や母指内転筋の運動などで形成される。 

①生命線 

母指内転筋 

短母指屈筋 

母指対立筋 親指を内側に寄せると生命線が 

はっきりする。 

生命線が長いと長生き？ 

親指を酷使（握る、屈曲）する人ほど生命線が 

太く長くなるはず。 

親指を酷使する人は事務系より体を良く動かす仕事の人が多い可能性がある 

手を良く動かせば脳の働きも良くなる→ということで長生きするかもしれないが、、。 

手相占いで良く使用される言葉。頭脳線 

は知能線とも呼ばれる。 

（第 1指基節骨と第 3 指中手骨間） 

に付着）

（母指球皮線） 

ますかけ線（升掛け線）は 

升から溢れた米を取って平

らにした棒に由来する。
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頭脳線（遠位手掌線）や感情線（近位手掌線）は中手指節関節の屈曲で出来る。 
NO2 

感情線 

頭脳線 

（遠位手掌線） 第 4,5指屈曲は感情線に関与 第 2指屈曲は頭脳線に関与 

左写真 4枚は私の手 

皆さんも試してみて 

下さい。 

指はどのようにして屈曲されるのか、勉強してみよう！ 

（近位手掌線） 

上腕骨 

橈骨 

尺骨 

③浅指屈筋

（この下に深指屈筋がある） 

①長母指屈筋 

②長母指屈筋腱 

④浅指屈筋腱 

左図は手掌の深層であるが、橈骨から 

①長母指屈筋→②長母指屈筋腱と続き

親指（母指）の屈曲に関与する。 

第 2指（示指）～第 5指（小指）までは 

③浅指屈筋→④浅指屈筋腱と続く。浅指屈

筋腱は第 2～5指の中節骨に付着する。 

浅指屈筋の下に深指屈筋があり深指屈筋腱

と続く。⑤深指屈筋腱は浅指屈筋腱の下に 

あり、第 2～5指の末節骨に付着する。 末節骨 

⑤深指屈筋腱

したがって、深部屈筋腱断裂があると左図のように基節骨や中節骨の部分を 

押さえて指先だけ（末節骨）を屈曲することが出来ない。試してみてください 

手首に見える 2本の縦線が橈側手根屈筋腱や長掌筋腱。これらは手首の関節屈曲

に作用するので、手首を曲げる（手関節の掌屈）時に触れてみると動きが良く分

かる。その下の近辺に浅指屈筋腱があり、浅指屈筋腱の下に深指屈筋腱がある。

指を屈曲させてこれらの腱を触れるとその動きが分かる。 腱に続く浅指屈筋や

深指屈筋も触れると、指を屈曲時の筋肉の動きが分かるはず。 

私

の

手 

頭脳線と感情線が一つの線になることがありますかけ線（猿線）と呼ばれること

があるが医学的には手掌単一曲線と呼ばれる。正常でも数％の割合でみられる

が、ダウン症においては約 50％の頻度で見られるとする報告がある。ダウン症は

21トリソミー（21番目の染色体が 3つある）だが、その他の 17トリソミーなど

の遺伝子異常でも同様の報告が見られる。 

正常人に見られる手掌単一曲線の原因は中手指節関節の位置、手掌の大きさなど色々

な要因が関与すると考えられる。手掌の縦径が短い方がシワは単一になりやすい。 

尚、この手相が正常人において特段の意味を持つとは考えられない。 

橈側手根屈筋腱 長掌筋腱 
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NO3 その他、縦皺の手相などはどのように出来るか解説する。 

①運命線

②太陽線

運命線や太陽線と呼ばれる縦皺がある。 

運命線は医学用語では正中皮線と呼ばれる 
せいちゅうひせん

私

の

手 

運命線（正中皮線）は上図のように母指と薬指 

を寄せれば出来る。 

母指と薬指を近づければ 

運命線の皺が出来る！ 

上記のように手をすぼめる運動にはどのような筋肉が作用しているのか、また勉強してみよう！ 

小指対立筋①  

短小指屈筋② 

小指外転筋 ③ 

小指は図に示すような 3つの筋肉に加えて手の表面にある短掌筋によっ

て動く。短掌筋を加えた 4つの筋肉を総称して小指球筋と呼ぶ。 

小指を内側に寄せるのは主に短小指屈筋や小指対立筋の働きによる。 

④ 母指内転筋④ 

⑤ 

短母指対立筋⑥  

短母指屈筋⑦ 

母指は左図④母指内転筋～⑦短母指屈筋まで小指と同様に 4つの

筋肉によって動く。4つの筋肉を総称して母指球筋と呼ぶ。 

母指を内側に寄せるのは母指内転筋や短母指屈筋などによる。 

（小指の動きは尺骨神経支配を受ける） 

（母指の動きは橈骨神経,正中神経支配を受ける） 

支配を受ける）

末節骨 

中節骨 

基節骨 

近位指節間関節 

（PIP 関節） 

（DIP 関節） 

遠位指節間関節 

下写真のような指の開閉にはどの筋肉が作用しているだろうか？ 

私

の

手 

指の開閉には中手骨から起始し基節骨に停止する骨間筋が関与する。 

こっかんきん

（骨間筋は遺伝学的には魚類のヒレを開閉する筋と同じ系統である） 

（掌側骨間筋） （背側骨間筋） 

掌側骨間筋は指を閉じる、背側骨間筋は指を開く 

（特に指を開く時に手背骨間筋を触れれば動くのがわかる） 

試してみてください！ 

手相占いには左図のような線以外に

も多数あるが、今回の解説で手相が

関節、筋肉、皮膚の厚さ、加齢によ

る皮膚の変化、手の運動の違いなど

で生じる事が理解できるはずだ。 

この動きを良くする人が運命線

は太く長くなるはず 

短母指外転筋

手掌側 手背側 

解剖学の基礎が無かった時代の手相占いが現代に通用する

とは考えにくい。いずれ手の外科の先生が｢手相は解剖学

で解明された｣などとする著書を出版されると思うが、、。 
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No3迄は当院1階掲示板、 及び2階病棟掲示板に一 般向け（内容は難しいが）として掲載してい

るが、 今回は指の屈曲や腱鞘炎、 ばね指（弾発指）に関して医療従事者向けに追加記載する。

N04 

浅指屈筋腱や深指屈筋腱の解説をしたが、 腱は御存知のように腱鞘の中を通っている。 腱鞘は下図の

ように①線維症の中に②滑液鞘があり2重構造となっている。

［①繊維鞘 r-.

浅指屈筋腱

深指屈筋腱

① 線維鞘

②滑液鞘
一、 、

②滑液鞘

断面図
図1

指の靱帯の種類、名称
A(Anular; 輪状）

上図の様に浅指屈筋腱の下を深指屈筋腱が通っている。 また2つの腱は青色で示される②滑液鞘の中

を通っている。 滑液鞘の外側にあるA,Cと記載されているのが腱鞘の外側に当たる①線維鞘である。

AはAnular (輪状）という意味でこの部分は輪状になっていて指骨や掌側靱帯（掌側板）に結合して

いて滑液鞘などが浮き上がらないようにしている。 また、 この部分では腱鞘の中を通る腱が輪状内部

を滑るように動くのでこの部分を滑車とも呼ぶ。

CはCruciform (十字型）という意味で線維鞘である。 上図の様にたすき掛けのようにして腱鞘を指骨

に固定している。

腱鞘炎は腱鞘の炎症による肥厚や腱そのものが肥厚

することによる。 ばね指は弾発指と呼ばれる。

外科的に腱鞘を切開する事もある。

腫大した屈筋腱
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［ 指紋に関する面白い話］ NO 1 

文責内科大塚伸昭

交通違反をすると指紋を取られたが（若い時の話）、犯罪者になったようで余り良い気持ちでは無かった（笑）。
今回は指紋に関する興味深い話を記載する。

［指紋は①遠位指節間関節より末梢の指腹（しふく）から採取する。
（指腹とは遠位指節間関節より末梢の部分を指す）

私の人さし指（示指） だと15mmx 20mmで3c前の広さしかないのに
識別出来るのだから驚きでもある。今回は指紋の皮膚科学的な基礎
知識と指紋鑑別がどのように行われるのかなどを解説する。

指腹には毛根は無い。汗腺はある（エクリン汗腺）。下に私の指腹の
拡大した皮膚顕微鏡画像を示すので参考にされたい。

ひきゅう

指紋の皮膚科的基礎知識

ひきゅう

皮丘
（皮膚小稜）

皮膚の盛り上がった部分を皮丘と呼ぶ。指腹では皮丘を皮膚小稜とも呼ぶ。汗腺は必ず
皮丘部分に開口する。溝の部分を皮溝と呼ぶ。指腹では皮膚小溝とも呼ぶ。

ひこう '-

皮溝
（皮膚小溝） 皮丘 皮溝

私の指腹の拡大顕微鏡写真

� 
実際に撮影した10cm程度の顕微鏡。 ネットで購入

(2700円）。 この文書の私の指や趾の写真は総て

これで撮影。 ただし、 日本製ではない。

汗管»

皮下組織

表皮

表皮

（角層）

表皮（角層）

表皮

アポクリン汗腺は毛包近くに存在して毛包内に汗を分泌させる。 エクリン汗腺

は口唇などの一部を除いて全身に存在するが、 アポクリン汗腺は腋寓、 外耳道

鼻翼、 外陰部などに多数存在する。

左図は私の指紋だが、皮丘の部分が黒い線となる。
捜査では、この皮丘の黒い線を指紋線と呼ぶ。
白い部分は皮溝部分であり、捜査では指紋線溝と呼ぶ。

汗腺口はこんなふうに見える！下写真は私の指腹の顕微鏡拡大写真である。上の指の写真より更に倍率を上げて拡大率が
高くなっている。汗の良く見える汗腺口(A)もあれば、汗が見えない汗腺口(B)もある。上述のように汗腺口は必ず皮
丘に開口していることが良く分かる。

._B 

A
A

印刷では不鮮明だが、 この文書は PDF にして

私の HP 「大塚先生の診察室パート 2」のトップ

頁と講義スライドの頁から見ることが出来

る。 他写真なども綺麗に見える筈だ。

A
A この汗腺口は汗がよく見える

、

B
A

この細い赤っぽいラインが皮溝
（皮膚小溝）。

B

賣
‘

A

A A
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N02 

ていじょう

三 渦状紋 三
日本人の約40%

(10本の指総てが同じ紋様であるのは少なく、紋様が異なることが多い。興味のある人は総ての指紋を採取してみてください）

指紋照合は指紋線（皮丘）の形、 太さ、 特徴となる点などから判断する

指紋線（皮丘）は形や大きさが異なる。左写真は私の指だが黄色で囲

汗腺rf�三予悶悶雷万悶に芯�,,;:贔翌9ご芦古。
る

黒
" 

※ただし、 指紋線（皮丘）の幅や大きさは押された指紋の圧力などでも異なるの

で後述するが、 特徴点が一致することが必要。 朱肉やスタンプ台で指にインクを

付けて、 力を変えて押してみて確認してもらいたい。 綺麗な指紋が事件現場で採

取されずに誤認逮捕された例も希だが存在する（平成12年埼玉窃盗否認事件など）。

炭

丘

皮

膚
小

溝

左側の指紋線（皮丘）が細くなって右側の指紋線（皮丘）と合流して
いる。この合流する点を接合点と呼ぶ。 特徴点の一 つである。

［左図は私の指の実際の指紋である。 ］
黒のスタンプ台に指を押しつけて
採取した。綺麗に採取するのは
難しい。

赤で囲んだ部分は指紋線（皮丘）が分岐している。この点を
分岐点と呼んで特徴点の一 つとなる。反時計方向から見ると
接合しているという事だが、特徴点は時計方向から判断する

※後述するが、 分岐点や接合点などの特徴ある点を特徴点と呼び、

12の特徴点が合致すれば同 一 人物と判断される。

黄色で囲んだ部分は指紋線（皮丘）の幅や形が異なる。

この2本の斜め直線は傷。ちなみに表皮だけが損傷され
れば基本的には指紋は復活する。真皮層まで傷が及ぶと
復活しない。 (1 頁の指紋の皮膚科的基礎知識の組織図を見れば理解出来る）

皆さんは足の裏をじっくり見た事が無いかもしれないが、
左写真は私の足の顕微鏡拡大写真である。手と同じように

綺麗な趾紋が見える。太陽に当たらないせいか趾紋の方が
皮膚も綺麗だ。皆さんも一度拡大鏡で見てもらいたい。
悪性黒色腫（メラノ ー マ）の早期発見にもつながるかもしれない。

私の蠣指の趾紋、縞臓だ！
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  顔や皮膚のシミについて （皮膚の基礎知識も解説） 

文責 内科 大塚伸昭 

N01 

（私のシミのレーザー治療体験記も記載） 

 皮膚の基礎解剖、メラニン色素や紫外線の話などもわかりやすく解説する。 

（イラストは 123RFから有料でダウンロード）

角質層 

表皮（角質層も表皮） 

表皮の下が真皮（しんぴ） 

表皮の一番下の細胞が生まれて角質

になって剥がれ落ちるまで（ターン

オーバー）は約 1ヶ月。 

表皮 

角質層（表皮細胞の死骸！） 

ケラチノサイト（角化細胞） 

真皮（しんぴ） 

皮下組織 

立毛筋 立毛筋（りつもうきん）は起毛筋とも呼ばれ、 

交感神経（アドレナリン）支配なので恐怖、 

興奮、寒冷などで収縮する。 

立毛筋の収縮→鳥肌が立つという事になる 

知覚神経線維と知覚受容体。知覚受容体にはマイスナー小体 

（触覚）やパチニ小体（圧力、振動）などがある。 

（高齢になり表皮が薄くなると知覚受容体を刺激しやすくなり乾燥す

る冬場は乾性湿疹などが見られやすい。保湿などが必要。） 

エクリン汗腺 

皮脂腺 

表皮の組織構造（イメージイラスト）とメラノサイト（メラニン産生細胞）について 

（イラストは 123RFから有料でダウンロード）

角質層① 

顆粒層② 

有棘層③ 

基底層④ 

表皮は        と    

         の 4つの層から構成される。 

角質層 ① 顆粒層 ② 有棘層③ 

基底層 ④ 

角化細胞の 

死骸 

顆粒細胞 

ランゲルハンス

細胞 

タコに似た細胞はランゲルハンス細胞と呼ばれ

皮膚に侵入してきた異物を貪食、分解して 

免疫細胞に情報を送る前線部隊である。     

ケラチノサイト 

（角化細胞） 
（緑色の丸は細胞の核）

メラニン色素 

メラノサイト 

（メラニン産生） 

メルケル細胞 

基底膜 

ケラチノサイト（角化細胞）は表皮の主要な蛋白質

であるケラチンを産生する。     

※ケラチンはギリシャ語のκέρας（動物の角；つの）が語源

メラニン色素を産生するメラノサイトは表皮の

一番下の基底層に存在し、ランゲルハンス細胞 

と同様にタコの足のような樹状突起を出す。   

※基底層には皮膚細胞を作る源となる幹細胞（皮膚細胞の

生産工場）がある。幹細胞があるので高齢になっても皮膚

が出来る！残念だが、活動が衰えて皮膚もたるむ一因とな

る。将来、皮膚幹細胞移植で高齢でも若々しい肌が保てる

かも、、。

基底層で作られた角化細胞などは有棘層→顆粒

層まで到達して最後は死滅して角質となる。皮

膚細胞が生まれて角質となって剥離するまでの 

期間（ターンオーバー）は約 1ヶ月（20～30日）。 

メラニンを作るメラ

ノサイトの解説は 2

頁でも行うが、右図

のように樹状突起を 

出している。 

メラノソームという

小さな袋でメラニン

色素は生産、貯蔵さ

れて、放出される。 
メラノサイト 

メラニン色素

樹状突起

ゴルジ装置

ミトコンドリア

粗面小胞体

核
メラノソーム
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メラニンはどのようにして皮膚で作られていくのか？ 

太陽光がメラノサイトにあるチロシナーゼ(メラニン生成に必要な酵素）を活性化！ 

ユーメラニン(黒色） 

※メラニン（melanin)の語源はギリシャ語の melas(原語は melanos)で黒いという意味から来ている。

チロシン(アミノ酸） ドーパ ドーパキノン 

（真性メラニン） 

フェオメラニン（黄色） 

（黄色メラニン） 

活性化 活性化 

メラニンには黒色のユーメラニン(真性メラニン） 

と黄色のフェオメラニンがある。皮膚や髪の毛 

は、この 2種類のメラニン複合体なのでこれらの 

含有率の違いで皮膚や髪の毛の色が異なる。 
※メラニンを増加させるのは紫外線以外に女性ホルモン(エストロゲン）や副腎

皮質刺激ホルモン（ACTH)，甲状腺ホルモン、X線などがある。

メラニン色素が少ない白皮症(白子）；albinism(アルビニズム）の原因の一つに上記のチロシナーゼの先天性欠損、

機能不全などがある。 

紫外線の種類によって皮膚への到達度やダメージが異なる（紫外線は A,B,Cに分類される） 

（イラストは 123RFから有料でダウンロード）

波長 

波長の長さは左図に示すように波の頂点～頂点まで。

ラジオの AM波の波長は周波数で異なるが、東京の 

NHK第 1放送の波長は何と！約 500mもある。 

可視光線 

（可視光線の紫のすぐ外（横）にあるので 

紫外線。赤のすぐ外が赤外線） 

紫 赤 橙 黄 緑 青 藍 

紫外線 

赤外線 紫外線 

UVC 

波長が長い 波長が短い 

最も波長が短い 

紫外線は波長の長い UVA（長波長紫外線；315～400nm）と UVB（中波長紫外線；280～315nm）と UVC（短波長

紫外線；100～280nm）の 3つに分類される。 

X線 ガンマ線 
ラジオ波 

赤外線 UV 

（n;ナノは10
-9

）1nmは 100万分の 1mm 

(ちなみにウイルスは約 1万分の 1mm) 

紫外線は波長が短いほど皮膚への浸透性が低い（エネルギーは大きい）。なので、UVCは皮膚表面にのみ作用 

する。細胞毒性が強いので現在は主に殺菌灯で使用されている。殺菌灯に近づきすぎたりしない方が良い。 

UVB（中波長紫外線）は紫外線の約 5％を占めるとされ、UVCより更に皮膚の奥（表皮付近）に到達する。上述

のように波長が短いほどエネルギーが強いので UVAより浅い皮膚にしか到達できないが日焼け、シミの原因と

なる。 

（100nmは 1万分の 1mmと同じこと） 

UVA（長波長紫外線）は紫外線の約 95％を占めるとされ、エネルギーは弱いが、波長が長いので皮膚の奥（真皮

付近）へ到達してダメージを与える。 

紫外線は可視光線の紫の外（横）にあるので紫外線だが、英語の UV（Ultra Violet；ウルトラ・バイオレット）

は何故この名前？→紫（バイオレット）の光のエネルギーより強力なエネルギーをもつ事から命名されている。 

目の敵にされる紫外線だが皮膚科では病気の治療として使用される事がある。 

UVAや UVBはアトピー性皮膚炎、円形脱毛症、尋常性乾癬などに使用される事もある。 

エネルギーは弱い 赤橙黄緑青藍紫は虹の色 

（赤色より 

波長が長い） （紫色より 

波長が短い） 

表皮 

真皮 

皮下組織 

（アルビニズム;albinismの語源はラテン語の albus(白い）;尚アルビノは差別的な意味があり、アルビニズムを使用するほうが良い。） 

N02 
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年甲斐も無く(66才！）顔のシミのレーザー治療をしたので、その体験記を紹介する N03 

術前 

① ① 
① 

② 
② 

② 

治療 7日目 治療 30日目 

黄色の円で囲んだ部分が 1×１cmの大きさだったが、治療 30日目には余り目立たなくなった。小さなシミ（①②）

は 30日目では中心部がまだ少し黒い。治療 7日目で黒くなっている部分がレーザー照射した箇所。 

（印刷では分かりにくいかもしれない。HP｢大塚先生の診察室パート 2｣のトップ頁や講義スライドの頁でも見ることが出来る。費用は 1cm四方が 5,000円(施設

によって差がある）。他ガーゼ等諸費用で 5,600円。体験記を話した人の感想は安い！と言う人もいれば高い！と言う人まで色々だった。） 

消失しないシミの原因は何か？ 

メラノサイト 

メラノソーム 

メラニン色素 

角質層 

ケラチノサイト 
（角化細胞） 

基底膜 
真皮 

真皮 
基底膜 

メラノサイト 

（イラストは 123RFから有料でダウンロード）

（イラストは 123RFから有料でダウンロード）

皮膚のターンオーバーは約 1ヶ月。

メラノサイトで製造されたメラニン

色素を含んだ細胞が 1ヶ月で角質層

に到達して剥離すれば、シミは消え

る事になる。何故、消えないのか？ 

幾つかの原因を以下に記載する。 

①メラノサイトが制御不能でメラニン色素

をエンドレスに生産し続ける。

メラニン色素が角質

として剥離出来ない

（角質の手前で足踏み

状態；角質エラー） 

② 

シミの部分全体の細胞分裂低下

により、細胞が角質に到達出来

ない。 

③ （シミの部分の角質層

は数が多く絡み合って

剥がれにくい） 

真皮 

基底膜が障害されていて真皮からメラノサ

イトを刺激する物質が流出し続ける。 

メラノサイトに

｢もっと働け！｣と

命令する。 

基底膜 

④ 

シミに対するサプリ、化粧品は多く誇大広告も目立つ（シミ以外のサプリも 

然りだが）。1頁に記載したがメラニン合成にはチロシナーゼという酵素が 

働く。この酵素を分解するという化粧品が 30ｇ1万円！だそうだ。皮膚から

吸収して酵素を分解できるかどうかも疑わしいが、、。その他、ビタミン Cな

どもシミ除去などと効果をうたっているがさほど効果は期待出来ない。 

皮膚のターンオーバーが約 1ヶ月だから、サプリや化粧品を 1ヶ月使用して

変化が無ければ、効果無しと判断しても良いかな？と個人的には考える。 

（ビタミン Cは私自身が試して実証済み） 

これはシワ

最後に、メラニン色素を産生するメラノサイトが暴走して悪性になるメラノーマについて解説する 

メラノーマ（悪性黒色腫）には 4つの型があるが左写真は特徴が良く分かるので

供覧する。表在拡大型と呼ばれるメラノーマである。解説を下記に行う。 

形が均整で辺縁に不整が無いかをみる。左写真は辺縁が不整で形も不整である。 

（写真は 123RFから有料でダウンロード）

濃淡に差が無いかも重要。左写真は濃淡差がある。 （形、辺縁の不整、色の濃淡に注意して観察

する事） 
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老化（皮膚の老化など）の解説
文責 内科 大塚伸昭 

N01 

(皮膚組織の解説、老化は何故起こる？老化を遅らせる予防策はある？など) 

