初版

序文

「わかりやすい病気の話＆人体解剖・薬の基礎知識」を自費出版しましたが、カラー
イラストを多用したり工夫をしたおかげで贈呈した先生方からは「わかりやすくて大変
参考になる」と好評でした。
今回は上記本を出版後、私の勤務する会社の産業医として職員の皆さん方へ配付した
資料をまとめて「続わかりやすい病気の話」としてとりあえず3冊自費出版する事とし
ました。
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続・わかりやすい病気の話
宮崎支社

平成 25 年 10 月
産業医 大塚伸昭

（カラー多用しているが、印刷用紙、プリンターは個人所有の物を利用している）

①（定期）健康診断の有用性と健診の限界について
②癌に対する基礎的な医学知識の解説（早期に発見出来る癌やその後の治療、早期に発見で
きにくい癌や臓器別による癌の進行度の違いなどについて）、オプション検査の解説
今回は予定を変更して健診や癌の基礎知識について解説します。というのは、最近「医者に殺
されないための４７の心得」という本が 100 万部を超える売り上げになっているというのを知りまし
たが、この中に記載してある事が医学的には全く間違っている事が多く記載してあるためです
（健診は意味が無い、早期癌は放置しろ等々）。皆さんがこういった本を読んで勘違いしないた
めに、今回もまた、医学的な基礎知識を解説する事にしました。
①健康診断の有用性と限界について
私自身が宮崎社会保険病院（現江南病院）の健診センター健診部長として３年半ほど
勤務していた事があり、健診の有用性と限界については良く理解しているので、その事から解説
します。
健診の持つ意義とは？
私自身は２つあると思っています。１つは胃癌など治療可能な癌を早期に発見する事、
もう一つは血液検査等により脂質異常、糖尿病等を早期に発見して心臓、脳血管障害を
未然に防ぐという事です。
ホームページ
健康診断の有用性について

検査成績の解説については私のHP「大塚先生の診察室」
（以下「大塚のHP」と略す）の３７５～４１２頁も参照して下さい）

(