皮膚の基礎的解剖を解説し、老化現象でシワ、皮膚のたるみなどがどのように起こるかを解説する。そもそも

老化現象とは何故起こるか、また老化を遅くする予防策は何かあるか？などについて説明を加える。 

表皮①  

有棘細胞層 

基底層（基底細胞層） 

下図は皮膚の組織である。基礎的な解剖と各部位の働きを説明する。 

真皮②

皮下組織③ 

角層（角質細胞層）A 

透明層B 

顆粒層（顆粒細胞層）C 

D 

真皮

E 

毛 

エ

ポ

ク

リ

ン

汗

腺 

アポクリン汗腺 

立毛筋 

下図は表皮を拡大して表現 

皮膚は成人では面積約1.6㎡、重量は体重の約16％を占める。 

皮膚は上図に示すように①表皮②真皮③皮下組織の3つの部分より構成される。①表皮は部位によって異なる

が約 0.2mmの厚さで約 95％は角質を作る角化細胞である。①表皮は上図右側の拡大した部分を見て分かるよう

に 5つの部分から構成されている。一番上が皮膚表面のA角層（角質細胞層）であり、一番下に 1層からなる

E基底層（基底細胞層）がある。E基底層で角化細胞が分裂を開始して皮膚表面まで成長しながら到達する。 

メラニンを作るメラノサイト 

（色素細胞）は基底層にある。 

A角層（角質細胞層）は約10層からなる皮膚の表面である。御存知の通り足底部などは角層が厚い。皮膚表面

の角質細胞が死んで剥がれ落ちたのが皮膚の垢（あか）という事になる。E基底細胞の一つが分裂を開始して

A角層まで到達し、角化細胞が死んで垢として剥がれ落ちるまでの寿命は約45日（成人）である。 

つまり 45日周期で皮膚は新しく生まれ変わっているという事になる。高齢になるほど細胞数が減少し、分裂

も遅くなる事が皮膚のハリの減少につながる事になる。 表皮の下にあるコラーゲン生成を行う繊維芽細胞の

分裂も高齢になると遅くなる。 

汗の話 汗を作る器官には上図左側に示すようにエポクリン汗腺とアポクリン汗腺の2種類がある。

どう違うか？というと、エポクリン汗腺は口唇などを除く全身に存在し暑い時の体温調節に

働く。全身に約 300万個存在する。これに対してアポクリン汗腺は腋窩、外耳道、外陰部な

どに存在する。哺乳類の芳香腺が退化したもの。 主に交感神経刺激などの情緒刺激で分泌

される（緊張したりすると脇汗をかくのはこのため）。本来アポクリン汗腺からの分泌液は

無臭だが、皮膚表面に分泌された時に皮膚の常在細菌が糖や蛋白を分解するために臭うとい

う事になる。したがって、脇の下などを清潔に保つことも腋臭症の人には重要。 

熱傷の

話 

熱傷は皮膚深度と表面積によって評価されるが皮膚深度だけでいうと、上図①表皮までの場

合を 1度、②真皮までの場合 2度（更に真皮浅層、深層の 2つに分類される）と③皮下組織

迄到達した 3度に分類される。 
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N02 

皮膚表面をみると上図1、2のように区切られている。溝の部分を皮溝（ひこう）と呼ぶ。 

溝に囲まれた部分を皮丘（ひきゅう）と呼び、皮丘の部分に汗腺は開口する。図 3は板切れか？と思われ

た方もいるかもしれないが、これも皮膚である。図2は綺麗な皮膚だが図 3は高齢化や、日光などによる

光老化による影響などで図2のようなハリは無い。拡大鏡で見ると良く分かるので自分の皮膚を見て下さい 

図1 

図2 図3 

皮丘 皮溝 

皮膚老化の原因 ① 紫外線（光老化と呼ぶ） 

ここからは皮膚老化を含めた老化の原因を解説する。一番の皮膚老化の原因は皆さん良く御存知のように

紫外線である。紫外線はシミなどを増加させたり、弾性線維（エラスチン）を障害する。 

弾性線維は前頁（1頁）の皮膚組織図の②真皮に多く存在している。下図に紫外線照射の影響を示す。 

図1（紫外線照射前） 図2（紫外線照射6週間後） 図3（紫外線照射12週間後） 

図 1は紫外線照射前の弾性線維（エラスチン）を示す。弾性線維はゴムを連想してもらうと理解しやすい。 

弾性線維は組織中では常に引き延ばされているので直線的。図2は紫外線照射6週間後であるが、ゴムが切

れたようになっている。また、線維が断裂して細い部分も認める。図3は紫外線照射 12週間後である。本来

の弾性線維の殆どは消失する。赤楕円で囲んだ部分は細く不規則に連なっているがこの部分は代償的に弾性

線維が産生されたもの。不規則で弾力性に乏しく細い弾性線維が増加すると皮膚のハリの減少につながる。 

（写真はメディカルレビュー社発行 Bella Pella 第2巻第2号17頁より引用） 

※余談だが、この雑誌Bella Pella の編者である東京女子医大皮膚科教授の川島眞君は附属中学校時代の同級生である。

（私の手も図3に近づきつつある） 

皮膚老化（一般的な老化も含む）の原因 ②細胞分裂の停止、細胞数の減少 

紫外線による影響はDNAを障害し、皮膚癌（メラノーマなど）の発生にもつながる。メラニン色素を産生するメラノサイト

は1頁の組織図右側に示したように真皮の上の表皮基底層に存在している。メラニンが多く肌の黒い人種の方が皮膚癌は少

ない。 

細胞 

細胞 

細胞 

細胞 

細胞 

細胞 

細胞 

若い頃 

細胞 

細胞 

細胞 

細胞 

細胞 

細胞 

細胞 

細胞分裂の停止 

細胞数の減少 

年を取ると 

（手背の部分をみると構造がわかりやすい） 

正

常

な

弾

性

線

維 
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老化による細胞分裂の停止、細胞数の減少はなぜ起こるのか？ 

N03 

染色体の端についているテロメアという部分が分裂する度に短くなって最終的には分裂が停止する 

（以下簡単に解説する） 

染色体 

テロメア テロメア 

テロメア テロメア 

学校で習った染色体の事を思い出してもらいたい。細胞の核の中には DNAという遺伝子

情報を含んだ紐のような物質があるが、分裂する時には左図の様に DNAは折りたたまれ

て染色体になる。23対の染色体があり、22対は常染色体、もう 1対は性染色体。男性は

XY、女性は XX。思い出した？ 

この染色体の端（左図の赤い部分）にはテロメアと呼ばれる部分がある。これは染色体が

分裂する時にほどけないような仕組みだと考えれば良い。靴紐のキャップのような性質と

考えれば良い。この部分が壊れると靴紐がバラバラになりやすい。 

ところが、このテロメアという緩衝剤は細胞が分裂する毎に次第に短くなって、テロメア 

が消失したら分裂が停止する仕組みとなっている。人間の繊維芽細胞を体外で分裂させると 40

回程度で分裂は停止するが、体内では色々システムがあるのでそれ以上に分裂可能。 

細胞 
細胞分裂を繰り返す毎にテロメアは短くなる 

テロメアが消失したら、それ以降は分裂が停止する 

テ

ロ

メ

ア 

テロメアが短くなるのを防ぐテロメラーゼという物質が存在する。テロメラーゼを活発化させれば、

テロメアの短縮を防ぐ、或いは長くすると言われている。最近の研究では以下の様な食事やストレス

を発散させる事などが、テロメラーゼの働きを活発にすると言われている。 つまり老化を遅らせる

可能性があるという事にもなる。 

食物では EPAや DHAなどのω3脂肪酸を多く含んだもの（動脈硬化予防作用もあるので、イワシ、ブ

リ、サバなどの青魚はやはり良い）。ナッツ、亜麻の種（亜麻仁）、野菜なども良い。 

ストレスはテロメアを短くする。気功や瞑想も良いらしい       睡眠も良い。 

楽天的な生き方が良いという事にもなる。ストレスを軽減するとテロメラーゼを活発化させる。 

（ヘイフリックの成長限界） 

運動はテロメアの短縮を予防する。 

上記の①～③の記載事項は今迄健康に良いと言われてきた事でもある。 テロメアの長さを測定する事で

科学的に証明されたという事でもある。 血液検査でテロメアの長さを測定することが出来るらしいが、

2万円程度かかる。 

喫煙、紫外線、洗剤などの化学物質はテロメアを短くする 

紫外線のあたる頸部のテロメアは短いが紫外線

の当たらない臀部のテロメアは殆ど短くなって

いないという医学文献もある。 
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①目の下のクマと眼輪筋の話②顔の表情筋について
文責 内科 大塚伸昭 

NO1 

若い人には無縁の話だが、年を取ると眼輪筋の筋肉が薄くなるなどして、眼窩の脂肪が

皮膚の下に出てきて左写真の様に目の下にクマができる。今回は、眼窩付近の解剖や顔

の表情筋について解説する。 

（若い人は知らないと思うが、岸部一徳さん(現在 71才）はグループサウンズ、タイガースに所属していた） 

眼輪筋は左図の様に輪状に目の周囲を取り囲んでいて目を閉じる働きをする。眼輪筋など

顔の筋肉は顔面神経支配なので顔面神経麻痺では目を閉じることが出来ず(兎眼）、麻痺側

の口角も下垂する。 

眼輪筋は左図の様に眼瞼周囲の①眼輪筋眼瞼部と、その周囲の 

②眼輪筋眼窩部がある。眼瞼部は目を軽く閉じる時、眼窩部は

強く目を閉じるときに働く。 

①眼輪筋眼瞼部

②眼輪筋眼窩部

口周囲も眼輪筋と同じように輪状に筋肉が囲んでいて口輪筋（こうりんきん）と呼ばれる。 

左写真は実際の解剖写真なので気分が悪くなる人がいるかもしれないので小さく表示するが、興味のある人

は拡大鏡で見ていただきたい。輪状に筋肉が取り囲んでいるのが確認できる。 

（余談だが、大学の解剖実習を看護師が見学に来ることがあったが、気分が悪くなって失神する人が時々いた。） 

視神経(脳へ視覚情報を伝える） 

上眼瞼挙筋（動眼神経支配、眼瞼挙上させる） 
高齢でこの働きが悪いと眼瞼下垂の原因となる 

水晶体 

前頭骨 

上顎洞 

上直筋（動眼神経支配、眼球を上転） 

下直筋（動眼神経支配、眼球を下転） 

眼輪筋 

脂肪 

拡大 

③脂肪

③脂肪
①眼輪筋

①眼輪筋

②眼窩隔膜

②眼窩隔膜

眼瞼部分は左図１のように①眼輪筋の下には②眼窩隔膜 

があってその下に③脂肪がある。 

図１ 

高齢になると、、 

①眼輪筋

③脂肪

図 2 

高齢になると①眼輪筋が薄くなる、或いは眼球

を支持する腱などのゆるみなどにより③脂肪が 

突出してくるので目のクマになる。 

- 1６8 -



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目の下のクマを小さくする方法はあるだろうか？ NO2 

形成外科的には脂肪吸引、下眼瞼切開による脂肪摘出、その後の皮膚のたるみを縫縮する方法などがある。 

私もトライしてみようかと思うが感染リスク他などを考えて少々躊躇してしまう。そもそもこの部分だけを 

是正しても顔全体の老齢化は致し方ないが(笑)。 

眼輪筋を鍛える方法はあるか？有効か？ 腕の筋肉のようには鍛えにくい。 

↑私の目(年取ったな-；笑)クマあり。普段は鏡を極力見ないようにしている。 

目を普通に閉じてもクマは消失しないが、眩しいという感じで 

下眼瞼に少し力を入れて目を閉じるとクマが消えて見える。 

クマは見えにくいが皺が目立つ！トホホ、、。

上の写真はどういうことか？というと、眼輪筋の下眼瞼部に力を入れたことで脂肪が内側に押されて 

クマが見えにくくなった事による。1頁下図参照。

眼輪筋の下眼瞼部を鍛えるためには左図のようにおもりを付けて目を閉じれば良いが 

出来ない。どうすれば良いか？→目の下を引っ張って(アカンベーと同じ)目を少し強

く閉じれば良い。ただし、余り強く目を閉じると眼輪筋眼窩部やその他の顔の筋肉も

使うので却って顔にシワがよることになるので注意が必要。 

おもり 

この方法で本当に眼輪筋が大きくなる、或いは筋力が増加するのか文献を調べたが無い。ただ、ドライアイの患者さんには有効として

眼科医の先生が眼輪筋トレーニングを推奨されている。 

眼輪筋の横の部分を鍛えるには目の外側

を引っ張って目を少し強く閉じる。 

同様に眼輪筋の上の部分(上眼瞼部)を鍛え

るには上を引っ張りながら目を閉じる。 

高齢になっても眼輪筋が薄くならない薬は無いのか？会社の宣伝をするわけでは無いが、ポーラ化生が眼輪筋を厚

くさせる可能性のあるエキスを研究発表している(商品化はまだされていない)。以下少し紹介する。 

MRIによる検査で眼輪筋の厚さを計測。症例数は少ない

が、加齢により眼輪筋が薄くなる事がわかる。 

眼輪筋の筋細胞が作るミオシンヘビーチェーン 2（MYH2）とい

う物質が加齢とともに減少する→この MYH2は眼輪筋を作る蛋

白質なので MYH2減少が眼輪筋が薄くなる原因である。 

この MYH2を増加させる物質をマロニエ(西洋トチノキ；

ドングリみたいな木)とマドンナリリー根のエキスの独自

複合成分から抽出。 

POLA ORBIS HOLDINGS NEWS RELEASE 2018年 7月 3日号より引用。 

尚、この研究は 2017年美容皮膚科学会総会などでも発表されている 

※尚、マドンナリリーエキス単独ではシミに有効として(効果あり？)

既に販売されている。 
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N03 

顔面の表情筋による顔面の表情の幾つかを紹介する

皆さんも下図を見ながら表情を作っていただきたい。（画像は 123RF より有料でダウンロ ー ド）

額に緻を寄せる

［ひねくれたような表情］
前頭筋（後頭前頭筋）の収縮による

小頬骨筋、大頬骨筋の
収縮による

［下唇を突き出す］

オトガイ筋の収縮による

［眉間に緻を寄せる］
しゅうびきん

緻眉筋の収縮による
眉（まゆ）に霰を寄せる筋肉

笑う（水平方向）

笑筋（しょうきん）の収縮による

［口角（両側）を下げる ］

口角下制筋（こうかくかせいきん）の収縮による

頬骨（頬骨弓）と下顎骨の間にある咬筋（こうきん）は表情筋では無く食
べる時に使うので咀哨筋と呼ばれる。咬筋は三叉神経支配である。
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文責 内科 大塚伸昭 

NO1 

今回はありふれた水の話をする。硬水や軟水、ミネラルウォーター、海洋深層水など普段良く目にする言葉も解説する。 

こ現在の糖尿病の食事療法に対する基礎的な考え方(糖尿病学会）と最近良く取り上げられる糖質制限食

などについて解説する。折角なので栄養についても基礎的な知識を解説する。

 水にまつわる話 

硬水と軟水 カルシウムやマグネシウムの割合が多い水が硬水。 

硬度はカルシウム（Ca)やマグネシウム（Mg)の含有量を炭酸カルシウム（CaCO3)に換算する方法で計算する(米国式）。 

カルシウム（Ca)の原子量は 40、炭酸カルシウム（CaCO3)の分子量は 100なのでカルシウム（Ca）１ｇを含有している

水は，炭酸カルシウムに換算して 100÷40＝2.5ｇの炭酸カルシウムが含まれると考える。 

同様にマグネシウム（Mg)の原子量は 24.3なのでマグネシウム（Mg)1gを含んでいる水は 100÷24.3=4.1gの炭酸カ

ルシウムを含むと考える。

（下の計算を見て頭が痛くなる人は、はスルーして下さい） 

硬度 10.7は軟水という事になる(軟水は硬度 60未満）。120以上が硬水（60～12０は中硬水）、180以上は非常な硬水 

水にカルシウム（Ca)1mｇ/L、マグネシウム（Mg)2mg/L含まれている場合、炭酸カルシウムに換算して以下のように

計算される。 

上記の水の硬度(mg/L)は 1mg/L×2.5 + 2mg/L×4.1＝10.7mg/L となる。硬度は 10.7 ということになる。 

炭酸カルシウム換算 

硬水を飲んだらマグネシウムが多いのでお腹が緩くなるのか？下痢気味になるのか？ 

酸化マグネシウム(マグミットなど）は緩下剤として利用される。硬水を飲んだらお腹が緩くなる？ 

酸化マグネシウム（MgO)は 1錠が 330mg。マグネシウムをどれくらい含むか？というと、Mgの原子量が 24，酸素が

16なので酸化マグネシウム(24+16＝４０）の 60％がマグネシウム。1錠に 330mg×0.6＝約 200ｍｇのマグネシウム。 

ミネラルウォーターのエビアンは硬度が 304mg/Lの硬水だが、マグネシウムとカルシウムの割合は約 3対 1なの

で、エビアンを 1 リットル飲んだ時にマグネシウムの量は 26mg となる。なので、エビアンを 8 リットル！飲んだ時に酸

化マグネシウムを 1錠飲んだ時と同じ事になる。 

エビアンはフランスの水だが，フランスにはコントレックスというミネラルウォーターがあって、何と！硬度 1468。

この水にはマグネシウムが 1 リットル当たり約 75ｍｇ含まれるので 3 リットル弱飲むと酸化マグネシウム 1錠に相当。

日本産のミネラルウォーターは軟水が多い。｢富士山麓の美味しい天然水｣が硬度 63 と最も高く硬水だが、｢おいしい

水六甲｣が硬度 32、｢南アルプスの天然水｣が硬度 30、｢い・ろ・は・す｣が硬度 27など硬度 30以下（軟水）が多い。 

日本の水道水の約 6割は軟水だが、関東地方の一部など硬水が出る

ところもある。 

宮崎市上下水道局 HP資料を見ると宮崎市の水

道水の硬度は地域、調査時期によって異なるが 

18～40程度のようである（軟水）。 

東京の水は 60以上の硬水

の地域が多い。ちなみに東京

都水道局では、水道の残留

塩素の値を HPで毎日公表し

ている（宮崎でもやって欲しい）。 

関東ローム層の炭酸カルシウムの影響？ 

（WHO分類は 120未満を軟水、120以上を硬水と 2分類している） 

あるかび臭い
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マグネシウムが多いと何故お腹が緩くなるのか？

マグネシウムが

腸

Mg 

(マグネシウム)

腸

Mg 

(マグネシウム)腸内にあると

浸透圧が上昇 

腸の浸透圧が高くなるので水分が腸内に浸透してくる

→便が柔らかくなる、という仕組み。

酸化マグネシウムには胃酸を中和する働きもあり制酸剤としても利用される。また、腸内でシュウ酸と結合するのでシュウ酸

カルシウム結石（尿管結石）の予防薬としても効果が認められている。

（腎機能低下、高齢者などは高マグネシウム血症に注意する必要がある） 

宮崎市の水道水は夏場になると、藻臭い匂いやカビ臭がする事があるが、何が原因？ 

大淀川から取水されているが、藻類のうち藍藻類が分解した時に発生する物質が原因。 

カルミディウム・テヌエ（藍藻類） オシラトリア・リムチネヤ（藍藻類）

肉眼所見 

電顕所見 

電顕所見 

2-MIB(メチル・イソボルネオール)

（かび臭さや藻臭の原因物質）

（その他ジェオスミンなどの物質がある） 

この点に関しては宮崎市上下水道局の HPでも以下のように記載されているので、カビ臭さは認識しているようだ。 

（宮崎市）上下水道局では粉末活性炭等を用いて処理を行い、極力臭いを取り除くよう努めていますが、臭いに敏感な

方は、水源の水温が上がり、藍藻類が繁殖しやすい春から夏にかけて臭いを感じることもあります、以下略。 

カビ臭く感じるのは何故かというと、カビ臭く感じる原因物質の 2-メチル・イソボルネオールがほんの少し含まれている

だけで人間が臭いを感じるため。1 リットルの水に 5ng含まれているだけで、カビ臭くなる（認知閾値）。 

n(ナノ)は10
-9

なので 1 リットルの水に、たった 0.000000005ｇのイソボルネオールが含まれているだけでカビ臭くなる！ 

 

当院のすぐ近くにある富吉浄水場。2005年 9月の水害では冠水し、 

我が家は生目台という高台にあるので、1 ヶ月以上にわたって断水。

庭やベランダに沢山のバケツ、一升瓶などを置いて雨水を貯めた。 

もっと高いところに作らないと、洪水でまた冠水しそうだが、、、。 

2005年 9月冠水 

※ついでに水道水の塩素濃度について記載すると、各家庭の蛇口から出る水道水の塩素濃度は 1 リットル

あたり 0.1ｍｇ（0.1PPM）以上含まれる事が水道法で決められている。塩素濃度上限に関しては残留塩素を 

1mg/L（1PPM）以下にするよう｢水質管理目標設定項目｣が決められている。 

塩素臭（カルキ臭）の認知閾値はカビ臭い原因物質のイソボルネオールの約 200倍の 2,000ng/L.と少し鈍感。 

（カルキ；kalk はオランダ語でさらし粉の意味）

腸内にあると塩素そのものも臭いが、塩素と水のアンモニアが反応して出来るトリクロラミンがカルキ臭の主要因。 

腸内にあると

NO2 

富吉浄水場の処理能力は 1日約 7 万m
3

(1000 リットル＝1ｍ
3

) 

腸内にあると宮崎市内では下北方浄水場の理能力が一番で 1日 10万m
3

腸内にあると高岡地区の水源は大淀川で無く、浅井戸である

腸内にあると
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海洋深層水について 

200ｍ以下 

NO3 

200m 

200m以下の深海に分布する海水。海水の約 90％は海洋深層水。 

1） 太陽光が届かないので植物プランクトンが生育出来ない→2）植物プラ

ンクトンが食べている窒素（N）、リン（P）、ケイ素（S）の化合物が多い。

3） 細菌の数が表層水より少ない、などの特徴を持つ。

私は以前スキューバダイビングをして

いたが、30m位潜ると海の中は 

少し暗くなる。 

 

1990～2000年代にかけてアトピー性皮膚炎に有効だといった医学文献の報告も見られたが（ブームに

なったせいもあると思うが）、その後は海洋深層水の健康効果に対する文献報告は少ない。 

窒素やケイ素やリンなどといった物質を含む食物なども多いので過度の期待は出来ないかと、、。 

硬水のミネラルウォーターを飲めばカルシウム摂取ができる？ 

1頁でも解説したエビアンは 100mlに 8mgのカルシウムしか含んでいない。なので、1 リットル飲んでも 80ｍｇに

しかならないので、カルシウム補給には余りならない。軟水にはカルシウムは少ない。 

※1日に必要なカルシウム量は約 600ｍｇ（年齢、性別で少し異なるが）とされている。牛乳が最も吸収が良く

牛乳だけならば 1日 200ｍｌの牛乳約 3本が必要なカルシウム量。下に食品のカルシウム含有量を示す。

牛乳 200ｇ 

カルシウム

220ｍｇ

チーズ 25ｇ

カルシウム カルシウム

160ｍｇ
（チーズなども

効率的）
木綿豆腐 150g（半丁） 

約 130ｍｇ

大

淀

川 

 

水道水は、こうして作られる（急速濾過法の概略イラスト） 

取水 

臭い取り 

 

取水井や 

着水井 
混和池  

 

沈殿池 

砂やゴミを沈殿させる 

ゴミを沈殿 

させやすくする 

薬品注入 

 砂の層 

濾過池 

塩素注入 

浄水池 

送水ポンプで 

各家庭へ 

薬品注入室 活性炭室 
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マダニ刺傷による重症熱性血小板減少症候群（SFTS）に注意を！

文責 内科 大塚伸昭

宮崎県はマダニ感染による重症熱性血小板減少症が全国で最も多く平成 25年から平成 29 年 7月

末までの約４年半で 44 名が感染し、宮崎県内における死亡率は 18％となっています。 

日本全体では約 280 件の報告があり死亡率は約 20％となっています（殆どが西日本）。 

 

ウイルスを保有するマダニには①フタトゲチマダニと②タカサゴキララマダニの２種類が

知られています。 

ダニはクモ綱に属する節足動物です。蜘蛛の仲間という事になります。下の写真の様に 8本

足があります。フタトゲチマダニはチマダニ属の仲間です。 

下写真はフタトゲチマダニ（吸血前） 

2～3mm 

1目盛りが 1mm 

吸血するとこんなに大きくなる！ 

吸血前 吸血後 

左写真はタカサゴキララマダニ。タカサゴは台湾由来の生物

に付けられることが多い。キララはエナメル様の光沢で反射

する事から名付けられている。 

これはイエダニ。体長 1mm 程度。 

吸血前は白（汚白）色。 

※吸血されれば、痒み、発疹などあるが、

日本ではウイルス感染による健康被害の報告は無い。 

これはコナダニ。体長 0.3mm程度。 

アレルギーの原因となる
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ダニの吸血は蚊と違って口で噛みつきます！ 

蚊は刺すだけ！ 

ダニは唾液で皮膚を溶かし、鋏角（きょうかく）と呼ばれる 

ノコギリの歯のような針状の構造物で皮膚を切開し、

口下片（こうかへん）と呼ばれる口で噛みつきます。 

鋏角（きょうかく） 

口下片（こうかへん） 

左写真はダニを腹側から見た電子顕微鏡写真です。 

怪物みたい！ですが、ノコギリのような鋏角と口下片 

が良く分かります。 

重症熱性血小板減少症（SFTS）のウイルス感染潜伏期は 6日～14 日です。 

発熱、倦怠感などある場合には病院を受診して血液検査を受けて下さい。 

血液検査では血小板減少、肝機能異常などを認めます。最近も高岡町の山林でマダニ刺傷

から重症熱性血小板減少症に罹患した人が宮崎県立宮崎病院に入院。その後のリハビリ 

目的で当院に入院していました。 

今年 7月に東京で野良猫に噛まれた人が重症熱性血小板減少症で死亡しています。これ以

外では感染した犬や猫から人への感染例の報告は今までありません。ペットのダニ駆除の

場合にも念のため注意して下さい。また中国では人から人への感染例も報告されていま

す。感染者が疑われる場合、血液、唾液などの分泌物の取り扱いにも注意が必要です。 

ダニ駆除の時には

注意してね！ 
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マダニに咬まれている場合には手で取り除かないで下さい。前頁のように皮膚にしっかり噛

みついていますので虫体がちぎれて口の部分が皮膚内に残存し、ウイルス感染の原因となり

ます。 

ピンセットで皮膚に近いところから挟んで垂直に引き抜き

ますが、難しいので皮膚科医などの受診を推奨します。 

宮崎県内の重症熱性血小板減少症の患者、死亡者数を以下に示します。 

今年は 7月末までで 8人の患者報告があります。幸い昨年から 

死亡報告はありません。 

全国の重症熱性血小板減少症の患者、死亡者数 

殆どが西日本 

SFTS という略語は以下のようになります。 

S(Severe=重症) 

F（Fever=発熱） 

with 

T(Thrombocytopenia=血小板減少) 

S(Syndrome=症候群) 

S(

※ちなみに私自身も取り除いた経験はありません！
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ヒアリについて 文責 内科 大塚伸昭 

宮崎ではまだヒアリの報告はありませんが、日向港にも中国からの貨物船が来るという

事ですので注意は必要かと思います。ヒアリと他の通常のアリの写真を中心に以下解説

します。 

上

か

ら

見

た

写

真

s

正面から見た写真 これが６ｍｍの実際の大きさ。小さい！ 

九州にいる通常のアリを以下に示しますが、多くの種類がありヒアリとの鑑別は難しそう！ 

イカツイ顔ですね！ 
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アリの解剖 

頭部 胸部 腹部 腹柄 

アリはハチ目（モク）、スズメバチ科に属する昆虫。

胸部から6本の足が出る。 

アリには胸部と腹部の間に腹柄（ふくへい）

と呼ばれる部分がある 

腹柄（ふくへい）がある事でアリは体を曲げ

やすくする事ができる。 

この腹柄が一つの場合が多いがヒアリやアカ

カミアリ（外来種）は2つある（2コブ）。 

日頃じっくりアリを見た事は無いと思いますが、 

一度眺めてみてください！ 

スズメバチ、ヒアリなどの刺傷によるショックについて 

アナフィラキシーショックと呼びますがこれは anaphylaxisの anが逆行

する、抵抗するという意味、phylaxisが防御するという意味なので「防御

に抵抗するショック」という事になります。 

攻撃 

即時型アレルギーにより色々な化学物質が体内から分泌 

血管透過性亢進、血管拡張、心筋抑制による血圧低下 

平滑筋収縮や粘液分泌亢進、咽頭粘膜腫脹による気道閉塞

（喘鳴）

これらに対して交感神経刺激剤が有効！病院ならアドレナリン（ボスミン）投与する。筋注が原則で 

10分程度で最高濃度となる。成人で約0.5mg体重1キロ当たり0.01ｍｇ）初回投与。血圧低下にたい

しては下肢挙上などを行う。アレルギー患者の中にはエピペンを保有する人もいる。 

重篤になると 
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九州にいる通常のアリ（普通属） 

これは公園などに普通にいるトビイロケアリ 

（体長4mm程度） 

腹柄は一つ（ヒアリは2つコブ） 

これもよく見るオオアリ（体長7～12mm） 

頭が大きくて全体が黒光りしている 

樹木などでよく見かけるクロクサアリ 
これもよく見かけるクロヤマアリ

（体長4～6mm） 
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乳癌で命を落とさないために；乳癌検診に対する考え方について N01 

文責 内科 大塚伸昭 

平成 26年 8月から 1年間大分市内の大分東部病院健診センター長として勤務した経験から乳癌検診を解説。

東部病院健診センターは 30～40人/日（年間約 1万人）の健診者が受診していた。エコー、マンモグラフィー

（以下マンモと略す）及び希望する場合には乳房触診が行われていた。乳腺外科医の専門医から触診を指導さ

れ、私自身も 1日 5名程度は触診を行なった（触診単独だけの健診は無く、エコーやマンモを受けた人で更に希望す

る場合のみ）。マンモは放射線科医が読影、判定する。エコーは資格を持った検査技師が検査をして、判定は健

診医が行う。エコー、マンモの画像も数多く見る事が出来たので、その経験を踏まえて解説を行う。 

乳房触診には手掌全体で触診する①手掌法や②指腹法などがあるが、臥位による手掌法は優れているので 

紹介する（乳腺外科医から指導を受けた）。ただし、触診による乳癌の早期発見は困難。 

乳房の基礎的解剖、組織について 

①脂肪や結合組織

②乳腺 

大

胸

筋 

③乳管 

妊娠中 

乳房は①脂肪や結合組

織②乳腺③乳管などで

構成 

⑤乳腺葉 

小さな④乳腺小葉が集ま

って⑤乳腺葉となる。乳

腺葉は 15～25（片側）

ある。 

④乳腺小葉

⑥クーパー靱帯 

妊娠中 

成人女性 

結合組織 

結合組織 

右図は乳腺小葉の顕微鏡写真だ

が成人女性でも非妊娠時には乳

腺細胞は小さく活動しない。 

一つ一つの乳腺細胞が幾つか集

まった集団を腺房と呼ぶ。右図

黄色楕円で囲まれた部分が腺房

である。 

右図は妊娠中の乳腺小葉の顕微

鏡写真だが、非妊娠時と比較し

て乳腺細胞の増加が見られる。

腺房が発達している。 

加齢で結合組織、クーパー靱帯 

の萎縮、断裂などで乳房が下垂 

する事になる。 

結合組織の一部は

⑥クーパー靱帯と

呼ばれワイヤーの

ような役目をする 

乳房触診の方法について 

両方の手で乳房を挟む方法は腫瘤があっても両手から逃げる可能性がある。 

臥位にして硬い胸郭（肋骨）に乳房を押さえつける方が腫瘤発見するのに理

にかなっている。手は左写真のようにまっすぐ伸ばし手掌や指全体を使う。 

外

側 
内

側 

① 

② 

手をまっすぐ伸ばして胸骨を押さえつける感じで少しずつ上下に動

かしながら圧迫していく（①）。乳房内側の上から下まで移動させ

る。乳頭方向へ順次、上から下へ圧迫していく（②）。 

上、外、下側から同様に順次乳頭に向けて圧迫していく。 

乳頭付近の腫瘤を見逃さないために乳頭付近では

両方の手で上下、左右、斜め方向などから乳頭を

圧迫する。この時分泌物（血性分泌物など）が無

いかも確認する。 

※腋窩リンパ節転移が無いか腋窩も両側触れる（腋窩で触れたら進行癌だが、、、。）

触診は生理終了一週間程度が乳腺変化が少なくやりやすい（エストロゲン分泌は乳腺

細胞を増大させるため）。月一回程度を習慣付けると良い。 腫瘤は 5mm以下は触知

困難。1cm程度でも腫瘤の硬さによっては触知困難なこともある。

この方法以外でも指腹法や視診など

を併用する事を推奨する。 

指腹法は第 2～第 4指で螺旋状、ののじ

形などで触知する 
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若い人では高濃度乳腺のためマンモでは白く写り、腫瘤発

見が困難な事もある。40才以下では 10％程度見られると

する報告もある。後述する石灰化は高濃度でも確認できる

N02 マンモグラフィーについて 

マンモは胸部レントゲン写真などと同じ放射線を使った検査である。左写真のような検査

器械であるが、乳房を挟んで検査する。出来るだけ乳房を薄くした方が綺麗な写真が撮影

できるので痛い。痛みのために失神する人もいて大分東部病院健診センター勤務時には放

射線科に緊急呼び出しを受けたこともある。 

※ちなみにマンモの資格には A,B,C,Dと 4段階があり、A,Bランクの人

のみが読影、診断できる（放射線科技師も資格取得が可能）。

マンモ特有の検査所見に局所性非対称性陰影というのがある。左右の乳房の陰影が異なると

いうだけであり、乳癌が無くても当然左右差は起こる。これはカテゴリー3（良性でも悪性で

も無い）に分類され、精査となるが、多くの場合は心配不要。ちなみにカテゴリー3全体では

精査で乳癌の診断を受けるのは 5％程度しか無い。 

マンモ単独は乳癌発見が困難な点もある。疑わしい画像は精査に回す事が多い。マンモ＋エコーを

推奨する（3頁参照）。40才以下は高濃度乳腺が多い事よりエコー単独でも可と個人的には考える。

米国では 2009年に 40～49才のマンモ推奨度を B（推奨利益は中程度）から C（推奨しない、実施

には考慮が必要）に引き下げて議論を呼んだ。我が国では推奨度 Bのまま変更は無い。 

高齢になるほど

乳腺が退化して 

乳腺の白く写る

部分が無くなる。 

マンモが得意とする乳癌の石灰化陰影は何故起こるのか？ 

乳癌による石灰化は殆どが乳管内に起こる。右図 1は癌の壊死

により、死滅した組織にカルシウムが沈着するために起こる。 

（壊死型石灰化）。※肺結核による肺の壊死部分でも石灰化が起こる。 

図 1 図 2

右図 1のような不整形でスピキュラ（トゲトゲ） を伴う

石灰化は悪性を強く疑う。腫瘤でも不整形は悪性臭い。 

右図 2の場合は乳癌の乳管内にカルシウムを含んだ分泌物

が貯留した場合で分泌型石灰化と呼ばれる。 

石灰化 

石灰化は良性のカテゴリー2～悪性の

カテゴリー5迄ある。乳房全体に石灰

化が見られたり、規則性の無いバラバ

ラな石灰化は多くの場合良性。
※乳管内にカルシウムが沈着する分泌型石灰化では乳頭を中心に楔型

になる場合や集簇して一カ所にある場合などに悪性が疑われる。

マンモの放射線被曝量はどの程度か？ 

放射線被曝量についてはグレイ（Gy)で記載されたり、シーベルト（SV)で記載されたりして理解しにくいので放射線

の基礎知識を以下に記載する。 

グレイ（Gy)；放射線が物質に与えるエネルギー量の事。 1キロの物質に 1ジュールのエネルギーを与えれば

1グレイ。1ジュールのエネルギーとは 0.24カロリー（20℃の水 1ｇを 0.24℃上昇させる）の事 

シーベルト（SV)；放射線の影響は各臓器で異なり例えば肺、乳房は皮膚より影響を受けやすい。それぞれの

臓器で係数があり、グレイに係数をかけた数値がシーベルト。肺や乳房の係数は 0.12だが、皮膚の係数は

0.01と低い。肺や乳房に 1グレイのエネルギーが当たると１×0.12＝0.12シーベルトとなる。 

胸写の放射線被曝量は 0.05～0.06mSV（0.3mGy～0.4mGy)だが、マンモは 6倍の 0.3mSV(約 2mGy)。

mSV(ミリシーベルト）は 1/1000シーベルト、mGy(ミリグレイ）は 1/1000グレイの事。 

※ちなみに胃透視は 3mSV(100mGy)と胸写の約 60倍となる。診断能力も胃カメラに劣るので胃カメラを推奨する。

CTは各部位によって被爆が異なり頭部は腹部の約 2倍となる。臓器によって 5～30mSV程度の被曝量となる。
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N03 

乳腺エコーは優れた検査方法である（但し、検査技師が優秀な場合）。エコーは各部位によって資格

取得試験が行われる。乳腺外科専門医の指導を受け経験豊富な技師から検査を受ける事を推奨。 
※エコーではマンモ資格（A～D)のようなランク付けは無い。

乳腺エコーについて 

多くの乳腺外科或いは健診センターでは検査技師がエコーを行い､画像を医師に転送する。検査技師がコメント

に｢悪性を疑うので精査を希望します｣と記載してくる場合には原則精査となる。腫瘤画像を見て精査希望のコメ

ントが無い場合でも医師が判断して精査に回す場合もある。したがって、小さな腫瘤を的確に描出したり､乳腺

の悪性に伴う微妙な変化を描出する能力の無い技師では乳癌見逃しもありうる。 

※大分東部病院の検査技師は乳腺外科医の指導を長期間受けていたので極めて優秀であった。良性嚢胞が片側だ

けで 10個以上ある人もいるが､これらの一つ一つを昨年エコーと比較し､大きさや性状の変化を詳細にレポートし

てくるのには驚いた。気が短い私には出来ない仕事だ（笑）。その点、循環器（心臓）のエコーは単純である。

乳腺エコーでは例えば腫瘤がどのような形態なら悪性を疑うのか？ 

乳腺エコーでよく見られるのが良性の嚢胞である。嚢胞は何故出来るのか、悪性の腫瘍との違い

などを解説する。その他の腫瘤以外の良性、悪性の鑑別は今回は紙面の都合で割愛する。 

乳管 嚢胞 嚢胞は乳管に分泌された分泌物が貯留して拡張している状態 

嚢胞 

分泌物が貯留している（柔ら

かい）のでプローブで抑える

と扁平（横長）になる。  

腫瘤は楕円形で不整も無く、

内部も均一。 

プローブで抑えた時に乳癌は硬い事が多いの

で扁平化しにくく縦長になる傾向がある。 

腫瘤周囲が不整で内部エコーが不均一、腫瘤

周囲の変化を伴う場合は悪性を疑う。石灰化

の有無も参考とする。 

嚢胞 
嚢胞のエコー画像 

横長、周囲も整。 

乳癌疑い 

乳癌のエコー画像 

腫瘤周囲が不整 

結論！乳癌検診の見逃しを防ぐためには乳腺エコー＋マンモを推奨する。 

国立研究開発法人｢日本医療研究開発機構｣が日本全国の約７万 6千人を対象（2007年～2011年調査）にマンモ

単独と乳腺エコー＋マンモを比較調査して乳腺エコー＋マンモの優位性を報告しているので紹介する。 

※この報告は 2015年 11月の Lancet誌（電子版）に掲載されている。Lancet記事は有料だが、内容の詳細

はネットでも日本語で見る事が出来る。興味のある人はネットで｢超音波検査による乳がん検診のランダム

化比較試験｣で検索すれば良い。調査した年齢はマンモ単独群が 44.5±3.0才（平均±標準偏差）、マンモ

＋エコー群が 44.4±3.0才であった。

エコー群が 44.4±であった。

①マンモ単独よりマンモ＋エコーが早期乳癌発見率が約 1.5倍になった。 

②乳癌全体での発見率はマンモ単独が 0.09％、マンモ＋エコーが 0.2％と約 2倍であった。 

③乳癌発見の感度はマンモ単独 16.8％、エコー単独 30.2％、マンモ＋エコー47.4％とマンモ＋エコー

の感度が最も優れていた。また、エコー単独の方がマンモ単独より感度が高かった。 

※感度というのは精査に回した時に１）実際に癌が見つかった真陽性と２）癌が見つからなかった擬陽

性を足したもの（感度＝真陽性＋擬陽性）。感度が高くても擬陽性が多ければ問題だが、実際の乳癌発

見率も上記①②のようにマンモ＋エコーが優れているので真陽性率も高かったという事になる。

以下、その内容の一部を紹介する。 

縦横比 0.7以上は悪性を疑う所見の一つ 
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健康診断の解説

文責 大塚伸昭（大分東部病院健診センター センター長） 

 

① 尿糖 通常は空腹時に検尿をしますので、尿糖は（－）が正常です。尿糖陽性

の場合には糖尿病が考えられます。血液検査をしていない場合は血糖検査を必ず受けて

下さい。 食後に検査を受けて尿糖陽性の場合；正常では食後でも血糖値は 140mg/dl
以下のため尿糖は陰性です。しかし、食後の血糖値が高くないのに尿糖陽性になる人

がいて食餌性糖尿と呼ばれます。また、胃切除後や甲状腺機能亢進症の人も食後尿糖

陽性になる事があります。血液検査での確認が必要となります。

② 尿蛋白 (慢性)糸
し

球体
きゅうたい

腎炎などの腎疾患で陽性になります。その他、腎臓が立位で

下垂する場合(腎臓は脂肪組織で固定されているので痩せた人は下垂の程度が強く

なる事がある）尿蛋白が陽性になる事があり起立性蛋白尿と呼びます。発熱時にも

尿蛋白が陽性になる事があります。

③ 尿潜血 (慢性)糸球体腎炎や 尿路
にょうろ

(腎臓、尿管、膀胱、尿道までを尿路と呼ぶ)系の腫瘍

などでも見られます。従って初めて尿潜血を指摘された場合には尿路系の腫瘍の有無確

認

のため、腹部エコー(超音波検査)を受けて下さい。その他特殊な貧血で溶血がある場合

や筋肉の融解でも潜血が陽性になる事が稀にありますが、尿沈渣で鑑別できます。

女性の場合には生理中、或は性器出血による血液の混入でも潜血が陽性になる事もあり

ます。また、大量にビタミン C を服用している場合には尿潜血が陰性になる事がありま

すので、摂取を控えるようにします。

④ ウロビリノーゲン、ビリルビン これらはいずれも肝臓障害などで陽性になります。

血液検査を受けていない人は肝機能検査などの血液検査を受けて下さい。

現在の便潜血は人の血液(ヘモグロビン)に反応するため、便潜血陽性は大腸などの消化管

からの出血がある事を示します。但し、痔などがある場合にも陽性となります。

大腸癌や大腸ポリープなどの他、潰瘍性大腸炎など炎症が強い場合にも陽性になる事があ

ります。初めて便潜血を指摘された場合はこれらの疾患を除外するために大腸の検査

（大腸カメラなど）が必要です。痔が無くて大腸検査が正常の場合には、頻度は低いですが

小腸病変などの確認も必要となります。鎮痛剤を常用している人は小腸潰瘍や炎症の頻度

が高い事なども報告されています。また、胃の検査を受けていない場合は大腸検査が正常の

尿検査

便潜血
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場合、胃（上部消化管）の検査も受けて下さい。痔のある人も一度は大腸検査を受けて下さい。 

① 白血球数 細菌やウイルスなどによる感染症などで増加しますが、ウイル

ス感染の場合には逆に減少する場合もあります。寒冷など物理的ストレス

や心理的なストレスでも軽度増加する事があります。妊娠やステロイド剤

など薬剤の影響を受けて増加する事もあります。薬剤の影響で逆に白血球

数が減少する事もあります。白血病や骨髄増殖疾患などの血液疾患に伴い

増加する場合もあります。

※白血球数増加や減少のある場合は白血球の形を顕微鏡で観察する白血球

分類を念のため行います。

② 赤血球、ヘモグロビン、ヘマトクリット

貧血の有無などが確認できる検査です。ヘモグロビンは血色素とも呼ばれ

赤血球内にあって酸素を運ぶ働きをします。ヘマトクリットは血液中の

液体成分である血漿を除いた血球成分を指します。血球成分には白血球や

血小板も含まれますが、これらの割合は 1%以下なので赤血球の割合が殆

どという事になります。この 3 つの検査はほぼ同じ意味を持ちます。

減少する疾患で頻度の高いのが、女性に多い鉄欠乏性貧血です。

確定診断には血液中の鉄を調べたりする必要があります。鉄欠乏性貧血

を初めて指摘された場合には消化管からの出血が無いか検査が必要です

（便潜血や胃、大腸の検査など）。また、女性の場合には子宮筋腫が無い

か検査が必要です。鉄欠乏以外にもビタミン B12 の吸収が悪くなる病気 
などによって貧血がおこる事があります。また、胃切除後にもビタミン

B12 の吸収が悪くなり、貧血になる事もあります。 

これらの数値が逆に高くなる人もいます。病気によって増加する場合もあ

りますが(真性多血症)、喫煙者でも増加する事があり、これを二次性多血症

と呼びます。喫煙で血液がいわば酸素不足になり、それを補うためにヘモ

グロビンなどが増加する事によります。あまり、赤血球数が多くなると、 
血栓の原因になる事もありますので(喫煙は動脈硬化も引き起こします)、
喫煙者で多血症の人は注意が必要です。

血液一般

赤血球は真ん中がへこんだ円盤型で、中にヘモグロビンがあり、酸素を

運搬します。変形して小さい血管から抜け出る事が出来ます。赤血球の

寿命は約 4 か月で脾臓で破壊され、骨髄で新しく産生されます。  
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③ 血小板数

血液の凝固に関与します。一般には血小板数が 5 万以下になると、点状出血

や紫斑が出現します。血液の病気(特発性血小板減少症など)で減少します。

赤血球と同様に骨髄で産生され、脾臓で破壊されるため脾臓機能亢進等でも

減少します。肝硬変などでも減少し、白血球と同様に薬剤の影響で減少する

事もあります。増加する疾患としては、赤血球と同様に骨髄での血小板産生

が増加する本態性血小板血症などがあります。

④ MCV,MCH,MCHC
略語の解説は省略しますが、赤血球数、ヘモグロビン、ヘマトクリットなど

から計算される数値です。赤血球の大きさや赤血球 1 個あたりに含まれる 
ヘモグロビン量などを示します。例えば鉄欠乏性貧血では赤血球の形が小さ

くなり(小球性；しょうきゅうせい)、赤血球 1 個当たりのヘモグロビン量が減少

(低色素性)しますので、小球性低色素性貧血となります。従って健康診断で貧

血がこのタイプなら「鉄欠乏性貧血の疑いがある」と考える事が出来ます。

確定診断には鉄の測定が必要となります。ビタミン B12 欠乏性貧血では逆に

大球性（だいきゅうせい）貧血となります。

⑤ 血液像

白血球や赤血球などの形を顕微鏡で観察します。白血球を主に見る場合には

白血球分類とも呼びます。好中球は細菌感染などの際に細菌を殺す働きなど

に関与します。好中球が細菌を取り込んで殺すので貪食（どんしょく）と呼

びます。好中球の増加は感染症以外に種々の疾患で増加します。

好中球は発熱を引き起こすきっかけとなるインターロイキンという物質を

分泌します。

リンパ球；リンパ球は免疫に関与します。血液像の下の方に異型リンパ球と

ありますが、ウイルス性疾患の伝染性単核症などで観察されます。リンパ球

の割合は好中球数の影響を受けます。リンパ球数そのものが増加する場合を

絶対的リンパ球増加と表現し、急性感染症の回復期や結核、血液疾患で見ら

れます。甲状腺機能亢進のバセドウ病でも増加する事があります。

核
左は好中球のイメージイラストです。好中球の核が 2 つ以上ある場合 
分葉核とよび、核が 1 つだけの場合を桿状核と呼びます。 
桿状核は骨髄から産生されたばかりなので、感染症では桿状核の割合

が多くなる事があります。好中球の産生が盛んである事を示します。
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単球 

単球はマクロファージなどへ分化して、細菌や他細胞を貪食して抗原を提示す

る働きなどをします。免疫反応の重要な役割を担っています。感染症などで増加

し、慢性肝炎などの慢性炎症性疾患でも増加する事があります。

好酸球

好酸球はアレルギー疾患や寄生虫感染で増加する事があります。好酸球増加が

強くみられるときにはこれらの疾患を考える必要があります。その他膠原病な

どの自己免疫性疾患でも増加する事があります。

好塩基球

白血球の中で最も数が少なく白血球全体の 1%以下です。この細胞は炎症、免疫

反応の最初の段階に働きます。アレルギー反応の痒み、或はスギ花粉症の原因

となるヒスタミンの分泌にも関与します。アレルギー疾患で増加する事があり、 
甲状腺機能低下でも増加することがあります。

形態コメント

血液像の一番下に形態コメントと記載してありますが、これは白血球や赤血球

の形に異常が無いか、という事です。例えば白血病などでは通常の血液中には見

られない(骨髄でしか見ることの出来ない)未熟な白血球などが見られます。正常

な人ではこの欄に記載はありません。

① AST（GOT）、ALT(GPT)
これらの検査項目は一般には肝機能障害の指標として使用されていますが、

肝臓以外にも心臓、骨格筋、腎臓などにも含まれる酵素です。アミノ酸を別の

アミノ酸に変換する時に働く酵素です。急性、慢性肝炎、脂肪肝など多くの肝臓

疾患で上昇します。心臓疾患で上昇するのは急性心筋梗塞ですが、健康診断の場

合には除外できます。骨格筋の疾患などでも上昇しますが、頻度は稀です。また、

腎臓にも多く含まれていますが、腎臓由来で上昇するのは稀であり、腎臓の血管

が詰まる腎梗塞などで上昇します。

上記のように AST,ALT は肝臓以外にも存在する酵素ですが、他臓器による上昇

の頻度が少ないので一般的には肝疾患の検査として使用されます。

肝機能
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② γ-GTP（ガンマ-GTP）
酒を飲みすぎると上昇する事で良く知られていますが、肝臓以外にも胆管とい

う組織にも存在し、総胆管胆石や胆管癌でも上昇する事があり、検査値の異常を

指摘された場合には念のため、腹部エコーなどの検査を受けて下さい。

この酵素もアミノ酸の変換などに関与します。

③ ALP
この酵素は肝臓以外に骨、胎盤などに存在します。上記のγ-GTP とともに胆管

を閉塞する総胆管胆石や胆管癌などの指標として使用される事が多い検査です。 
肝臓内の胆汁うっ滞などでも上昇します。肝機能に異常が無くγ-GTP も正常の

場合には骨由来の上昇も考えてアイソザイムの検査を行うなど更に検査を進め

る事もあります。ALP アイソザイムの検査をすれば、どの臓器が障害されて異

常値を示しているかを鑑別できます。

④ LDH(乳酸脱水素酵素)
この酵素も肝機能検査の指標として利用されていますが、骨格筋、赤血球、心臓

など多くの臓器に存在します。肝機能に異常が無くこの LDH のみ上昇している

場合には上記 ALP と同様にアイソザイムの検査など精査をする事もあります。 

⑤ 総ビリルビン

ビリルビンは赤血球のヘモグロビンの分解産物です。脾臓で破壊されたヘモグ

ロビン(間接ビリルビン)が肝臓内で直接ビリルビンに合成されます。この間接ビ

リルビンと直接ビリルビンの合計が総ビリルビンです。肝臓内の直接ビリルビ

ンは胆汁として十二指腸へ分泌されますが、腸の中で変化した物質が便の色に

なります。総ビリルビン上昇は肝臓障害の他赤血球の溶血などでもみられます。

肝障害が無く総ビリルビンだけが上昇している場合には頻度は少ないですが、

溶血性貧血なども考えて精査を進めます(直接、間接ビリルビンの測定他)。 
総ビリルビン値が 2.0 以上になると体に黄疸(目の球結膜が黄色くなったり、皮

膚の色が黄色くなる)が確認できるようになると一般的には言われています。 

⑥ 総蛋白、アルブミン

肝臓内で蛋白合成が行われるため総蛋白を肝機能検査項目に含めていますが、

慢性腎炎で尿に多量に蛋白が漏れるネフローゼ症候群でも蛋白が減少します。

アルブミンは蛋白の中で最も多い成分で 60～70%を占めます。アルブミン減少

は肝障害、ネフローゼ、栄養障害、炎症性疾患、甲状腺機能亢進症などで見られ

ます。稀な疾患ですが、多発性骨髄腫などでは逆に蛋白が増加します。
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だ

① 尿素窒素（BUN）

尿素窒素というのは食事から得られた蛋白質や体内に存在する蛋白質が分解さ

れて変化した物質です。尿素窒素は腎臓から尿として最終的に分泌されるため

尿素窒素上昇は腎機能の障害がある事を示します。腎障害以外に脱水、心不全、

消化管出血、過剰な高蛋白食で増加します。腎不全の患者さんは食事の蛋白質を

制限する必要があります。

② クレアチニン（Cr）
クレアチニンは筋肉中のクレアチンという物質が代謝されて尿素窒素と同様に

腎臓で濾過され分泌されるため腎機能の指標として使用されます。腎障害の他、

脱水、ショック、心不全などや尿路閉塞などで上昇します。また、筋肉と関係す

るのでスポーツ選手など筋肉量が増加している場合には軽度上昇する事もあり

ます。逆に筋肉量の減少や、長期臥床、筋ジストロフィーなどでは低下します。

③ eGFR(腎糸球体濾過量；腎糸球体濾過率とも呼びます)
腎臓には左図のような糸球体と呼ばれる組織があり、血液を濾過して尿を

 作っています。糸球体という名称は丁度毛糸の玉のように中心部が見える事

 から付けられています。この毛糸の玉のような部分を血液が通過します。

eGFR はクレアチニンの数値と年齢、性別などから計算され腎機能の指標と 
 して使用されます。

尿酸は食事中のプリン体が体内で変化して生成されますが、体内でも生産されています。

体内の尿酸の約 70%が腎臓から排泄されます。尿酸は血中濃度が 7.0mg/dl 以上になると 
血液の中に溶けきれずに尿酸結晶として関節に沈着します。尿酸結晶が関節からはがれて

白血球が貪食するのが痛風発作の原因となります。親指の付け根が最も多く痛風の痛みの

起こる部分です。尿酸が高い人は食事中のプリン体を控える必要があります。

血清アミラーゼ

アミラーゼは膵臓や唾液線に存在して澱粉を分解する酵素です。急性、慢性膵炎などの他

急性耳下腺炎、唾石(唾液腺内にできる石)などでも上昇する事があります。

CRP 
CRP 炎症、細菌感染、膠原病などで上昇します。 

腎機能

尿酸

膵機能

血清反応
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健康診断結果の解説(肺機能検査について) 
文責 大塚伸昭（大分東部病院健診センター センター長） 

① 肺活量

息を大きく吸って、その後息を吐く検査を受けられたと思いますが、肺活量はこの吸気と

呼気量の合計の数値です。

② ％肺活量

肺活量は年齢や性別、身長によって異なるので標準的な肺活量に対して検査を受けた人の

肺活量がどの程度かを示します。

※男性の場合にはこの標準的な肺活量を計算する計算式は以下の通りです。

0.045×身長（cm）－0.023×年齢－2.258 (日本呼吸器学会 2,001 年報告；現在もこの式が使用されます)

従って例えば 50 歳男性で身長が 170cm の人の場合には 
0.045×170－0.023×50－2.258＝4.242（L）となります。50 歳男性で 170cm の人の標準

的な肺活量は約 4.2L(4200cc)という事になります。実際に測定した肺活量が 3.5L だったと

するとこの人の%肺活量は（3.5L÷4.2L）×100＝83.3%となります。 
♦％肺活量の正常値は 80％以上です。

③ 努力性肺活量

肺活量と似ていますが、この検査は出来るだけ息を吸った状態から一気に吐いてもらい、 
吸気量と呼気量を合わせた数値になります。肺活量と努力肺活量はほぼ同じ数値です。

肺気腫(慢性閉塞性肺疾患)、喘息の人で呼気が上手くできない人の場合などは努力性肺活量

の数値のほうが低くなります。

④ 1 秒量

努力性肺活量を測定する時に息を一気に吐いてもらいますが、1 秒間に吐いた息の

割合を 1 秒量と呼びます。 
⑤ %１秒量

%肺活量と同じで年齢、身長、性別などから計算される標準的な１秒量に対する

割合を示します。

⑥ １秒率

努力性肺活量に対する１秒量の割合です。例えば 1 秒量が 3L、努力性肺活量が 4L、
だとすると、%1 秒率は（3L÷4L）×100＝75 となります。1 秒率の正常値は 70 以上です。 
この 1 秒率が低下する疾患には気管支喘息、肺気腫などの慢性閉塞性肺疾患（COPD） 
等があります。後天的な肺気腫は喫煙が大きな影響を与えます。喫煙者で 1 秒率が低下し

ている場合には胸部 CT などの精査を一度受けて下さい。 
⑦ 肺年齢

肺年齢は上記の 1 秒率の割合で算出していますので、あくまでも参考程度に考えて下さい。 
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健康診断結果の解説(動脈硬化の検査について) 
文責 大塚伸昭（大分東部病院健診センター センター長） 

健康診断の検査結果に「動脈硬化」という項目があります。この項目について簡単に

解説します。この検査はベッドに横になり、両側の手足に血圧測定のマンシェットを巻いて

行われる検査です。心臓の部分にも器具を当てますが、これは心臓の音を器械が記録します。 
１） 動脈硬化には２つの項目が記載してあり、ABI(動脈のつまりを見る検査)という項目が

上に書いてあると思います。これは、手(上肢)と足(足関節)の血圧を測定して比べた結

果です。手の血圧より足の血圧が低い場合には心臓から足までの動脈に狭い部分があ

る可能性があるという事を示します。

手の血圧が 100（mmHg）とすると足の血圧は 90～140（mmHg）までが正常範囲です。

基準値に左右とも 0.9～1.4 と記載してあると思いますが、手の血圧に対する足の血圧の割

合を示しています。

手の血圧が例えば 100 で足の血圧が 70 だとすると（ABI 0.7）下の図の緑色で囲んだ 
部分の動脈(赤い色が動脈)のどこかに動脈硬化などで血管の狭くなっている可能性がある

事を示します。

足の血圧が手の血圧より低い場合には

緑色のどこかの部分で動脈が狭くなっ

ているかもしれない。

これは手と足に巻いて血圧を測定

するマンシェットを示します。 

ABIは何の略語？ 

A は Ankle(アンクル)で足関節という意味です。  
B は Brachial(ブラヒアル)で上腕という意味です。 
I は Index(インデックス)で指標などの意味です。 
ABI は Ankle-Brachial Index で(足関節／上腕血圧比) 
という意味になります。
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２） ABI という検査項目の下に baPWV(動脈の硬さを見る検査)という項目があります。

これは手から足の血管の中を流れる血液の速度を測定しています。

(実際には足の血圧の波形の始まりが手の血圧より遅れる事から時間差と手足の推定の

長さから血流速度が計算されています。）

血管の中を流れる血液のスピードは速ければ速いほど良いのではないのか？と思われ

るかもしれませんが、実は動脈硬化が進行すると血液の流れる速度が増加しすぎてし

まいます。下の血管模型図を見てください。

正常な血管

正常な血管は弾力があり、ゴムホースに似ています。

血液が流れると血管の壁は外向きに拡張して血液の

圧力を調整します。

動脈硬化の血管

動脈硬化の血管は血管壁が硬くなり、血液が流れる時

に血管壁が外向きに拡張しにくくなります。そのため、

血液の圧力が前方向へと向かい血流速度が増大します。

※血流速度は高齢になるほど上昇傾向になるため年齢に

よって血流速度は異なります。この血流速度から血管

年齢を出していますが、参考にされて下さい。 

baPWV は何の略？ｂはbrachial
ブ ラ ヒ ア ル

(上腕)、a はankle
ア ン ク ル

(足首)、PW はPulse
パ ル ス

 Wave
ウ ェ イ ブ

(脈波
みゃくは

) 
V はVelocity

ベ ロ シ テ ィ

(速度)という意味です。baPWV は日本語では従って上腕―足首脈波伝搬 
速度という事になります。
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健診心電図で完全（或は）不完全右脚ブロックと診断された方へ

  大塚伸昭 （大分東部病院健診センター センター長） 

右脚ブロックというのは心臓の中のを通っている電線の電気の流れが少し悪いだけで、特

に心配は要りません。わかりやすく説明しますので、下の図を見ていただきたいと思います。 

① 洞房結節

 

※右脚ブロックの頻度は全人口の約 0.1％と言われています。虚血性心疾患などに伴う事も

ありますが、原因不明が最も多くなっています。右脚ブックに対して左脚ブロックは高血圧

などの器質的疾患に伴う事も多くなっています。1 年に一度の経過観察で十分です。 
時に、右脚ブロックに左脚（左脚は 2 つの枝に分かれていますが）の枝のブロックも加わる

事もありますので定期的に検査は受けて下さい。

心臓はどのようにして動いているのでしょうか？

① 右心房上部の洞房結節

から電気刺激が発生します。

②電気刺激は右心房を通って

房室結節へ送られます。

③房室結節へ送られた電気信号は図の赤い線を通って

心室へと送られます。この電線はプルキンエ繊維

と呼ばれ右心室と左心室の間の心室中隔を通ります。

この電線の右心室側を通るのが右脚です。

④赤い電線を通ってきた電気が右心室や左心室の筋肉を刺激することによって

右心室や左心室が収縮して心臓内の血液を送り出します。
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健診心電図で不整脈（心房、上室、心室期外収縮など）を指摘された方へ

 大塚伸昭 （大分東部病院健診センターセンター長） 

心房期外収縮や上室期外収縮と診断された方は精密検査や薬の服用は必要ありません。

※これらの不整脈が連続して起きた場合に心房細動という全く不規則な不整脈になる事が

稀に起こる事があります。発作性心房細動と呼ばれます。突然動機がして脈が全く不整で、

脈拍数が多い場合は病院を受診して下さい。脈が速く不整だと心配されるかもしれません

が、致死的な不整脈では全くありませんので慌てる必要はありません。

下の２枚の心電図を見て下さい。上図は正常で規則正しい波形です。下図は 2 拍目が 
少し早く記録されています。このように時期外れに出現する不整脈なので期外収縮

と呼びます。下図は心房期外収縮の例です。 

正常なリズムより先に心房から電気刺激が発生して割り込んできた！ 

正常

心房期外収縮

正常では右心房上部の洞房
どうぼう

結節
けっせつ

から規則正しい

電気刺激が自動的に発生しています。

右心房 

左心房 

右心室 

左心室 

洞房結節以外の心房やその近辺からの電気刺激

で発生するのが心房(上室）期外収縮です 

心房より下の心室から電気刺激が発生して起きるのが心室期外収縮です。

- 193 -



薬が不要な心室期外収縮は上記のように正常波形より一定の時期に期外収縮が発生して、

同じ形の不整脈が常に出ている場合で単形性（単源性）期外収縮と呼ばれます。

初めてこのタイプの期外収縮を指摘された場合には念のため 1 日（24 時間）心電図や心臓

エコー検査を行う場合もあります。1 日心電図はホルター心電図とも呼ばれます。

① 形の異なる心室期外収縮が見られる場合：多形性（多源性）心室性期外収縮

② 連続して期外収縮が発生する場合

※その他、心電図の T 波という回復期に出現する波形の上に期外収縮が発生する場合も

リスクがあります（R on T と呼ばれます）。

※これらのリスクのある不整脈は心筋梗塞、虚血性心疾患（心臓の血管が狭くなっている）

心筋の異常（心筋症）などで見られますので、精査が必要です。特にめまい、失神発作など

を起こした事のある人は必ず病院を受診して下さい。

心室期外収縮の診断を受けた場合

心室期外収縮には色々な型があり、経過観察で良い場合や、薬や精査が必要な場合

があります。出来るだけわかりやすく解説します。

上図は心室期外収縮の例です。心房期外収縮と異なり、電気刺激が心室から発生

するため、正常波形より幅が広く、形も異なります。

精密検査や薬の服用が必要な心室期外収縮とは？

形の異なる心室期外収縮がある場合

連続する期外収縮もリスクがあります。2 個 
以上の連続する期外収縮をショート・ラン

3 個以上連続する場合を心室頻拍と呼び 、 
心室細動などへ移行する危険性があります。
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健診心電図で ST 低下或は陰性 T 波と診断された方へ 
  大塚伸昭 （大分東部病院健診センター センター長） 

健診で ST 低下或は陰性 T 波と診断された場合、どのような疾患が考えられるのかなどに

ついて出来るだけわかりやすく解説します。陰性 T 波は特に女性では正常でも見られる事

がありますので、これについても解説します。

基本的な心電図を説明した方が理解しやすいと思いますので、イラストで解説します。

ST 低下とは？ 

 

どんな病気で異常が見られるのか？

心臓の電気信号を記録したのが心電図です

P 波 

QRS 波 
ST

T 波 

① 最初の小さな P 波は心房を収縮

させる電気信号です。

②次の大きな上向きの QRS 波は心室

を収縮させる電気信号です。この電気

信号によって心室は収縮して血液が

駆出されます。

③心臓が興奮して収縮した後は休憩が必要です。休憩を指示する電気信号

が T 波です。QRS 波と T 波の間の直線部分が ST(部分)と呼ばれます

ST 低下 

ST 低下というのは ST 部分が右図のように 
下降する事です。下降は右図では水平に低下

していますが、色々パターンがあります。

（水平方向 ST 低下の場合：1ｍｍ以上、右図で 1 目盛） 
心臓の血管が狭くなっている事があるので（心筋虚血）

念のため精密検査を受けた方が良いでしょう。運動負荷

心電図、心エコー他必要な時があります。心臓血管が

50%程度狭くても心電図異常が無い事も良くあります。 
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その他の ST 低下パターンについて 

血圧が高くなる事で心臓の筋肉に負担がかかり左心室

の筋肉が肥大して ST 低下する場合があります。 
ストレイン型 ST 低下と呼び、高血圧や心臓の筋肉の

病気（心筋症）などで見られる事もあります。

J 点から 0.08 秒（小さなマス目 2 個程度）までの 
ストレイン型に似ていますが、虚血性心疾患などで

見られます。精査が必要な事もあります。

（女性では特に良く見られます）

ストレイン型 ST 低下（高血圧など）

下降傾斜型（ダウン・スローピング型、右下がり型）

虚血性心疾患など 

陰性 T 波について 

陰性 T 波 

QRS 波 

T 波 

正常では右図の心臓を興奮させる電気信号の

QRS 波と回復期 T 波は同じ方向を向きます。 
（右図ではどちらも上向き）。陰性 T 波という 
のは QRS 波と反対方向を向く事です。 

正常でも陰性 T 波が見られる事がある。 

成人では胸部誘導（胸に 6 か所心電図検査の時に電極を付けられた 
と思いますが）、の数か所では陰性 T 波の見られる事もあります。 

その他にはどのような病気を考えるのか？

① 高血圧の患者さんで心臓の筋肉が肥大している場合など（左室肥大）

② 心臓の血管が狭くなっている場合（虚血性心疾患）

③ 心筋梗塞の既往がある人に見られる事もあります。

④ 高血圧が無い場合に心室肥大やこの陰性 T（特に巨大陰性 T 波）が

ある場合には心臓の筋肉が肥大する肥大型心筋症などで見られる事もあります

⑤ その他心疾患以外に脳出血（特にくも膜下出血）や血液中のカリウムが

低い場合（低カリウム血症）でも見られる事があります。

（虚血性変化も加わっている場合がある）

- 196 -



脂肪肝と診断された方へ 

文責；大分東部病院健診センター センター長 

大塚伸昭 

（

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ちょっと難しいかもしれませんが、付け加えますと、脂肪肝だけの状態の人の予後は良好

です。脂肪肝の中で肝臓に炎症や線維化と言って固くなる状態の起る場合を非アルコール

性脂肪肝炎（NASH；ナッシュ）と呼びますが、これらの人達の一部は肝硬変や、肝臓癌に

なる事が知られています。いずれにしてもカロリー摂取は控えめに、運動も積極的に行う事

が必要ですね。 

① 脂肪肝とは？

は？

下の２枚の図を見て下さい。左の脂肪滴のような図が脂肪肝の肝臓の顕微鏡写真です。 

右は正常な肝細胞です。脂肪肝の肝臓は丁度霜降りの牛肉のような感じです。 

脂肪肝の顕微鏡写真 正常な肝臓の顕微鏡写真 

こ
れ
は
血
管
で
す

長四角の小さな一つ一つが肝細胞です 

②脂肪肝の原因は？

以前はお酒による脂肪肝が多かったのですが、最近はカロリー摂取過多による肥満、 

運動不足などにより酒以外の原因が多くなっています。その他では糖尿病などによる 

脂肪肝の割合が多く、健診を受ける方の 15％(女性)～30％(男性)に見られます。 

 

③脂肪滴は消えて元の肝臓に戻る？

の？

軽度の脂肪肝の場合には正常肝細胞に置き換わりますが、脂肪の割合が多くなると、 

元の肝臓に戻りにくくなる事もあります。 

※女性の場合には閉経後から脂肪肝の割合が増加してきます。45才以上で 7％から 55才以上になると 15％に増加
します。これは女性ホルモンが悪玉コレステロールを減らし、善玉コレステロールを増やす働きを持っているから
です。その他女性ホルモンは尿酸低下作用も持っています。骨にも良い作用を持っています(破骨細胞抑制)。

脂肪空胞が肝臓の細胞の中に充満しています 
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正確には、肝臓の一部の組織を顕微鏡で観察して脂肪の割合がどの程度占めているか、で判

断されますが、実用的ではありません。最近は腹部エコー(超音波検査)で診断を付ける事が

多くなっています。 

※有酸素運動とは？脂肪燃焼、動脈硬化予防作用などを期待できる運動量の事です。具体

的にどの程度の運動量かというと、その人の最大心拍数(220-年齢)の 60～70%の運動量で

す。例えば 50才の人の最大心拍数は 220-50＝170です。その 60～70％の心拍数(脈拍数) 

は 102～119となります。この程度になる運動量を一日 30分程度週 3日が目安です。 

自覚的には少しきつく感じる程度の運動量という事になります。 

お酒以外が原因の脂肪肝を非アルコール性脂肪性肝疾患 non-alcoholic fatty liver 

disease(NAFLD；ナッフル D)と呼びます。この NAFLDの中の 1割程度が炎症や線維化を

伴う(肝臓が固くなる)非アルコール性脂肪肝炎(NASH)になり，前者は予後良好であるのに

対し，後者(NASH)の一部は肝硬変や肝癌に移行する事があります。非アルコール性脂肪肝

炎と診断するためには肝生検が必要です(肝臓に針を刺して一部の組織を採取する検査)。 

左写真は肝臓と腎臓を同時に描出しています。 

肝臓 

腎臓 

④脂肪肝の診断根拠は？

脂肪肝の肝臓はエコーでは白っぽくなります。 

腎臓も肝臓と同じように白く見えるのが正常です

が、同時に記録すると腎臓が暗く見えます。 

脂肪肝では同時に

このようにエコーで見える事を肝腎コントラスト比の 

増強と呼び脂肪肝診断の根拠となります。 

と呼び

脂肪肝を⑤脂肪肝の治療法は？

⑥脂肪肝の分類など

食事、運動療法が基本です。食事の摂取カロリーをどの程度にするかは、その人の 

仕事量などによっても変化します。普通の事務職の方であれば標準体重 1kg当たり

25～30キロカロリー程度が目安になると思います。身長 170cmの人であれば初め

は 1900キロカロリー程度を目安にしてみてください。ご飯茶わん軽く半分が 80キ

ロカロリーです。運動に関しては、散歩程度でも結構です。初めは、有酸素運動と

呼ばれる運動量にこだわる必要はありません。体を動かす事から始めましょう！ 

※病理学的な脂肪肝の診断は肝小葉

の 30％以上に脂肪沈着を認める時
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高血圧の治療を受けている患者さんへ

文責 富吉共立病院 内科 大塚伸昭

① 血圧の薬は朝服用していますが、夜服用しても良いですか？

血圧は起床後低く、仕事や日常生活を始めると高くなる傾向になります。これには自律神経の

交感神経の働きが早朝から夕方くらいまで活発な事も関係しています。したがって、降圧剤は

通常は朝服用します。昔は朝、昼、夕食後の３回服用が多かったのですが、最近の薬は効果が

１日持続するタイプになっていて１日１回の服用となっています。

下の図を見てください。これは正常な人の１日の血圧の変動をグラフで示しています。夕方

から夜間は血圧が低く起床時にかけて高くなっています。これは自律神経の副交感神経の働

きが夜間は活発になることも影響しています。副交感神経はリラックスさせる働きがあり、 
胃腸の動きも活発になります。副交感神経には気管支収縮作用もありますので、喘息患者さ

んは夜間に発作が強くなる事もあります。

血圧 

午前 9時 

午
後
６
時

午
前
６
時

正常な人の１日の血圧変動グラフ

収縮期血圧 

拡張期血圧 

夕方から夜間の血圧は低い

血圧の薬は朝服用が一般的ですが、高血圧の患者さんの中には早朝高血圧と言って、起床前から

血圧が高くなる人がいます。この場合には夕方か眠前に血圧の薬を追加処方する場合があります。

高血圧の患者さんには早朝から血圧の

高くなる人がいて早朝高血圧と呼ばれる

（グラフはアステラス製薬 HP より改変引用） 
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下に降圧剤として良く使用される後発品（ジェネリック）のアムロジピン 5ｍｇを服用した時の血中濃度
を示します。アムロジピンは先発薬品のアムロジンやノルバスクと同じです。

血圧の薬は通常は１日１回服用で良いとの事ですが、体内での血中濃度の変化を教えてください。 

血中濃度

(ng/ml) 

服用してからの時間 

0

血
中
ア
ム
ロ
ジ
ピ
ン
濃
度

3

2

1

12時間 24時間 
（服用１日後）

36時間 48時間 
（服用 2日後） 

6時間

 上図のように服用後約 6 時間目で薬の血中濃度は最高になりますが、12 時間後も血中濃度が
高い事がわかります。また、24時間後、48時間後も血中濃度が保たれています。 
このため、軽度の高血圧患者さんでは 1日 1回朝の服用でコントロールが可能となっています。 

服用後 6時間目が最高濃度 

服用 24時間後も血中
濃度は保たれている

（グラフはアムロジピン添付文書より改変飲用）

ニフェジピン Lという降圧剤は服
用後約 3時間で最高濃度に達して
24時間後には効果が無くなります

ロサルタンという降圧剤は服用後

約 1時間で最高濃度に達して
12時間後には効果が無くなります

降圧剤を毎日持続して服用する事で 血中濃度は、1日の変化に比べて
高く維持されるようになり降圧効果が出ます。 
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聴診器と心音や呼吸音の話

音について考えてみよう！

No 1 

文責内科大塚伸昭

私が循環器を専門とした一つの理由は心音や心雑音の魅力に惹かれたからだ。 鹿児島大学の専門の3, 4年の

合同講義では弁膜症などの患者さんが壇上に連れてこられる。現在は出来ない講義スタイルだと思うが、学生

5人程度が壇上に上がって聴診をして心雑音特徴や最強点などを述べて最終診断を発表する。 循環器や呼吸器

の先生は聴診器にこだわりを持っていると思うが、 私の保有する聴診器から4つを紹介する。

リットマンエレクトロニック

6万円弱
聴診部分がゴールドタイプは12万円！

聴診部分が2つに分かれていて左右の

耳から聞こえる。
------------------------------------------

！うさんくさい聴診器だと思って購入！
：したが、 私の持っている聴診器で i 

： 一 番良い音が聞こえる！
＇ー-----------------------------------------· 

（もう少しスマ ー トな形のステレオタイプもある）

ケンツメディコ ・ ステレオフォネ fヽ ト
（ケンツメデイコ士は日本の会社）

-----------------------------------------------------------------

！この部分を押して音量を調節する。 余り音量を上げると ！ 
: 

iハウリング類似のキ ーンという音がする。 i 
＇ー·---------------------------------------------------------------

音量を調節できるが音自体は普通の聴診器とさほど変わらない。

（個人の感想です； CMの誇大広告のお断りメッセ ー ジみたい）

r------------------------------------------: 

嘩三電池を 一本入れる。

！電池1本で結構長く使えるが電池切れになると！

捨＜聞こえなくなる。 l 
L------------------------------------------.! 

ステソ スコ ー プModel3100 (録音は出来ない）

』璽l

上記モデル3100は録音できないが
このモデル3200は録音ができる

バー ガンディ（ワインレッド）という

事で購入したが意外と赤すぎた！

ちなみにバー ガンディというのは

フランスブルゴー ニュ地方の英語読み

セ ールで5万5千円で購入
但し、ネーム刻印サー ビス無し

． 

鼻ー プ

.. 遍“

ヘ,Fフ”ンで"'

""" 図）

| スペクトログラ公表示 1 

'I, I I I'I, I I, I, L I, I, I, I, I, I I, !:, ↓ , I, I I．． 

リットマンエレクトロニック 2頁で詳しく解説するが、聴診器に15秒録音で12人程度

保存できる。ブルーツー スで直接パソコンにも保存可能。

但し、Window(10にも対応）、MacのみでスマホやiPhone

には対応していない。

ステソスコ ー プModel3200 (録音可）
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［音について考えてみよう！音とは何か? 1 
No3 

音というと左のような波の曲線を思い浮かべると思うが、ヽ 0

（疎密波のイラスト原図は 123RF より有料でダウンロ ー ド）

疎密波（縦波）と横波の関係を下図で説明する

面 亙］

口 疎密波（縦波）

ID 

と
る

る
な

な
く
く

き

き

大

大
が
ゞ

＿昂[
ヵ
＂
音

振瓢
密な部どを山と表現J l疎な部分を竺アと表現

（山は腹とも呼ばれる）

：厚I

音が高くなると
周波数が増加する
（波長が短くなる）

�-� 

，
 ,v

＇

 

A

,v

A
月
□9
_1,＇

,v

，
 

A,
＇
 

,v

，
 

A,_9,
 

暴
上図のような綺麗な波形は正弦波（サイン波）
と呼ばれ、聴力検査などで聞こえるピ ーという
音なので純音と呼ばれる。

• 
日常生活で聞かれる音は色々な音の複合体で
波形は複雑になるので複合音と呼ばれる。
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音について考えてみよう！音とは何か？（続き） No4 

波の形の違いは音色（ねいろ、 おんしょく）

＇ 音を横波（時間軸波形）にすることで①振幅は音の強さ②波長（周波数）は音の高さ

③波形の違いは音色を表現できる。 ①音の強さ②音の高さ③音色の3つを音の3要素と呼ぶ

人はどれくらいの周波数の音を聴くことが出来るだろうか？

周波数は1秒間の波（山から山）の数。

1秒間の振動数と考えても良い。

上図だと1秒間に5回の波があるので5Hz (ヘルツ）ということになる。 I c心臓のドイツ語もヘルツだがHerzと綴る）

Hz (Hertz; ヘルツ）という名称は 1,888年に電磁波の存在を実験的に証明し たドイツ の物理学者Heinrich

Rudolf Hertzに由来する。 以前は C(Cycle; 周期）/S (Second ; 秒）と呼ばれていた。 こ のC/Sの方が1秒間の

周波数 を的確に表現している と思うが、 大御所の名前 を付けた というと ころだろうか？

人は20-20, 000 (2万）ヘルツまでの音を聞けると言われる。 ちなみに、 年を取ると聞けなくなる

モスキー ト音は1万7千ヘルツ程度。 実際のモスキー ト（蚊）の出す羽音は600ヘルツ程度。

日常会話で人が話す周波数は150-7, 000ヘルツ程度。

i]� 二ッ[
ー、一

誰も が嫌がる黒板などを引っ掻いた時の周波数

は2,000-4, OOOHzで、 これ は日本猿などが警戒

してキーキー鳴く 音と同じ周波数らしい。 警戒

音として遺伝的にインプットされている という

事か? 4, OOOHzに近い音が最も嫌な 音（私）

4\1 ピ ー ツとなる笛は次頁で解説するFFTwaveで周波数を解析すると2,800Hz程度だった。

※正確では無いがYouTubeでは低い周波数から高い周波数まで音を聞かせて、ど の周波数から 聞こえ初めて

高い周波数はどこまで聞こえるか？などというのもある。私は 30Hz-9000Hz くらいまでだった。年を取ると、

高い音は 聞き取りにくくなる。皆さんも遊びで試してみると面白いかも。
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音について考えてみよう！音とは何か？（続き） No5 

88鍵ピアノの1番低い音から1番高い音までの周波数は？
．�

[ 27. 5HZ (ラ） -4, 186Hz (ド））
,------------------------------------------------------------------------------------

！低いドから 1 オクタ ー ブ高いドまでの 周波数は2 倍になる。（倍音 ）。

し1 オクタ ー ブ高いと 2 倍音、更に 1 オクタ ー ブ上は4 倍音と呼ぶ。 J 

皆さん御存知だと思うが、オクタ ー ブはラテン語の8番目(octavus)が語源。

暦の 10 月も同じ語源でOctober (8 番目の月 ）だが、これは古代ロ ー マでは3 月から 1 年が

始まるため。3月から 8番目が10月ということになる。

またまた、余談だが蛸(octopus)はoct(8つ）の足を持つが pusはラテン語、 古くは古代ギリ

シャ語の冗〇サ<; (pous)が語源で足という意味。

;
Tf
 

iPhoneやiPadでは左写真のように、音（声）を周波数分析したり大きさを

dBで表示するアプリがある（ 無料）。これも正確では無いが、結構面白い。

(FFTWaveとApple storeで検索すればヒットする。）

｀｀私が「アー」と 発声してみたところ。音の大きさと振幅が表示される。

ー

下には周波数分析と音の大きさが表示される。赤い線は一番強い音を保持(hoId) 

緑の線は現在の音を分析中で常に変動している。

b

FFT はフ ー リエ変換 Fast Fourier Transform の事。物理で習うが物理は

周波数l嫌いで（笑）わかりやすく解説できないのであきらめた。
（医学部は理系という事になっているが、数学も嫌いだ；笑。私は文系の人間です。）

随分脱線したが、次頁から呼吸音の解説をする。その前に聴診器の元祖を作った ラエネック(Rene Laennec) 

について簡単に紹介する。（写真は CI in Med Res. 4 (3) 2006 ; 230-235 から引用したがネットで全文を無料ダウンロ ー ドできる）
゜

,�,- 々, . ,.,, , ,., 、

F;,ru,es. 

Laむnee皿d the Stethoscope. Painting by Robert A. Thom (1915-1979), c. 1960. 

ラ音(raI e)などを命名した。1819年には「間接

診察法、または肺と心臓の病気の診断について」

という論文で山羊音という言葉を使用している。

1816 年に 左図のような木製の筒状の

聴診器の元祖を発表した。
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聴診器と心音や呼吸音の話 No6 

［呼吸音について解説する l

呼吸音は①呼吸音（正常呼吸音と異常呼吸音） と喘息などで聞かれるピーといった笛音などの②副雑音

に大きく分類される。以下、解説していくが臨床現場では擬音で看護師が表現するほうがわかりやすい

ことも多い（呼吸器専門医から叱られそうだが）。難しく専門用語で表現しなくても、ヒュ ー音、ピ ー

音、ゴロゴロ音、ボコボコ音、バリバリ音、チリチリ音、グー音などと言われれば何が起こっているか

大凡見当が付く。特に当院のような高齢者の多い病院は肺炎、肺気腫、心不全に加えて痰がらみの複雑な呼吸音聴取が多くなる。

まずは正常呼吸音からだが、肺の解剖を知らなければ話にならないので基礎解剖から。

喉頭部から気管分岐部までが気管。内径 2-2. 5cm で約 10cm。
, , 

l 

上手い表現だ!\ (自画自賛）

異常呼吸音では胸水貯留、気胸などによる呼吸音の減弱がある。胸水貯留は打診でも分かる。

副雑音は連続性ラ音と断続性ラ音に大きく分類されるが、断続性ラ音と言っても実際には連続して聞こえ

ることもあるので、個人的にはこの分類には少々疑問（またまた、呼吸器専門医から叱られそうだが）。

以下に述べる 4 つの音を覚えておけば良い！
------------------------------------------� 

① いびき音（ゴー ツ、グー ツ、グォ ー ッツ、ギー ツ） ＇ 

（太い気道狭窄で起こる）

［② 笛音（ヒュ ー、ピ ー））

＇ 

煉連続性ラ音）

（気管支喘息など細い気道狭窄）

＇ 

＇ 

＇ 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _I 

③ 水泡音（小さなブツブツ音やボコボコ音）

（肺炎などや心不全による肺水腫など喀痰が多い場合）

④ 捻髪音（チリチリ、ベリベリ、プチプチ）

（間質性肺炎、高齢者；胸部CTで異常無しでも聴取する

事がある）
•- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

（断続性ラ音）

（次頁以降で、もう少し詳しく副雑音を解説する）
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［ 聴診器と心音や呼吸音の話 J No8 
（副雑音を解説；続き）

［② 笛音（連続性雑音）
＼

一・一り
，

末梢気道狭窄による薄い壁や痰による振動（空気の振動）音。いびき音

(200Hz以下）より高い400Hz以上の周波数の音と定義されている。

＇ 
笛音が聴取されるのは気管支喘息や慢性閉塞性肺疾患(COPD;Chronic

Obstructive Pulmonary Disease)、感染を繰り返す気管支拡張症や
びまん性細気管支炎などである。

笛音は英語ではWheeze(ウィ ー ズ； wf :z)最初のwhは発音しないのでフィ ー ズと発音しない）はインド、

ヨ ー ロッパ共通の言語のK墜§_(息を弾ませる）に由来する。更に古くは古代ノルウェ ー語の位畦�(シュッ

とする）や中期英語のwhesen(ゼーゼー、息を弾ませる）に由来する。

笛音に分類されるが、喉頭や気道狭窄に伴う大きく高い音(500-1 OOOHz) の喘鳴には緊急に加療を要

する急性喉頭蓋炎、アナフィラキシーなどがあり以下解説を行う。

畢

この部分の喉頭、気道狭窄に伴う音。特に小児の急性喉頭蓋炎は致

的になることが多く、急激に症状が悪化するので喉頭部付近で感染後

笛音がある場合は要注意！その他、アナフィラキシー、人工呼吸終了

後に気管支チュー ブを抜管後の気道浮腫によっても喘鳴が聴取され

る事があり再挿管が困難なこともある→気管切開などの処置が必要。

その他、気道異物や喉頭腫瘍などでも聴取される事がある。当院に

隣接するデイケアでも誤聴を起こして喘鳴を聴取する人がいる。

気管支喘息はこの付近を中心として聴取されることが多いが

喘鳴は喉頭や気道狭窄に伴う大きく高い音。

喘鳴（ぜんめい）は英語ではStridor (ストライダー ； straidar)でストリドー ルとは発音

しない。語源はラテン語のstrTdor, (金切り声や耳障りな音）である。
Tracheal wheezeとも呼ばれ喉頭、気管の狭窄に伴って発生する楽音様の極めて大きな笛音。

吸気、呼気の両方で聞こえるが吸気時に特に大きく聞こえる。500Hz以上、1000Hzに最大エネ

ルギー を持つ。
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［ 聴診器と心音や呼吸音の話

（副雑音を解説；続き）

No9 

［③ 水泡音（断続性ラ音） ）�［断続性ラ音には水泡音と捻髪音があるが、 水泡音は気道内の分泌物が 弾

けることで発生し、周波数が250-500Hz程度と捻髪音の500-1,OOOHz

より低い音である。

! 
肺炎や気管支炎 など痰の多い疾患で聞こえるが心不全（肺 水腫）など

でも聴取される。 気道内に空気と痰が 同時に発生していて痰が振動

する事により発生するので体位変換すると音が変化することもあ

る。心不全では末梢気道狭窄によりしばしば笛音も聴取される。心臓

喘息と呼ばれる状態である。当院外来、入院患者は90歳-100歳近

い人も多く、肺炎を契機に心不全を起こす人も多い。

英語では水泡音はCoarse(粗い） Crackle (クラックル）である。 もう一 つの断続性ラ音の捻髪音も

Crackleが付くがこちらはFine(きめ細かな） Crackleである。 クラックルはパチパチ弾けるとかヒビ

が入るという意味。ビスケットやパ ー ンと音のするクラッカ ー(Cracker)とは語源が違うようだ。

［④ 捻髪音（断続性ラ音） ] .... (捻髪音（ パチパチ、 ブツブツなど）は基本的には含気の低下と 末梢気道

の閉塞がある場合で間質性肺炎、肺線維症などが代表的 な疾患である。

ところが、高齢者が多いこの病院では頻繁に後背肺野基底部で捻髪音

を聞く(CTでも間質性変化が無いことを確認している）。老化で肺の間

質部分が脆弱化 ？して重力で肺 基底部の 含気が減少するためではない

か？とも言われる。

その他の副雑音；笛音の一 つで0.1秒以下の短く聞こえるピッ、とかヒュンと聞こえる音をスクウォ ーク

(Squawk)とする事もあるが、音の発生の仕組みは同じなので笛音の短い音として考えれば良いのではないか
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開放イベントでの講演について

文責 内科 大塚伸昭 

N01 

平成３０年１１月４日のイベントで講演をする事になりました。今回のタイトルは｢脳卒中や心筋梗塞

の予防と治療｣として、約３０分を予定しています。 

いつものようにイラストなどを中心にわかりやすく解説します。スライド内容から抜粋して以下プリントアウトしてみ

ました。ネタバレになるかもしれませんが、講演に参加できない人もいますし、現在スライド作成中でスライド内容

が変更になる可能性もありますので呈示してみました。 

平成３０年１０月９日 

↑スライド３枚目より ↑スライド４枚目より 

↑スライド７枚目より ↑スライド８枚目より 

３頁にも記載していますが、掲示板に掲示して解説しているプリント（３枚）は私の HP｢大塚先生の診察室パート２｣

で PDFの形で見ることが出来ます。HPは大塚先生の診察室パート２と入力してヤフーなどで検索すれば出ます。 

ドメイン名は http://nobuaki.biz/。検索で出ない場合（まず、無いはずですが）は左記を直接アドレスバーに記載

すれば出ます。尚、HPには全く広告を入れていません。営利目的でやっているわけでは無く、医療従事者、一般

の皆さんへ医学の基礎知識を普及させたいという気持ちからやっています（カッコ良い！）。また、他の人にわかり

やすく教えるために医学書を読破したりネットで徹底的に調べる事が、自分自身の勉強にもなるので結構楽しんで

やってます。今迄の講演内容についてはパワーポイントがあればスライド形式で見ることが出来ます。自費出版本

も無料でダウンロード出来ます。これらの資料は総て印刷して活用できます。著作権は一切行使しませんので安

心して活用して下さい。 
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N0２ 開放イベントでの講演スライドの一部呈示（続き） 

↑スライド１９枚目 ↑スライド２５枚目 

呈示したスライドは実際にはスライドショーの形で供覧しますので、動きのあるスライドになっています。 

私はスライド作成時にはできるだけ文字を少なく、イラスト、動画を利用して動きを演出して飽きさせない講演 

をするように心がけています。西都の大塚病院勤務時代に看護学校の生徒の講義を何度か担当しましたが、 

寝ている学生を見て腹立たしかった経験などから学習しました。しかし、かく言う私も医学部学生時代にはスラ

イドが始まって教室が暗くなると、つい寝ていたこともあるので同じ穴のムジナといったところでしょうか（笑）。

が始まって

左写真は若かりし頃、北九州厚生年金病院循環器内科で上腕動脈

切開によるソーンズ法の心臓カテーテル研修を終了して、宮崎大学

の心臓カテーテル検査室で手技を披露しているところ。 

この研修の前に九州大学医学部循環器内科にも勤務した

が当時のＮ教授に毎週開かれるカンファレンスで厳しい指

導を受けた。 

上腕動脈、静脈を切開してカテーテルを挿入する。カテー

テル終了後は動静脈を縫合する。カテーテル手技が上手

くいかないと、隣の指導医師から検査台の下で足を軽く蹴

られていた。命を預かる検査だから当然だが。 

（現在はこの手技は行われていない） 

左写真は、若い人は知らないと思うが、お笑いタレントの 

鳳啓介（おおとりけいすけ）さんが宮崎に来演で訪れた時

に肺動脈塞栓症に罹患して大学病院に緊急搬送された

時の写真。私が中心になってカテーテル治療を行い成功

して止血時にピースサインを出しているのが鳳啓介さん。 

周りにいるのは第一内科の看護師さん達。鳳さんの奥さ

んは京唄子さんで２人で良くテレビに出ていた。 

↑スライド５２枚目 
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N0３ 開放イベントでの講演スライドの一部呈示（続き） 

↑スライド５０枚目 ↑スライド４０枚目 

下写真はＨＰのトップページだが、最近掲示板に記載したプリント３枚の内容もトップページからＰＤＦで見ることが出来る。 

その他講義、講演したスライドなどは講義スライドをクリックすれば総て見ることが出来る。 

トップページの下の部分。青四角をクリックすれば

最近の掲示板記載の内容を見ることが出来る。 

富吉共立病院のＨＰのトップページの黒四角塗りつぶし、白文字の 

｢大塚先生の診察室｣をクリックしても｢大塚先生の診察室パート２｣ 

にリンク出来る。頻繁に病院のＨＰというものは更新して情報発信

していかないと現在の社会状況に適応できないと思うが、業者が

すると結構な額になる。私の HPは更新しても無料なので（笑）週１

回くらいは更新している。 

余談だが、黒塗り潰しの白文字は少々ダサいと思うが、、、。他の

色合いも含めて一寸センス不足な感じ。 
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私の投稿した医学文献などを次頁以降少し紹介します。

個人の勤務医でも一応学術的投稿をしているとアピー ルしたい気持ちもあって、 2016年大分
東部病院健診センタ ー勤務時に経験した症例を医師会会誌に発表しました。 皆さんも注意す
べき心電図なので是非、 読んで下さい。 一部の人には別冊を送付しました。

214頁,..._,218頁 「無症侯性サドルバック型症候群にどう対応すべきか

（心室細動発症例からの考察）」
宮崎医会誌 2016; 40: 51-5 

219 ,...__220頁 「インフルエンザワクチン接種前と接種1か月後のHI抗体価の変化について」

（当院及び関連施設職員16名の検査結果）

醤友しののめは医学雑誌ではありませんが、 興味ある結果が出たので報告しました。
意外にワクチンの抗体価は上昇していないのに少し驚いた結果でした。

221頁 「石井十次と私」
短い文章ですが、 これも醤友しののめに投稿した原稿です。

222頁 「1年間の大分東部病院健診センタ ー勤務で学んだ事」
臨床復帰の1年目の健診センタ ー長としての経験を記載しました。

223 ,...__224頁 「医学書を自費出版してみませんか？」
これも醤友しののめに投稿した原稿です。

225頁 「私の本」
私の最初の本の紹介を日州医事（平成25年4月）に投稿した原稿です。

今回の本も同様に日小卜1医事「私の本」に投稿する予定です。 掲載されるかどうかは不明。
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宮崎医会誌　2016 ; 40 : 51-5.

症　　例

は じ め に

　ブルガダ症候群の名称は1992年にスペイン人の医
師ブルガダ兄弟によって心電図異常を伴う８例の突
然死が報告された事に由来する。男性が約90％を占
め，テストステロンの関与が考えられている。
SCN5Aなどの遺伝子異常を約３割の症例で認め，副
交感神経の影響も受ける。ブルガダ症候群の心電図
判断基準は，従来coved型をタイプ１，サドルバッ
ク型をST終末部上昇の違いでタイプ２，タイプ３に
分類していた。2012年のLunaらによるコンセンサス
レポートではタイプ１をcoved型，タイプ２をサドル
バック型と２つに分類している１）。心室細動発症既
往がある場合，年間心事故発生率は約10％であり
Implantable Cardioverter Defibrillator（ICD）治療
の絶対的適応である。これに対して，我が国の無症
候性ブルガダ症候群の心室細動発症リスクは文献に
より異なるが，年間約0.5％程度と推測され，経過観
察とする事も多い。無症候性ブルガダ症候群の精査
や治療方針に関しては一定のコンセンサスが得られ
ていないため，個々の症例で検討されているのが現

状である。本例は筆者の前任地における勤務開始前
の健診受診者に関して，イベント発生後に医療機関
からの照会を機に，検診時のデータをretrospective
に検討した結果で判明した症例であるが，若い男性
の無症候性ブルガダ症候群の精査，治療方針を考え
る上で重要な示唆を与えたので報告する。

症 例

　患者：28歳男性。主訴：意識消失発作。既往歴：
特記すべき事無し。失神発作無し。家族歴：突然死
無し。心室細動発症前の臨床経過：2009年３月から
2014年３月まで某健診センターを受診。６年間の心
電図記録で２回サドルバック型ブルガダ異常波形

（タイプ２）を認めている。しかし，ブルガダ症候
群の自動解析が搭載され始めた2006年以前の心電計
による記録のため，自動解析は「右室伝導遅延，前
壁心筋障害疑い」と判断した。また，心電図を判断
した医師も２回のサドルバック型異常波形を判断出
来ず，「右室伝導遅延」と診断して経過観察とした。
正確な診断が付けられなかった事により，健診者は
精査を受けなかった。2013年の12誘導心電図（図１）
と2009〜2014年の６年間のV1〜V3の拡大波形（図
２）を示す。2012年と2013年のV2誘導でサドルバッ

無症候性サドルバック型ブルガダ症候群にどう対応すべきか 
（心室細動発症例からの考察）

大塚　伸昭

要約：28歳男性の無症候性サドルバック型ブルガダ症候群（タイプ２）の心室細動発症例を経験した。
突然死の家族歴は無い。本例は６年間の健診でブルガダ異常波形が２回しか記録されていない。ブル
ガダ症候群では日内変動や日差変動により異常波形が記録されないことは以前から指摘されているが，
毎年健診を受けない場合には見逃される危険性もあり，注意が必要である。本例ではブルガダ症候群
の自動診断解析が搭載されはじめた2006年以前の心電計で記録されたためブルガダ異常波形と判断さ
れなかった。また，心電図判読医師も診断を付ける事が出来なかったため，健診者は精査を受けなかっ
た。無症候性サドルバック型症候群は予後良好の事が多いとされ，経過観察になる場合も多いが，心
室細動発症例のある事を再認識する必要があるので報告する。

〔平成27年11月12日入稿，平成28年２月５日受理〕

富吉共立病院内科

- 210 -- 210 -- 213 -- 213 -- 213 -- 213 -- 213 -
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ク型異常波形を認める。心室細動発症後の経過：
2014年９月，飲酒をして帰宅後，就寝中に突然うめ
き声を上げているところを妻が発見し，救急隊到着
まで心マッサージを施行した。救急隊が心室細動を
確認し，３回目の除細動後に自己脈に復帰した。近
医入院の後，大分大学医学部付属病院救命救急セン
ターへ転院し，低体温療法などが行われた。心カテ
や心エコーなどの検査で異常を認めず，器質的心疾
患の存在は否定された。入院中の高位肋間心電図で
はcoved型を示し，ピルジカイニドによる薬物負荷
試験で心室細動が誘発された。ICD治療が行われ軽

度の高次機能低下（短期記憶障害）は残ったが退院
し，現在職場復帰している。

考 察

　本例は心室細動発症時に妻が気付いて心マッサー
ジを行い，バイスタンダー CPRの形となった事が
救命につながった（妻は医療従事者では無い）。また，
除細動後の適切な治療により高次機能障害を残した
が社会復帰した。
　ブルガダ症候群の心電図自動解析に関しては2006
年に西崎らのBrugada症候群自動診断ワーキンググ

図１．心電図（2013年３月）． 図２．2009年から2014年までのV1〜V3の拡大波形．
2012年と2013年のV2誘導でサドルバック型異常波形
（矢印→）を認める.
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ループが，本邦におけるBrugada症候群に対する心
電図自動診断基準を報告した２）。実際にこの自動診
断基準をフクダ電子，日本光電などの心電計メー
カーが搭載し始めたのは2006〜2008年頃からであ
る。それ以前の心電計で記録した場合にはブルガダ
症候群の自動判断が出来ないため，注意が必要であ
る。健診センターや健診業務を行っている医療機関
は，自己の使用している心電計の自動解析ソフトが
ブルガダ波形診断を搭載している機器であるかどう
かを確認，認識しておく必要がある。本例をブルガ
ダ症候群に対する自動診断基準搭載心電計で記録し
た場合，2013年３月の心電図はブルガダ異常波形と
判断される。その場合，自動診断ではSaddleback
型ST上昇（右胸部）と表示される。2012年３月の
心電図はJ点の高さが低くブルガダ異常波形と判断
されない可能性もある。ブルガダ異常波形と自動診
断出来なかった場合，循環器専門医以外の医師が判
読して診断できない危険性もあり，循環器専門医と
のダブルチェックが必要である。
　無症候性ブルガダ症候群の我が国における心室細
動発症率は複数施設の前向きコホート研究があ
る３, ４）。また，26施設が参加した循環器病委託研究
結果などより無症候性ブルガダ症候群の心室細動発
症率は年間0.5％程度としている５）。しかし，これら
の経過観察期間は３〜６年程度と短い。また，患者
の平均年齢も40〜50歳代とやや高い。ブルガダ異常
波形の心室細動発症のピークは30歳代にあり６），テ
ストステロンとの関係が強い事を考えると，若い男
性の長期観察研究が今後必要と考えられる。35歳未
満は労働安全衛生法でも心電図検査は義務づけられ
ていないため，検査を受けない人も多く，若い突然
死患者の中には，ブルガダ症候群の診断を付けられ
ていない患者も存在すると推測される。
　無症候性ブルガダ症候群のICD治療適応判断は困
難であるが，薬物負荷試験や心室プログラム刺激試
験などの臨床電気生理学的検査が行われる。薬物負
荷試験ではピルジカイニドなどが使用されるが，無
症候患者の心室細動発症を正確に予測する事は困難
である７−９）。QT延長症候群とBrugada症候群の診
察に関するガイドラインでは，無症候の場合の電気
生理学的検査の適応はクラスⅡbとなっていて有用

性が確立されていない10）。しかし，無症候の場合の
右室電気刺激に関してMakimotoらは42名の患者に
対して１回，或いは２回刺激によって心室細動が誘
発された17名のうち２名がその後のフォロー中に心
室細動を発症したとしている11）。３回刺激で心室細
動を誘発した患者や心室細動が誘発されなかった患
者からは平均７年間のフォロー中に心室細動が発症
しなかった事より，右室刺激位置や刺激回数が心室
細動発症に有用であるとしている。ただし，薬物負
荷と同様に完全に予測する事は困難である。
　本例は心室細動発症後のピルジカイニドによる薬
物負荷で心室細動が誘発され，高位肋間心電図記録
ではタイプ１のcoved型波形が記録されている。し
かし，失神の既往や突然死の家族歴が無いため，心
室細動発症前のICD治療適応はガイドラインではク
ラスⅡbとなる。仮に心室細動発症前に精査が行わ
れたとしてもICD治療を受けなかった可能性もあ
る。また，ICD治療を受けた場合，職業や日常生活
の制限を受ける事も問題となる。誤作動の頻度も高
く，120人のICD治療患者の長期観察では33％に合
併症を認めている６）。このうち，無症候性ブルガダ
症候群のICD治療群では不適切作動の頻度が適切作
動の頻度を上回り，特に上室性頻拍に対する誤作動
の頻度が高く，今後の課題である。
　無症候患者の心室細動発生を完全に抑制すること
は出来ないが薬物治療として，キニジン，ジソピラ
ミドなどが使用される。我が国の臨床現場では主に
ICD治療中の心室細動頻発例に対して，抑制目的で
使用されることが多い。樋口らはICD治療中に心室
細動が頻発した患者に対してキニジン600mgを投与
して，心室細動を抑制した２例を報告している12）。
　報告はまだ少ないがカテーテルアブレーションが
有効だとする文献もある。Nademaneeらはタイプ
１ブルガダ波形で心室細動発症既往があり，ICD治
療を受けている９人に対して右室流出路心外膜前面
に広範囲にアブレーションを行った13）。９人のうち
８人は心電図が正常化しその後心室細動が発生しな
かったとしている。
　心室細動は副交感神経優位時に起こりやすく夜間
発症が多い。本例のように緊急時に周囲の人の果た
す役割も大きい。家族と同居している場合には頻度
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は低いが心室細動発症リスクのある事を家族に説明
し，心肺蘇生術を指導することも必要である。
Automated External Defibrillator（AED）は個人
で購入すると高額ではあるが，心室細動発症時には
有効であり，家族や患者に提案しても良いかもしれ
ない。失神などの症状が出現した場合，循環器専門
医の診察を受けるように，患者に伝えておく事も重
要である。また，抗不整脈薬，向精神薬などは心室
細動を誘発する事もあるため，病院を受診する際に
は医師にブルガダ異常波形を指摘されている事を伝
えるよう指導すべきである。
　最後に，無症候性ブルガダ症候群患者の治療方針
やリスクの説明は家族に同席してもらうのが望まし
い。経過観察の治療方針として患者本人にのみ説明
を行い突然死した場合には訴訟になる可能性もあ
り，カルテに詳細な説明記録を残すべきである。

（多くの貴重な資料を提供していただいた大分大学
医学部高度救命救急センターの石井圭亮先生，江崎
かおり先生に感謝を申し上げます）。
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How to Treat Asymptomatic Saddleback-type Syndrome : Consideration for Patients 
with ventricular fibrillation

Nobuaki Otsuka 

Department of Internal Medicine,Tomiyoshi Kyoritsu Hospital

Abstract
We report a case of ventricular fibrillation in a 28-year-old male patient with asymptomatic 
saddleback-type syndrome（type2）. He had no family history of sudden death. The annual incidence 
of ventricular fibrillation in patients with asymptomatic Brugada syndrome is estimated to be about 
0.5% in japan. Many patients have a good prognosis and only require follow-up. We believe that 
it is important to recognize the risk of ventricular fibrillation in some cases, like the present one. 
Abnormal waveforms corresponding to Brugada syndrome were recorded on an electrocardiogram 
only twice during a period of ６years. Some abnormal waveforms are not recorded owing to diurnal 
or day-to-day fluctuations, and, thus, clinicians should exercise caution. Herein, we report the 
thorough examination of asymptomatic saddleback-type syndrome and indication for implantable 
cardioverter defibrillator（ICD）therapy, with a literature review.

Key words : Asymptomatic Brugada syndrome, Saddleback-type（type2）, Ventricular fibrillation, 
Sudden death, Implantable cardioverter defibrillator（ICD）
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倍未満であった9人のうち7人は全く抗体価の変化を

認めなかった。

ワクチン接種前のBlビクトリアのHI抗体価を図4A、

ワクチン接種1ヶ月後のB/ビクトリアのHI抗体価を

図4Bに示す。 接種前は3人(18.8%)が40倍以上で

あった。 接種後は4人(25.0%)が40倍以上となった。

4つの型の中では接種後40倍以上になった割合が最も

低かった。 接種前に40倍未満だった13人のうち11人

は全く抗体価の変化を認めず、 抗体価の変化が見られ

なかった割合は4つの型の中で最も多かった。

以上、 検査人数が少なかったが先生方の参考資料に

なるのではないかと考え本誌に投稿した。
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昨年12月 1日 付で10数年ぶ りに臨床復帰を

視野に入れて、宮崎市郡医師会に再入会させ

ていただきました。現在は民間企業の産業医

をしています。昭和53年鹿児島大学卒業後、

宮崎医科大学第 1内科に入局して、循環器を

専門としていました。今後、市郡医師会主催

の講演会などに積極的に参加させていただく

つもりです。先生方 と御 目にかかる機会も増

えると思いますが、よろしくお願いします。

約20年前に体調不良や諸事情により「臨床

医はもう辞めた |」 と決意して自宅書斎にあっ

た1,000冊近い医学書や医学雑誌などを焼却処

分しました。 この事を数年前に知人に話 した

ところ、「大塚先生、石井十次も先生と同じよ

うに医学部学生の頃に医学書を焼却処分 しま

したが、先生と違って福祉事業に多大な貢献

産業医 大 塚 伸 昭

をして、その精神は今でも引き継がれてます

よ。」と、皮肉を込めて言われてしまいました。

それまでは石井十次と言えば、「高鍋町出身

の福祉の父」 ぐらいの知識 しかありませんで

したので、ネットや書籍などで調べてみまし

た。昨年 7月 には木城町の石井十次資料館 も

訪れてみました。やや暗い土蔵のような資料

館に展示されている詳細な記録、写真は私に

大きな感動を与えました。その後、石井十次

の会にも加入 (年間費3,000円 )さ せていただ

きました。 まだ、資料館を訪間された事の無

い会員の先生方は是非、一度足を運ばれてい

ただきたいと思います。 ともすれば自己中心

的な考えにな りがちな今の時代だか らこそ、

彼の生き様が見直されているのか もしれ ま

せん。

石丼十次と私

-41-

宮崎市郡医師会発行の｢醫友しののめ｣（2013年3月）
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平成26年 8月 から 1年間大分東部病院健診セ

ンター長 として勤務 したが、先生方の参考にな

る事も多いと思われるので文書を記載する。

大分東部病院は大分市の南の鶴崎にある。主

幹病院である大分岡病院は研修病院にも指定さ

れていて、鶴崎付近の夜間救急患者の殆 どを引

き受けていて、宮崎出身の医師も多く勤務して

いる。 この地区は大手製鉄、化学薬品メーカー

などが多 く工業地帯でもあり、最近人口が急増

している。

健診センターには年間 1万 2千人が受診して

いるが、その 3割程度は人間 ドック受診者であ

る。驚いた事に大手会社の中には人間 ドックの

胸腹部CTや頭部MRIま でも社員に無料で受けさ

せていた所もあった。30才頃から毎年胸腹部CT

を受けている人もいたが、放射線被爆量が多 く

なるので控えるよう注意した人も多い。 また、

会社によっては無料クーポン券を配布 して、人

間 ドック或いは旅行のいずれかを選択 して使用

できるようなシステムを採用 しているところも

あった。

胸部CTと胸写を同時に撮影している人間 ドッ

クの健診者も多かった。本来なら胸写は不要だ

が、私にとっては胸写読影の勉強に大変役立っ

た。胸写を先に読影して、後でCTを確認する事

が出来るので、読影能力が大いに上がった。

また、CTで胸腹部大動脈や冠動脈の石灰化な

ども確認できるため、動脈硬化を引き起こす危

1年間の人分東部病院健診センター

勤務で学んだ事

慶明会 富吉共立病院 内科 大 塚 伸 昭

険因子を持つ人達への説明に役立った。高血圧、

糖尿病、脂質異常などの患者さん達は自覚症状

が無い事も多 く、血液検査のデータを見せてリ

スクの説明をしても理解出来ない事が多い。画

像を見せて、「既に動脈硬化が始まっていますよ。」

と説明すると、多 くの方が身を乗 り出して画像

を見つめて説明を熱心に聞いていた。頸部エコー

のIMT(内 中膜複合体)の肥厚やプラークの画

像も同様に健診者にリスクを確認させるのに有

効な手段であった。また、喫煙者に胸部CTの気

腫性変化の画像を見せると、禁煙の必要性を納

得され、 画像診断が禁煙の契機 になる人も多

かった。

現在は富吉共立病院に勤務 しているが、私の

外来の診察室にはフクダ電子のポータブルエコー

が置いてある。頸部、腹部大動脈などの動脈硬

化性変化を外来診察室で直ちに見る事が出来る

ようにしている。血液検査だけでは説得力が足

りない場合、画像診断が大いに役立つが、 まず

はエコーが気軽にチェック出来るので是非試し

ていただきたい。 余談だが、 私の右総頚部動脈

bulb付近には低～等濃度の軽度のプラークがあ

り (プ ラークの好発部位だが)、 脳卒中予備群で

ある。 63才 という年齢 +運動不足十適量以上の

日本酒の晩酌などがリスクファクターである。E

PA製剤がプラークを減少させるという報告もあ

り、わずかな期待を込めて服用している。
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「医学書を自費出版 してみませんか ア」

富吉共立病院 内科  大  塚 伸 昭

数年前に「わか りやすい病気の話&人体解剖 `薬の

基礎知識」 という約500頁 の医学書を自費出版 した

(図 1)。

図 1.本の外観

初版は一般の方を対象に22部印Ellし、第 2版は医学

専門知識を追加して30部印刷して、先生方へ贈呈した。

贈呈した先生方や看護師の皆さんから「カラーイラス

トが多用してあり、説明も平易でわかりやすい」と大

変好評であった。本の内容見本 (図 2、 3)を示す。
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図3.本文126頁「わかりやすい喫煙の健康被害 ;

それでも煙草を吸いますか ?」

この本は宮崎県医師会館図書室に置いてあるので興

味のある先生は御覧頂きたい。また、ホームページ

「大塚先生の診察自 lhttp7/nootsuka.net/hを 作成し、

この本の内容を無料でダウンロー ドできるようにして

いる (図 4)。

降犠線Ⅲわ中●で,

贈

…
… …

図4.ホームページ「大塚先生の診察室」

150Mbあ リダウンロードに少々時間がかかるが、

関心のある先生は読んでいただきたい。著作権は一切

行使しないので (笑 )、 印刷して患者さんへの説明や

■
■

図 2.
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看護師教育の教材に利用可能である。 その後、 約90頁

の 「続・わかりやすい病気の話」も出版した（図5)。

図5. 「続・わかりやすい病気の話」の外観

医学専門書を出版している会社から販売する事も考

えたが、 著作権の問題など面倒な点も多く断念した。

新しい治療方法や薬に関して改訂が必要なのだが、 改

訂する気力はさすがに無い。 500頁にもなると目次や

索引の変更をするのも大変になる。 ただ基本的な医学

知識を提供できる事に変わりは無い。

本の製作完了まで約2年を費やしたが、 執筆当時は

生命保険会社に産業医として勤務していて、 比較的時

間に余裕があったので可能だったのかもしれない。 本

を作る契機になったのは、 保険会社で月に1回開催さ

れる衛生委員会で病気の解説を依頼された事だった。

患者数の多い高血圧をプリント10枚程度で説明したと

ころ好評だったため、 糖尿病、 脳卒中などについても

衛生委員会で解説をした。 この会議で使用した文書な

どを一冊の本にしてみようという事で書き上げた。 執

筆するために数十冊の医学書を新しく購入した。 特に

組織、 病理、 生化学といった基礎医学の本も購入して

勉強したので自分自身の知識の整理に役立った。 最新

の医学文献もネットなどで確認する必要があり、 医学

知識も今まで以上に豊富になった。 また、 一般の方に

は大きなイラストを利用して説明するのが一 番理解し

やすい事も分かったので、 その後の講演スライド作成

の参考になった。

この本は勤務先の病院の待合室にも置いて患者さん

が閲覧できるようにしている。 患者さんから 「先生が

執筆されたんですか？すごいですね！」と言われ、 患

者さんからの信頼を得るのにも一役買っている。 購入

したいという患者さんもいるが待合室で見ていただ＜

か、 HPからダウンロ ードしてもらうようにしている。

【自費出版はどうすれば出来るか？】

既に自分史や趣味の本などを自費出版されている先

生もいらっしゃると思うので御存知の方も多いと思う

が、 ネットでも受け付けている。 ただ、 頁数が多くな

ると校正のやり取りが面倒なので、 宮崎市内の印刷所

に依頼するのが便利である。 私が依頼した印刷所の営

業担当の男性は電話をすれば気軽に病院を訪問してく

れる。 PDFファイルで依頼したがワ ー ドで作成した文

書でも良い。

（費用はどれくらいかかるか？】

30部印刷して1冊あたり約15,000円かかる。 カラ ー

イラストや写真を多用してこの値段なら安いかもしれ

ない。 現在は追加で 1冊印刷を依頼してもサ ー ビスで

同額の15,000円で印刷してくれる。 「続・わかりやす

い病気の話」は90頁で約3,000円である。

ネットなどでも最新の情報を取得出来るが、 やはり

自分の専門以外の分野の勉強には本が便利である。 販

売されている医学専門書の中には、 高額の割に頁数が

少なく、 内容が分かりにくいものも結構多い。

今迄の自分の知識を他科の先生にわかりやすく伝授

したい！と思われたら、 是非挑戦していただきたい。

本が出来上がった際にはこの 「醤友しののめ」で紹介

していただければ購入を希望される先生もいらっしゃ

るかもしれない。

自費出版に関して質問があれば私まで御連絡くださ

い。 (nootsuka@ae.a uone-net.j p) 
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昨年,上記タイ トルの著書を自費出版し,宮崎大学医学

部第 1内科の先生方等に約30部贈呈しました。高血圧,糖

尿病,脳卒中など頻度の高い疾患から順に解説しています。

その他の疾患として狭心症や心筋梗塞,甲状腺,高尿酸血

献 見旨質異常など多くの疾患をわかりやすく解説しました。

また,解剖や薬の基礎的な知識や作用機序についても解説

しています。500頁 を超す大作となりました。

初版は,一般の方向けに理解していただくために,出来

るだけわかりやすく記載しました。第 2版は,記載した内

容に医学専門知識を追加して看護師などコメディカルの方

にも大いに参考になる内容になっています。イラス トを多

用した事やカラー多色刷 りのため,贈呈した先生方からは

「わかりやすくて参考になる」と大変好評でした。

宮崎県医師会,宮崎市郡医師会,県立看護大学等にも一冊贈呈していますので,興味のあ

る先生方は是非御覧いただきたいと思います。また,今回この本の内容を多くの先生方に知つ

ていただきたいと思い,HP「大塚先生の診察室」 (http://nootsuka.net)を 立ち上げ,その

中にPDFフ ァイルの形で本の内容を挿入しました。記載内容には一切制限を掛けていません

し,著作権も全く行使しませんので (笑),大いに活用していただければ幸いです。診察室な

どでの患者さんの説明などにも参考になるよう,平易な言葉 と前述のようにわかりやすいイ

ラス トも多用していますので印刷すれば,患者教育用 としても利用出来るかと思います。

今回の本の出版は「還暦記念出版」と銘打ってみました。こういつた一般向け,或いはコ

メディカルの方々向けに本を執筆する事は, 自分自身の知識の整理にも役立ちますので,先

生方も是非一度試みられる事を勧めます。

難輻 露腱 撻鶉

:躙靱

タタク

わかりやすい病気の話&
人体解音J・ 薬の基礎知識

印 刷 宮

ヨト

鑢 藤

日州医事（平成25年4月発行）
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あとがき

（小自叙伝）

風来坊的医者人生となった今迄を振り返ってみました。

＝生まれて～幼少の頃＝

西都市の大塚病院が実家。 祖父は産婦人科医、 父は外科医。 4 人兄弟の末っ子として誕生

したので甘やかされた。病院のすぐ前が美味しい和菓子屋さんで、虫歯だらけで「歯もげ爺」

と椰楡された。 家は 100 坪位はあったのだろうか大きかった。廊下は玄関から祖父のいる

部屋まで真っ直ぐ20mはあり、 徒競走の練習が出来た。 お手伝いさんが2人いたので西都

の田舎ではお坊ちゃんだったのだろう。

家は病院に隣接していて、 小さい頃から病院に入り浸っていた。 診察室で祖父や父が診察

するのを見るのも好きだったが、 医師と患者のやりとりなどを自然に学ぶことが出来たの

は幸いである。祖父と一緒に車に乗って往診にもよくついて行った。待合室は畳敷きで 6 畳

くらいの広さがあった。冬になると真ん中に火鉢が置かれた。廊下に切除された乳癌、胃癌

などの臓器がホルマリン入りの容器に入って陳列されていた。lmほどの大きな容器にガス

壊疸で大腿から切断された片足一本が入っていたのも鮮明に覚えている。

今では考えられない事だが、 当時としては鮮烈な患者教育になっただろう。

＝小学校時代＝

西都市立妻北小学校に6年間通った。 小学校4年の頃に父が隣の部屋で49オの若さで急死

した。兄と一緒に寝ていたが、隣の部屋が騒々しく襖越しに見ると、看護師が沢山いて祖父

が心肺蘇生をしていた。 蘇生できなかった祖父は何度も何度も障子を足で蹴り続けていた。

父が1人息子で、 自分より早く急逝したのだからその悔しさは察するに余り有る。

＝中学校時代＝

宮崎大学教育学部附属中学校に入学した。 宮崎市和知川原町の気象台の近くの親戚の家に

2オ上の兄（現在産婦人科医）と、 5オ上の姉（皮膚科医となったが 6 3オの若さで他界） の

3人で下宿した。 テスト成績も1番を数回取るなど中学時代までは優秀だった（笑）。

＝混沌とした高校時代＝

宮崎大宮高校に入学したが、 思春期のせいだろうか？些細なことに悩んで学校に行くのが

嫌になり学校を休む事が多かった。月に1回くらいは休んでいたと思う。当時は私が学校の

職員室に電話をして「体調が悪いので休みます」とだけ言えば良かった時代である。 現在の

中央眼科（当時は士屋眼科）近くのバス停からバスに乗ってサボテン公園に良く行っていた。

山の頂上から綺麗な日南海岸の暴色を見ながら弁当を食べていたのを今も懐かしく思い出

す。 当時は宮崎市内にも映画館が多く、 学校を休んで映画も良く見た。 「サウンド・ オブ・
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ミュ ー ジック」や「バルジ大作戦」など多くの映画を見た。

＝復活の蜂火となった浪人時代＝

高校時代に「ていたらくな」生活をしていたのだから、 当然医学部現役合格は無理だった。

下宿生活に自信は無かったので全寮制の予備校に入ったが、 これが一つの転帰となった。

福岡市の志賀島近くの予備校のプレハブ宿舎は何と！海岸の松林の中に建っていて、 2段

ベッドで 4 人の共同生活。 毎朝 6 時に起床して、 毎朝 4 キロ離れた海岸までランニング。

海岸まで行くと海に向かって「今日も頑張るぞ！」と予備校生20 0人が一斉に声を出すのだ。

まるで青春映画のようだが、 この規則正しい生活が私にはピッタリ合っていた。

九州大学からも何人かの講師が来ていたが、 授業もわかりやすく成績も急上昇して（といっ

ても高校で真面目にしていなかったからだが）、全国模試で名前が上位に載るようになった。

当時は男も髪を伸ばす事が多く、 私も髪の毛が肩くらいまであった。吉田拓郎の「結婚しよ

うよ」という歌に「僕の髪が肩まで伸びたら結婚しようよ」というフレー ズが出る時代でも

あった。ろくに陽にも当たらないので顔は青白かった。長い髪の青白い顔を薄暗い場所で見

られたら、 化け物と勘違いされたかもしれない。

＝桜島の灰が降る鹿児島での 6 年間、 そして宮崎医科大学第 1 内科入局＝

昭和 53 年に第 1 内科に入局した。 まだ大学が出来たばかり（創立 4 年目） で医局員の数

も少なく田仲教授が高血圧、 吉田助教授が消化器、 山本先生が腎臓のチ ーフだった。私の所

属した循環器グループは、 というと中川先生と近藤先生のお二人だけだった。2年後の昭和

55 年に宮崎医大一期生が 1 内科に入局してきたが、中々優秀な人達であった（褒めすぎか？）。

同期入局は 8 人であり、 1 内科に 8 人同時に入局したので「一八会」 （いっぱちかい） と命名

され、 良く一緒に飲みにも行った。

大宮高校の 1 年後輩であり、 鹿児島大学医学部の 6 年間も一緒に過ごした上原君も同期

入局だったが、開業後若くして他界したのは残念でならない。 弓道を極めていたが、開業後

はラジコン飛行機を飛ばすのが好きで私にも「先輩、 一緒にやりましょうよ！」と良く声を

かけてくれていた。後輩にしては少々生意気な面もあったが憎めない人間だった。彼の結婚

式では、 彼自身が三波春夫の浪曲風の歌である「俵星玄蕃（たわらぼしげんば） 」を6分近く

歌詞も見ずに朗々と唄ったのが印象に残る。

＝若くて元気のある 1 年目の県病院での研修＝

1 年目の研修は宮崎県立宮崎病院だった。 まだ、古い建物だった時代である。勉強もした

が、 西橘通りに近く酒も飲んだ。 私と九州大学の研修医、 女性看護師さん 2人の合計4人

で西橘通りで飲んだ後、皆で一 ツ葉の海岸まで歩いて行った事もある。歩いて自宅に帰った

のは午前5時頃、 その後寝ずに病院勤務したのだから若かったのだとつくづく思う。 当時

の県病院には看護学校？宿舎もあった。まるでテレビドラマのようだが、 看護師さんを飲み
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簡単な問診と血圧を測定するだけ。 採血も無い。 診査が無い時は自宅待機でOK!。

熊本県内は温泉も多い。診査は自分で運転して行く事が多く、帰宅途中で温泉に立ち寄った。

子供が小さい時期でもありグアム、 ハ ワイなど海外旅行に行けたのは振り返れば良かった

かもしれない。臨床をしていれば小旅行さえ家族と一緒に行くのは困難だ。余りに楽すぎて、

しかもまだ若かったので臨床へ戻りたいという気持ちが強くなり、 江南病院に勤務した。

=43オから再びの生命保険会社勤務＝

江南病院に勤務したが3年くらいしたら、 やっぱり生命保険会社勤務時代の楽な生活が

忘れられず、宮崎市内の生命保険会社に勤務した（何を考えてるの？と皆さん思うでしょう

が、私も振り返ればそう思います。 トホホ、、 です）。 夜は起こされないし、 患者さんの事を

気にする必要が無いなどストレスは全く無かった。 臨床医時代は夜中に目が覚めると「患者

さんの治療はあれで良かったのか？」など、 根が真面目なので考えると寝付けない事も多か

ったがそんな悩みからも解放された。

保険会社職員や税理士の表彰旅行に随行医として無料で！超豪華な海外旅行にも行った。

米国、欧州やシンガポ ー ルなどに随行医として旅行した。ニュ ー ヨ ー クではブロー ドウェイ

でミュ ー ジカル「オペラ座の怪人」を一番前の席で見た。 テロで航空機が突っ込んだツイン

タワ ー ビル最上階で酒宴が開かれ、 ミュ ー ジカルスタ ー が招待された。

こんなぬるま湯につかったような生活を1 5年余りもしていたので、 すっかり頭が腐っ

て空っぽになってしまった。

自分が病気になると交友の無い先生の病院を受診した事もあったが、 病院の受付、看護師、

医師の対応などを観察した事は現在の自分の医療に還元されている。 不愉快な対応を受け

たことなどもあり、 極力患者さんに不愉快な対応をしないように気をつけている。

＝最後の臨床医としての現場復帰＝

平成26年8月から大分東部病院健診センタ ー 長という形で臨床に復帰し、 翌27年8月か

ら現在の医療法人慶明会 富吉共立病院 内科に勤務している。 若い頃のように急患を診

ることは無いが、私の現在の役割は後方支援だと割り切って仕事をしている。

比嘉先生

金丸先生

（鹿児島大学医学部バレ 一部のユニフォ ー ムを着ている。

私
胸には「鹿大医」と書いてある。）

上原先生

宮崎医科大学では毎年運動会が閲

かれていてその時の記念写真。 医

局対抗野球も盛んだった。 私も大

活躍したのが懐かしい。

初代サバンナRX-7。 ヘ ッドライトが開閉するので

面白がってパカバカさせていた。
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索引（前回の出版時と同様に索引の一部の語句には簡単な説明を入れて豆辞書のような形にもし
ている。医学用語はカタカナが多いので日本語索引ではカタカナの言葉を先に記載した。
また、 最初の単語が清音、 濁音、 半濁音の順に並べた。例えば「かい」 「かき」を先に記載して、
「がい」 「がき」などを後に記載した。）

頁 アムロジピン 8, 10, 15 アンギオテンシンI
アムロジピンOD錠 10 4, 5, 13, 15 
アムロジン 2, 10, 15 アンギオテンシンII
アムロジンOD錠 10 
アラキドン酸 58,92,93, 126
アラントイン 27 
アルカリフォスファ ターゼ

52 アルテプラーゼ

あ
アウエルバッハ神経叢 115
アカルボース 18 
（経口血糖降下剤； aグルコシダ ー ゼ阻

害剤、 腸内でのブドウ糖分解を妨げて

ブドウ糖吸収を遅らせる）

アキレス腱（踵骨腱 ）
アキレス腱反射
アクチン線維
アジルバ

124 
90 
5

 （アンギオテンシン受容体阻害薬； ARB 

で、 平成31年4月の時点で後発無し）

アスピリン 93,124 
アセチルコリン 12,96, 140
アセチルコリン受容体 96 
アセチルサリチル酸 125 
アセチルCoA 33 
アセトアセチルCoA 33 
アセトアミノフェン 2,125
アセトアルデヒド脱水素酵素 60 
アゼルニジピン 2 
アゾセミド（ループ利尿薬）

7 
アダムスストーク症候群 39
アディポネクチン
アデニン
アデノシン
アドレナリン

アドレナリン注
アナフィラキシーショック

85, 90,..__,93, 178 
82 

58 

アニサキス
アヒ゜キサバン 63 

(Xa 因子阻害薬剤）
アブミ骨 149 
アポトーシス 126 

18 アマリール
（経口血糖降下剤； SU剤）

アミノ基
アミラーゼ
アムバロ配合錠

1, 9, 90, 91 
162, 178 

91 

9,94 
152, 188 

8, 11 
（アムロジピンとバルサルタンの配合錠）

17 
26 
27 

（遺伝子組換tPA)

アルドステロン
1, 4, 5, 9, 13, 15 

アルファ((X)受容体 1 
アルファ(a)リノレン酸 32
アルフア1((X 1)受容体 1 
アルフアi(叩）受容体遮断薬

3 
アルファ '(a,) ベータ ' ({3 ,)受容体 3
アレグラ 86,89,99 
アレジオン 86,89,99 
アレルギー 84,......,90, 92,......,99 

174, 178, 186 
アロチノロール塩酸塩 (a /l ブロッカ ー） 3, 10 
アレロック（先発品）

（一 般名はオロパタジン）
アロプリノール

（尿酸生成抑制剤）
アローゼン

（センノシド含有）
アーチスト 3, 10 
（一般名カルベジロールでa
Bブロッカー）

アロニア

99 

31 

116 

4, 5, 13, 15 
アンギオテンシンII受容体
(AR) 5 
アンセリン 31 
亜急性硬化性脳炎 109 
足細胞（腎臓の） 8 
足突起（腎臓の） 8 
汗の塩分濃度 50 
亜麻仁油 32 
し‘

イグザレルト
(Xa囚子阻害薬剤）

イソフラボン
（大豆に含まれ弱い女性ホルモン作用がある）

イノシン酸
イブ
イブプロフェン
イミダプリル塩酸塩

63 

14 

29 
125 
125 

5, 11 
（アンギオテンシン変換酵素阻害薬）

イルアミクス配合錠 8, 11 
（イルベサルタンとアムロジピンの配合錠）

イルベサルタン
イルベタン

8

5

 

14 
（バラ科の低木で弱いがアンギオ

テンシン変換酵素阻害作用がある）
アンギオテンシノー ゲン

4,5 
アンギオテンシン受容体阻害
薬(ARB)) 7, 15 
アンギオテンシン変換酵素
(ACE ) 4, 5, 11, 13 
ACEはAngiotensin Converti 
ng Enzyme 
アンギオテンシン変換酵素阻
害剤(ACE阻害薬） 5, 11, 13

（アンギオテンシン受容体阻害薬で

一般名はイルベサルタン）

インダパミド 7 
（サイアザイド類似利尿薬）
イワシ 14
（弱いがアンギオテンシン変

換酵素阻害作用がある）
インクレチン 18 

（腸から分泌される物質で膵臓を

刺激してインスリン分泌を行う）

インスラ 17 
（ランゲルハンス島のことで当初は

インスリンを分泌する島ということで

この名前が付けられた）

インスリン
インスリン抵抗性
インターフェロン
インターロイキン

16, 18,24 
17,25 

98 
98,185 
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インフルエンザ 100,--...,109 

胃 16

胃癌 111,--...,113 

移行抗体 95 
石川啄木 161 

萎縮性胃炎 112 

一握の砂 161 

一次血栓 58 

一次除菌 113 

井戸水（ピロリ菌との関連） 111 

飲酒と痛風の関係 27 

陰性T波（心電図の） 195,196 

ぅ

ウイリス動脈輪 36 

ウイルス 81 

ウサギのリリー ちゃん 4 

（次女の飼っているウサギ ）
ウラジロガシ（裏白樫） 45 
ウロカルン 45 
ウラリット 31 

（尿をアルカリ化する）
ウリカー ゼ 27 

ウレアー ゼ（ピロリ菌の） 112

ウロキナー ゼ 60 

烏口肩峰靱帯 128 

烏口鎖骨靱帯 128 

烏口上腕靱帯 128 

うどん 21 

運命線（正中皮線） 157 
え
エクリン汗腺
エゴマ

エストロゲン
エゼ チミブ
エドキサバン

(Xa因子阻害薬剤）
ー 。

エナフフリル

（副作用の空咳について）
エナラプリルマレイン酸塩 5, 11

（アンギオテンシン変換酵素阻害薬で先発は

159,162 
32 
31 
33 
63 

13 

レニベ ース）

エヌセイズ(NSAIDs) 93 
エネルギ ー 16 
エネルギ ー 量（熱量 ） 19,20 
エピナスチン塩酸 塩86,89,99

（先発はアレジオン）
エピペン
ェブランチル

91,92, 178 
3, 10 

(a'ブロッカ ーで前立腺肥大と高血圧に適応あり）

エプレレノン

（抗アルドステロン利尿薬）

エリキュ ー ス

遠位指節間関節
遠位尿細管
ぉ

7
 

63 
157, 159 

4,6,47 

オイグルコン 18 

（経口血糖降下剤； SU剤）
オウム病 80 
オキアミ 82,84 
オステオン（骨単位） 131 
オピオイド鎮痛薬 125 
オプソニン効果 95 
オリゴ糖 119 
オリーブ 32 
オルメサルタン 5, 8, 11 

（後発品でアンギオテンシン受容体阻害薬； ARB) 

オルメテック 5, 11 
オレイン酸 32 

大分東部病院健診センタ ー 長 22 
（平成26年8月から 1年間勤務）

オロパタジン 99 

黄色髄（骨髄の） 87,130 

大塚先生の診察室パ ー ト2

（私のHP紹介の頁） 14,26,31,35 
57,58, 100,203,107,114,122 

お茶（カテキン） 14 
（弱いがアンギオテンシン変換酵素阻害作用がある）

雄花（スギの）
温痛覚

84 
124 

か
カキ（牡蠣） 81 
カタル 108 
カテコー ルアミン分泌細胞9
カテコー ル基 ， 

カムシ ア配合錠 8, 11 
（カムシア配合錠はカンデサル
タンとアムロジピンの配合錠）
カメハメハ大王の妻と息子
（麻疹で死亡した） 109 
カリウム保持性利尿薬 7 

（スピロノラクトンなど）
カルシウム
カルシウム拮抗薬
カルシウムチャネル
カルシ トニン
カルベジロー ル

2, 6, 15 
2 

136 

(a f)ブロッカ ー で先発はアー チスト）

カルボキシ ル基(COOH) 94 
カロナー ル 2,125 
カロリー 19 
カンデサルタン 15 

（後発品；アンギオテンシン受容体阻

害薬； ARBで先発はブロプレス）

ガラス軟骨 130 

開放イベント講演案内 201 

海綿骨 130 

海洋深層水 171,173 

蝸牛 150 

蝸牛管 150 

核（細胞の） 26 

角層（角質細胞層 ） 165 

脚気 124 
過食 16 

下垂体（脳の） 7,49 

下垂体後葉 ， 

下腿筋膜 55 

下腿三頭筋 52 
かつお節 14 

59 

（弱いがアンギオテンシン変換酵素阻害作用がある）

活性型ビタミンD3 132 

活性酸素 27,97,98, 122 

果糖（フルクトー ス） 21 

花粉症 84'"'-'90, 99, 186 

顆粒層（皮膚の） 162,165 

感音性難聴 151 

肝機能の解説（健診 ） 186 

幹細胞（骨髄の ） 88 

環軸関節 137 

感情線 155 

汗腺口（汗口 ） 159 

感染症 184'"'-' 186 

肝臓 16,24,27,33,34, 58 

外肛門括約筋 115 

外痔核 56 

外縦筋 115 

外側核（視床の） 9 

外側脊髄 視床路 124 

外分泌腺 16 

外分泌腺細胞 16 

顎下腺 152 

顎骨壊死 136 

含水 炭素（炭水化物の事） 21 

眼輪筋 168,169 
3, 10 

− 231　−



き
キサンチン 27 
キサンチンオキシドリダクタ ー ゼ 27 
(XOR) 
キヌタ骨
ギラン ・ バレー 症候群
気管支拡張
気管支喘息
希釈尿
基礎代謝量
喫煙

グルカン
グルコバイ

149 
139 

（膵臓のa細胞から分泌され、血粗を上昇させる）

2
3

ー

49 
20 

33, 60, 120,--..., 122 
167,184,189 

基底層（基底細胞洒） 162,165,166 
基底板（毛細血管の） 91 
基底板（蝸牛神経の） 150, 151 
基底膜（腎臓の） 4,8,46 
胸腺 88,96 
棘上筋断裂 129 
近位尿細管 4,6,47 
筋肉 16,24 
凝固因子 59 
＜ 

クプラ（小帽）
クラウゼ小体
クラミジア
クレストール
クレアチニン
クレアチン

148 
123 

80 
33 
46 
46 

クロルフェニラミンマレイン
酸塩 86 

,
, 

クアニン 26,27 
グラクティブ 18 
(DPP4阻害剤）
グリコー ゲン 16, 18 
グリセミック指数(GI) 21 

(GI; G lycemiclndex) 
グリセリン（浣腸の） 116 
グリメピリド 18 
（経口血糖降下剤； SU剤）

グリミクロン 18 
（経口血糖降下剤； SU剤）
グルカゴン 16 

154 

（経口血粗降下剤； aグルコシダーゼ阻害剤、腸内で

のブドウ糖分解を妨げてブドウ糖吸収を遅らせる）

グルコース 16,21 

グレイ(Gy) 181 
（放射線が物質に与えるエネル
ギー量のこと）
グレープフルー ツ
グロビン
空腸
くも膜下小柱
くも軟膜
くも膜
くも膜下腔
くも膜下出血
け
ケモカイン 98 
ケラチノサイト 162,164 
経口血糖降下剤 18 
経口血糖負荷試験 21 
血管内皮細胞 25 
血管壁中膜 36 
血球 87 
血色素(Hb) 17 
血漿 87 
血小板 58,185 
血小板凝集能抑制 60,126 
血小板数 185 
血清 87 
血栓 59 
血糖 16,24 
血餅（けっ ぺい） 58,59,87 
血友病A 59 
健康診断の解説 183,...._,198 
（大分東部病院健診センター長
として勤務時に健診者に配布
した文書）
肩峰下インピンジメント症候群

2
7ー

114, 117 
35 
35 
35 
35 
35 

129 
肩峰下包 128,129 
下痢止めストッパ ー 116 
原尿 4,8,46,47 
玄米 21 
こ
コプリック斑（麻疹の） 109
コルチ器（らせん器） 150 
コレステロール 33 
コーン油 32 

18 ゴマ 14 

（スピロノラクトンなど）
好塩基球 87,88,97, 186 
甲殻アレルギー 84,87,90
抗核抗体 97 
好酸球 87"-'89, 186 
好中球 87,88,95,97, 185 
ロ渇中枢 49, 51 
高カリウム血症 15 
（スピロノラクトンの副作用としての高カリウム血症）

交感神経 1, 12 
交感神経幹 1 
交感神経遮断薬 3, 10 
交感神経線維 1 
交感神経節前線維 12 
交感神経節後線維 12 
高血圧の治療を受けている
患者さんへ 199,200 
口腔アレルギー 90 
口腔内崩壊錠(OD錠） 2 
抗凝固作用 61 
抗凝固薬 203 
抗血小板抗体 94 
抗原提示細胞 88,98 
後索ー内側毛帯路 124 
甲状腺 16 
甲状腺刺激ホルモン 96 
硬水 171,173 
硬度 171 
後大脳動脈 36 
喉頭癌 120 
高尿酸血症 26 
後腹膜臓器 45 
硬膜 35 
肛門括約筋 12 
呼吸性不整脈 41 
呼吸ポンプ 53 
（吸気時に胸腔内圧が陰圧とな
り下肢静脈が戻るのに役立つ）

抗利尿ホルモン 7,47,49, 51 
(ADH ; AntiDiuretic Hormone) 

国立健康 ・ 栄養研究所 14 
鼓室階（蝸牛の） 150 
骨基質 133 
骨芽細胞 131 

133,.......,136 
骨細管
骨髄穿刺
骨髄穿刺針

131 
87 
87 

（弱いがアンギオテンシン変換酵素阻害作用がある）

降圧薬（降圧剤） 1, 
2 抗アルドステロン利尿薬 
7 
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骨単位 （オステオン）
骨膜
骨梁
混合性難聴 151 
五十肩（肩関節周囲炎） 127 
さ
サイアザイド
サイアザイド系利尿薬
サイトカイン
サプリ（高血圧に対するサプリ）
サムスカ

131 
130 
130 

ー

6, 7 
98 

13, 14 
7 

一般名はトルバプタン（バゾプレッシ

ン受容体拮抗薬）心不全治療薬として

使用される

サージカルマスク 106 
ザイロリック 31 

（尿酸生成抑制剤）

再構築（リモデリング）
134, 135 

細胞外液 50,51 
細胞内液 50,51 
細胞内脱水 51 
細胞膜 33 
最大血中濃度 2 
酸化マグネシウム116,171, 172 
酸素 21 
三半規管 146,-._.,149 
し
シトクロム(Cytochrome)
P4502 2 
シトシン 26 
シミ 162,-._.,164, 166, 169 
ジクロフェナック 125 
ジルチアゼム塩酸塩錠 2, 10 
（ヘルベッサーの後発）
ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル 2 
シルニジピン 2 
ジヒドロピリジン 2 
ジャヌビア 18 

(DPP4阻害剤）
‘ ‘

‘ 

ンュ ー ル(J) 19 
紫外線 132 

163, 166, 167 
色素細胞（皮膚の） 165 
糸球体（腎臓の） 4,6,8,46 
糸球体腎炎 8,97 
糸球体濾液 8 
歯根のう胞 154 

歯周病 154 
歯周ポケット 154 
視床 9 
視床下部 9,49 
自然食 21 
自然排石 （尿管結石の） 45 
膝蓋腱反応 124 
歯肉炎 154 
脂肪肝 34,197,198 
脂肪肝の解説（健診） 197,198 
脂肪吸引（眼嵩の） 169 
脂肪組織 16 
指紋 158, 159 
指紋線 159 
指紋線溝 159 
集合管（腎臓の） 4,6 
終始点（指紋の） 161 
手根管症候群 139 
小球性低色素性貧血 185 
（鉄欠乏性貧血のことが多い）
小頬骨筋 170 
小唾液腺 153 
食塩感受性高血圧 1 
昇圧物質 15 
踵骨腱（しょうこつけん） 52 

（アキレス腱のこと）

小指球筋 157 
焼酎 60 
食物アレルギー 90,92 
食道癌リスク 60 
植物プランクトン 173 
小伏在静脈 55 
神経筋接合部 96 
心室期外収縮 44 
真性多血症 184 
心臓の刺激伝導系 40 
心電図ST低下の解説（健診）

浸透圧
心内膜炎
心不全治療薬
（フロセミド）

深部静脈
深部静脈血栓症
心房細動
真皮
耳下腺
自己寛容

195,196 
47,51 

154 
1, 7, 11 

55 
55,57 

44,193,203 
162,....__,166 

108, 109, 152 
96 

自己抗体 96,97 
自己免疫性疾患 96,186 
自己免疫性溶血性貧血 96 
重症筋無力症 96 
自由神経終末 123 
十二指腸（下行脚） 16 
十二指腸 16, 33, 114, 187 
絨毛（じゅうもう） 114 
受攻期 44 
樹状細胞 88 
受動免疫 95 
上頚神経節 1 
静水圧 53 
静脈弁 52, 53 
静脈弁閉鎖不全 54 
静脈瘤 52,55,56 
徐脈頻脈症候群 44 
腎孟 6,46 
腎孟腎炎 6,46 
腎機能低下 21 
腎機能の解説（健診） 188 
腎小体 6 
腎静脈 6 
腎前性因子 48 
腎臓 4,5,6,45, 51 
迅速ウレアーゼ試験 112 
腎単位（ネフロン） 4 
腎柱（じんちゅう） 6 
腎動脈 6 
腎杯 6 
腎皮質 6,46 
奪麻疹 108 
す
スギエキス舌下療法 86 
スギ花粉症 84,._,_,90, 99, 186
ステロイドホルモン 33 
ストレス 9,27 
スピロノラクトン 6, 11, 15

（抗アルドステロン利尿薬）
スマホ難聴 151 
（音響外傷性難聴）
スリット膜 （腎臓の） 46 
スルーラック 116 

（ビサコジルとセンナシドを含有）

酢（黒酢） 14 
（弱いがアンギオテンシン変換酵素阻害作用がある）

水素
膵臓

21 
16,24 
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膵鉤部 16 
膵島 17 

（膵臓のランゲルハンス島のこと）

髄腔（骨の） 130 
髄質（腎臓の） 6 
髄質は腎錐体とも呼ぶ
髄質（副腎の） 9 
髄鞘 139 
髄膜 35 
頭脳線 155 
せ
セイブル 18 
（経口血糖降下剤； aグルコシダーゼ阻害剤、

腸内でのブドウ糖分解を妨げてブドウ糖吸収

を遅らせる）

セララ 7, 11 
一般名はエプレレノン（抗アルドステロン利尿薬）

セレコックス 93 
セロトニン 85,97 
センノシド 116 
ゼチー ア 33 
成人型糖尿病 17 
（現在は2型糖尿病と呼ばれる）

生命線 155 
赤芽球 88 
赤色髄 87,130 
石灰性腱炎 129 

（石灰沈着性腱板炎）
摂取カロリー 28 
浅静脈（表在静脈） 55 
浅（表在）静脈瘤 56 
仙髄 12 
先天性トキソプラズマ 80 
舌下小丘 152 
舌下腺 152 
舌下ヒダ 152 
絶対湿度 106 
前大脳動脈 36 
前庭階（蝸牛の） 150 
前頭筋 170 
嬬動運動（腸の）114,...._,116, 118 
前立腺肥大症 3 
そ
即時型(I型）アレルギー

88,94, 178 
組織トロンボプラスチン 59 
組織プラスミノ ー ゲンアクチベー タ ー 58 
そば 21 

た
タムスロシン 3, 10 

(a'ブロッカーだが前立腺肥大による排尿障

害のみ適応あり、 高血圧に適応無し）

タマネギ 14 
（弱いがアンギオテンシン変換酵素阻害作用がある）

9
7
1

 

9
1
1
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駕
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物

オ
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〗
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水

酸
化

リ
一

イ
般
ウ
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ニ

状
内
汁
汁
水
石
素
糖

タ
タ
ダ
←
ダ
⑫

ダ
帯
体
胆
胆
炭
胆
炭
単

90, 174,......,176 
12 
50 
33 
33 

20,21,23 
33 
21 
21 

胆のう 16 
大豆、大豆ペプチド 14 

（弱いがアンギオテンシン変換酵素阻害作用がある）

大豆オリゴ糖 14 
大伏在静脈 55,56 
唾液腺 16 
脱水症 49,51 
ち
チミン 26 
チロシン 9,163 
遅延型アレルギー 98 
窒素(N) 26, 94, 173, 188 
緻密骨 130 
茶のしずく石鹸 84 
中頚神経節
中性脂肪 33,34 
中大脳動脈 36,37 
長管骨 130 
蝶形紅斑 97 
腸骨稜 87 
腸内細菌 114, 116, 118, 119 
腸内フロー ラ 119 
っ

ッチ骨 149 
ッベルクリン反応 98 
椎間板ヘルニア 138 
椎骨動脈 36 

椎骨脳底動脈循環不全 137 
痛風 26,29 
痛風腎 29 
鶴丸城跡 83 

（鹿児島大学医学部は以前は
鶴丸城跡にあった）
て
テノーミン 3, 10 
テルミサルタン 5, 11 

（後発品でアンギオテンシン受容体阻

害薬； ARB、 先発品はミカルディス）

テレミンソフト 116 
（ビサコジルが 一般名）

テロメア 167 
ディオキシリボヌクレア ー ゼ 27 
ディオバン 5, 11, 15 
（先発品で一般名はバルサルタン、 アン

ギオテンシン受容体阻害薬； ARB)

デシベル(dB) 150 
デルマトーム 138 
デー デルライン梓菌 118 
低栄養リスク 21 
低カリウム血症 6 
蹄状紋（ていじょうもん） 160 
手相 155"-'157 
鉄欠乏性貧血 184,185 
甜茶（てんちゃ） 86,99 
伝音性難聴 151 
澱粉 21 
と
トキソプラズマ 80,81 
トラゼンタ 18 

(DPP4阻害剤）

トランドラプリル 5, 10 
（アンギオテンシン変換酵素阻
害薬）
トリプシノー ゲン 16 
トルバプタン 7

 （販売薬品名はサムスカ；バゾプレッシン受容体拮抗薬）

トレーランG 21 
（経口血糖負荷試験で使用）

トロポミオシン ，。

トロンビン 59,61,63 
トロンボキサン 58 
トロンボキサンA2(TXA2) 58
トロンボプラスチン 62 
ドー パ 9,163 
ドー パミン ， 
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糖尿病 16, 17, 18 

糖尿病治療薬 18 

糖尿病の食事療法 22,23 

透明層（皮膚の） 165 

特発性血小板減少性紫斑病
95,96 

151 
12 

突発性難聴
瞳孔散大筋
洞結節 不全症候群
洞停止
洞性不整脈
洞房結節
洞房結節の自動能
洞房ブロック
動脈硬化

38 
39 
41 

40,41 
40 

38,39 
14,29,30,34 

120122, 129,140,154 

動脈硬化予防 14 
な
ナトリウム再吸収阻害
ナトリウムチャネル
ナトリックス

7
2

 7, 11 
（一般名はインダパミドでサイアザイド類似利尿薬）

内頚動脈 36 
内肛門括約筋 115 
内痔核 56 
内分泌腺 16 
内皮細胞（血管の） 23,58 

89,91,97, 122,140,141 

内 尿道括約筋 12 
内輪筋 115 

納豆 61,63 

軟水 171,173 

難聴 151 

軟膜 35 
に
ニコチン 122 
ニルバジピン 2, 10 

（ニバジールの後発）
ニフェジヒ°

ンCR 2, 10 

（アダラ ートCRの後発）
ニフェジピンL 2, 10 
ニュ ーロタン 5, 11 
（一般名はロサルタンでアンギオテンシン受容体阻害薬）

二次性多血症
二重結合
2段脈
乳癌
乳酸棒菌

184 
32 
44 

118, 180,...._, 182 
118 

乳腺エコー 182 

乳腺小葉 180 

二糖類 18 

乳糖（ラクト ース） 21 

乳糖不耐症 21 

尿管 4,6 

尿腔 4 

尿検査 183 

尿細管 46 

尿酸 26"-'31 

尿酸生成抑制剤 31 

尿酸排泄促進剤 31 

尿酸値が高くなる 6 
（サイアザイド系利尿剤の副作用）

尿潜血 183 

尿蛋白 183 

尿道平滑筋弛緩作用 3 

尿路結石 31 

尿管結石 45 

尿検査 183 

尿糖 183 
ぬ

ね
ネフロン（腎単位） 4 
熱量（エネルギ ー 量） 19 

の
ノミ
ノルアドレナリン
ノロウイルス

脳下垂体後葉
脳幹
濃縮尿
嚢状動脈瘤
脳塞栓
脳動脈瘤
海苔海藻

90 
1, 9, 12 

81,82 
7 

12 
49 
36 

203 
35 
14 

（弱いがアンギオテンシン変換酵素阻害作用がある）

脳MRI 37 
は
ハウシップ裔 134 
ハウスダスト 90 
バゾプレッシン受容体拮抗薬 7 
（サムスカとして販売；心不全治療薬）

ハバース管（骨の） 131 
バセドウ病 96 
バウヒン弁 117 
バルサルタン 5, 8, 11, 15 

（アンギオテンシン受容体阻害薬； ARBでディ

オバンの後発； 一般名がバルサルタン）

バル ーン拡張術
パチニ小体
肺活量の解説（健診）
肺癌
肺気腫
肺血栓塞栓症
白米
白色脂肪細胞
破骨細胞

203 
123 
189 

120,121 
120,121 

55, 57 
21 
34 

33,131 
133"-'136 

はしか（芭）
橋本病
早食い

108 
98 
21 

（早食いは血糖を上昇させやすい、 ゆっくり

良く噛んで食べよう！）

ひ
ヒアリ 177,.......,179 
ヒスタミン 85, 86, 88, 89, 

91,.......,93, 95,--...,97, 99, 186 
ヒスタミン受容体 86,89 
ヒドロキシアパタイト 133 
ヒドロクロロチアジド 8 
ヒノキ 84,86,99 
ヒラメ筋 52, 53 
ビスホスホネート 136 
ビサコジル 116 
ピソノテ ープ 3, 10 
（唯一 の降圧剤の貼付剤；ビソプロロー

ルフマル酸塩が成分）

ピソプロロ ールフマル酸塩
3, 10, 15 

ビタミンD 99,130,132 
ビタミンD3 132 
ビタミンK 61 
ビフィズス菌 114, 118, 119 
ビールのプリン体 27 
ピコスルファ ート 116 

（先発はラキソベロン）
ピロリ菌 111,.......,113,118 
ピロリ抗体 113 

皮下組織 162,.......,165 

皮丘（皮膚小稜） 159,166 

皮溝（皮膚小溝） 159,166 

皮質（副腎の） 9 

皮質部集合管（腎臓の） 7 

非選択性Bブロッカ ー 10 

牌臓 16 
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必須脂肪酸 32 
誹腹筋 52 
皮膚ツルゴール低下 51 
皮膚紋理 155 
肥満細胞 88,89 
飛沫感染 108 
表在静脈 （浅静脈） 55 
標準体重 20,22 
表皮 160, 162, 163, 165, 166 
表1�表6 22 

（糖尿病の食事療法の栄養素などによる分類）

微絨毛
便移植
ふ
フィブリノ ー ゲン

フィブリン

114 
119 

57,59,61,62 

58,59,60,61,62 
フェキソフェナジン86,89,99
（先発はアレグラ）
フェブキソスタット 31 
（尿酸生成抑制剤、 フェブリクとして販売）

フォン ・ ビルブランド因子 59

フリバス 3, 10 
(a, ブロッカ ー だが、 前立腺肥大による排尿

障害にのみ適応あり、 高血圧に適応無し）

フルクトース （果糖） 21 
フロセミド 1 , 6, 7, 11 
ブドウ糖 16,21 
ブナハリタケエキス 14 
（弱いがアンギオテンシン変換酵素

阻害作用がある。 現在販売中止）
ブリンクマン指数 120 
ブロプレス 5, 11, 15 

（一般名はカンデサルタン。 アンギオテンシ
ン受容体阻害薬； ARBで先発品）

プラザキサ 63 
（ワ ー ファリン以外で初めての抗凝

固剤、 トロンビンを阻害する）
プラスミノー ゲン 58 
プラスミン 57,58 
プラーク（粥腫） 34 
プラーク（歯科領域の）
プリン(pudding)
プリン骨格（プリン環）
プリン体

153,154 
26 
26 

26,27 

プリン体含有量一 覧 28,29 
プルゼニド 116 
（センノシドが 一 般名）
プロスタグランジン88,92,93

126 
プロトンポンプ阻害剤89,113 
プロベネシド 31 
（尿酸排泄促進剤）
プロトロンビン 59,61 
プロトロンビン時間(PT)

57,62 
プロトロンビン時間国際標準比 62 
(PT-INR)

プロプラノール塩酸塩錠 10 
（インデラルの後発）
不完全右脚ブロックの解説

副交感神経
副甲状腺
副甲状腺ホルモン
副腎
副腎髄質
副腎皮質 9 

副腎皮質ホルモン (ACTH) 9 
腹膜
不整脈の解説（健診）
不整脈心電図講座
不飽和脂肪酸
ヘ

ヘルベッサー

ヘンレループ係蹄
ヘンレ上行脚
ヘンレ下行脚
ベイスン

192 
12 

135 
135 

9, 15,45 
， 

45 
193,194 

38"-'43 
32,33 

ヘパリン 59 
ヘマトクリット 87,184,185
ヘム 17 
へモグロビン (Hb) 17 
へモグロビン釦C (Hb釦C)

17 
2, 10, 15 

4,6 
6,47 
6,47 

18 
（経口血糖降下剤； aグルコシダ ー ゼ阻

害剤、 腸内でのブドウ糖分解を妨げて

ブドウ糖吸収を遅らせる）

ベニジヒ゜ン塩酸塩 10 
（コニ ー ルの後発）

ベネシッド 31 
（尿酸排泄促進剤）
ベータ (f3)遮断薬 1, 3 
ベータ(f3)受容体 1, 3 

ベータパ恥）受容体
ベータバ恥）受容体

、． 、
ベンスフロマロン
（尿酸排泄促進剤）
ベンゾサイアジン
ベンゾジアゼピン系
ペプシノー ゲン
ペプシン
ペプチド
ペルオキシダ ーゼ
ペースメ ー カ ー

便潜血
便秘

ー

3
3
3

6
2

9

9

 

1
1

 

113 
95, 113 

5,94,95 
153 

44 
183,184 

114,....,_,116, 118, 142 
ほ
ボウマン腔
ボウマン嚢

8 
6,8,46 

（腎臓にあって糸球体が入っている）

ボウマン嚢と糸球体を合わせて腎小体

と呼ぶ）

ボスミン注
ポララミン
ボルタレン
ポリペプチド
飽和脂肪酸
補充収縮
補体
本態性高血圧
膀脱
膀脱平滑筋
傍糸球体装置
房室結節
母指球筋
ま

91 
86 

125 
94 

32, 33 
39 
97 
13 

4
2ー

4, 51 
40,41 

155'"'-'157 

マイスナー小体 162 
マクロファ ージ 34 

86,88,98, 186 
マスト細胞 84,88,92,95 
マトリックス小胞 134 
マドンナ・リリー 169 
マルトース (2糖類） 18 
マロニエ 169 
マンモグラフィ ー 180,181 
膜性腎症 8,97 
麻疹 84, 108'"'-'110 
麻疹後脳炎 109 
ますかけ線（猿線） 155,156 
（医学的には手掌単ー 曲線）

麻薬性オピオイド鎮痛薬125
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み
ミオシン
ミネラルウォ ー ター

ミミズ
ミヤBM
ミュ ー タンス菌属
む
ムチン
無酸素運動
無髄線維
め

メインテー ト

90,169 
171,173 

60 
119 

153, 154 

153 
26,29 

139 

3, 10, 15 
（ビソプロロールフマル酸の先発品）

メチルアルコー ル 32
メトグルコ 18
メトホルミン 18
メニエル病 147, 149, 151 
メバロン酸 33 
メラニン 161,...,_,166 
メラノサイト 162,...,_,166 
メラノーマ 164,166
メルケル細胞 123

免疫グロブリン84,94,95,97
110 

免疫複合体 8,97 
も
毛根 159 
網状赤血球 88 
ゃ

約（やく） 84 
（花粉が入った袋のこと）
ゅ

ユリノー ム 31
（尿酸排泄促進剤）
ユリー フ 3, 10

(a'ブロッカーだが、 前立腺肥大による排尿

障害にのみ効能あり、 高血圧に適応無し）

有棘細胞層（皮膚の） 165 
有酸素運動 26,28,33 
有髄線維 139 
有窓細胞（毛細血管の） 91 
遊走腎 45 
有毒プランクトン 81 
輸出細動脈（腎臓の） 4,6,46 
輸入細動脈（腎臓の） 4,...,_,6, 46 

よ
ら

ラキソベロン 116 
（一 般名はピコスルファー ト）
ラクター ゼ 21 
（ラクト ー ス分解酵素；ラクト ー ゼの働きが悪いと

乳糖不耐症で牛乳を飲むと下痢をしたりする）

ラクトフェリン 153 
ラクトー ス（乳糖） 21 
ランゲルハンス細胞 162 

（皮膚の免疫細胞 ）
一 、フ／ケルハンス島 16, 17
ランゲルハンス 17 
（ドイツの病理学者）

らせん器（コルチ器 ） 150 
り
リウマチ因子(RF) 97 
リウマチ熱 96 
リクシアナ 63 
(Xa因子阻害薬剤）

リゾチー ム 152, 153
リッシェ 90 

（フランスの生理学者；アナフ
ィラキシー の命名者）
リバロ 33 
リバー ロキサバン 63 
(Xa因子阻害薬剤）

リパ ー ゼ 16 
リモデリング（再構築）

134, 135 
利尿薬 6 
良性頭位発作性めまい 148 
輪状ヒダ 114 
鱗片（スギの） 84 
る
ルフィニ小体 123 
ルー プ利尿剤 1,7 
ルー プ下行脚 7 
ルー プ上行脚 7 
ルー プス腎炎 97 
れ
レザルタス配合錠 8, 11 
（オルメサルタンとアゼルニジピンの配合錠）

レニベー ス 13
レニン 4, 5, 12, 13, 51
レニン ・ アンギオテンシン
(RA)系 4,5, 13, 15 

連鎖球菌 69,96 
ろ
ロイコトリエン

85,88,89,92,93,99 
ロキソニン 2,125 
ロキソプロフェン 125 
ロック難聴

（音響外傷性難聴）
ロサルタン 5, 8, 11 
（アンギオテンシン受容体阻害薬

; ARBで先発はニュ ー ロタン）
ロサルヒド配合錠 8 , 11
（ロサルタンと利尿剤のヒドロクロロチアジドの配合錠）

ロペミン 116 
老人性難聴 151 
狼癒(Lupus) 97 
ゎ

ワカメ、わかめペプチド 14
（弱いがアンギオテンシン変換酵素

阻害作用がある）

ワー ファリン 61,62,63 
腕神経叢 138 

A 
aグルコシダ ー ゼ 18 
(2糖類分解酵素；この酵素の働き

を阻害するのがaグルコシダー ゼ

阻害剤で経口血糖降下剤として用

いられる）

a細胞 16 
（膵臓のランゲルハンス島にある。 血

糖を低下させるグルカゴンを分泌す

る）

a受容体刺激 ， 

aリノレン酸 32 
a1受容体ブロッカ ー 3, 10 
(a 1 選択的遮断薬）

a: 1 選択的B 1 選択的遮断薬 10 
ABC検診（胃癌リスク検診） 113 
ABI 190,191 
(Ankle Brachial Index) 
ACE 4 
ACE(アンギオテンシン変換酵素）阻害薬 6 
ACTH 9 
ADH 7 
A/HlNl 101, 103 

（インフルエンザ）
Anaphylaxis 

（アナフィラキシー ） 90,178 
AR 5 
(Angiotensin Receptor) 
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ARB 6, 11 
(AngiotensinReceptorBlocker) 
ATP(アデノシン三リン酸） 6,27,29 
B 
0細胞 16 
（膵臓のランゲルハンス島にあって
インスリンを分泌する）
B遮断薬({3ブロッカー） 3 

{3 1 受容体 12 
{3 1 受容体刺激 9 

{3 1 選択的遮断薬 10 

恥受容体 12 
B細胞 88,95,96 
BUN 48 

グリセミック指数
H 
HbA 17 
HbAぷ 17 
HbA2 17 
HbF(胎児の主要なHb) 17 
HDLコレステロール 32,......,34 
Heamagglutinin 101 

（ヘマグルチニン）
Ht(Hematocrit) 87 
hydroxyapatites 133,134 

（ヒドロキシアパタイト）
H2受容体 89 
H鎖（免疫グロブリンの） 95 

bursa of Fabricius 

（ファブリキウス嚢）
C

88 I

chemotaxis(走化性） 98 
COOH(カルボキシル基） 94 
compact bone 130 

（緻密骨のこと）
complement(補体） 97 
cox 93, 126 
(CycloOxygenase; シクロオキ
シゲナ ー ゼ）
CR (Control Released) 2
CYP2
CYP3A4 2
cytokine (サイトカイン） 98
C5N4H3 26

（プリン骨格；プリン環）
C6H1206 21 

（ブドウ糖；グルコース）
D 
dB (decibel ; デシベル） 150 
DHA 14, 32 
DNA 26, 27 
DPP4阻害剤 18 
Dダイマー 57 
E 
EPA 
F 

14,32,33 

FDP 57 
fibrin 58 
frozen shoulder 

（五十肩の英語） 127 
G 
GI(Glycemic Index) 21 

IC 97 
(Immune Complex: 免疫複合体）
IFN 98 
(Interferon; インタ ー フェロン）
lgA腎症 97 
lgE抗体 85,88,95 
IgG抗体 95 

lgM抗体 95 
Insula (インスラ） 17 
Interleukin 98 

（インタ ー ロイキン）
J
J (ジュ ール） 19
K
L
LA (Long Acting) 2 
LDLコレステロール 32,-.__,34 
leukotrienes 
Lupus(狼癒） 97 
L鎖（免疫グロブリンの） 95 
M 
melanin(メラニン） 162,...__,166 
MR(2種混合ワクチン） 110 
(M;Measlesで麻疹RはRubella
で風疹）
MYH2 169 

（ミオシンヘビーチェ ーン）
N
N(窒素） 26,94, 173,188 
neuram1mdase 101 

（ノイラミニダー ゼ）
NK細胞 88,96, 118 
(Natural Killer細胞）

NSAIDs 93,126 
(Non-Steroidal Antilnflamm 
atory Drugs; 非ステロイド性
抗炎症薬）
n3系脂肪酸 32 

（の3脂肪酸のこと）
N95マスク 84 106 
゜

OD錠（口腔内崩壊錠） 2 
ODはOral(口腔の） Disintegr 
ate (崩壊する）という意味
p 
PGD2 93 

（プロスタグランジンD2)
PGE2 93 

（プロスタグランジンE2)
PGG2 93 
plasmin 58 
plasminogen 58 
PM2.5 84 
(Particulate; 粒子状の Matt
er ; 物質）
PT(Prothrombin Time) 62 
PT-INR 62 
(Prothrombin Time Internat 
ional Nomalized Rate) 
P波 （心電図の） 38'"'-'44, 195 
Q 
QRS波（心電図の） 38'"'-'44, 195 
R 
RA(レニン ・ アンギオテンシ
ン）系 4,5
renin(レニン） 4,5 
reninはrenal(腎臓）に由来
Restamine 89 

（レスタミン）
Rezaltas(レザルタス） 8 
（レザルタスはオルメサルタンとアゼルニジピンの配合錠）

RF(リウマチ因子） 97 

(Rheumatoid Factor) 
RNA 26, 27 
R on T 44 
s 

SFTS 174 
（重症熱性血小板減少症候群）

SLE 97 
(Systemic Lupus Erythemato 
SUS ; 全身性エリテマト ー デス）
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sss 38 II型アレルギー 95,......,97 
(Sick Sinus Syndrome) 8 

ST低下（心電図の） 195, 196 80キロカロリー 22 
SU剤 18 (糖尿病の食事療法の基礎単位；

（スルフォニルウレア剤；最初
に開発された経口血糖降下剤）
S状結腸 115 
T 
thalamus (視床） 124 
thrombin 59 
TNF 98 
(Tumor Necrosis Factor ; 
腫瘍壊死因子）
TXA2(トロンボキサンA2)58,93 
tPA 58 

(tissue Plasminogen Activator) 

80キロカロリ ー を1単位とする）

10 
Xa因子阻害薬剤 63 

TsAB 96 
(Thyroid stimulating AntiB 
ody; 甲状腺刺激抗体）
T糸IBH包 87,88,96,98
u 

urokinase 

（ウロキナーゼ）
V
Vasopressin

60 

7
 

（バゾプレッシン）脳下垂体後葉から分泌され

る抗利尿ホルモン。 Vasa (血管の） pressure 

（血圧） を上げる事から命名

w 

w (ワット） 19 
w (オメガ） 32 

尋脂肪酸 32,33 
w6脂肪酸 32 
X 
XOR(キ（サンチンオキシドリダクタ ー ゼ）

Y 
z 

数字
1 
1キロカロリー とは 19 
1度房室ブロック 38 
I型コラ ー ゲン 133 

I型（即時型）アレルギー85,88,95
2 
2型糖尿病 17 

（以前は成人型糖尿病と呼ばれていた）

2種混合ワクチン 109, 110 
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私の写真集（幼少～若い頃までを今回は紹介してみました）

\
' 

若い人は知らないと思うが、ゼンマイ

を巻いて動く箱のような蓄音機。
純粋無垢だった頃の満面の笑顔

おかっば頭が昔を感じさせる。

足

短 E

ぷ
oI

つ

［小学校1年生。入学式当日。 ］ 
父の死後熊本大学から応援に来られていた外科の原田先生

小学校6年生。青島で。おませ

な格好してますけど。

·�
27オ。江南病院勤務時。

イケメンだ（笑）！

ヘラヘラして

ますね。

西都に自宅を新築したが、 6年しか住まずに熊本

へ飛び出した。 自宅は売却した。 殆ど利子だけを

払っただけだった。

霧島御池前で前原先生と 開聞岳をバックに比嘉先生と（多分医局旅行の時） 田中隆先生と（近藤先生の結婚式で）

西都大塚病院勤務時。 自宅前で子供達と。
ハワイで、 子供達と。

‘
—
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イラストで学ぶ病気の基礎

（医療従事者や患者さんが病気を理解するために）

著者 大塚伸昭

令和元年 (2019 年）5 月 1 日初版 60 部限定出版（非売品）

（改元祝、 5 月 2 日 67 歳誕生を祝して）

印刷；宮崎紙工印刷株式会社

（宮崎市大字赤江字飛江田 931 番地

T皿0985-78-2324)

（出版に御足労いただいた宮崎紙工に感謝します）

〒880-2114 宮崎市大字富吉 2139 番地 灰療法人慶明会 富吉共立病院 内科

TEL 0985-48-2211 

email : nootsuka@ae.auone-net.jp(個人のメ ー ルですので遠慮無くどうぞ）

※本をお読みいただいた方、御意見、感想などをいただければ著者として嬉しく思います。
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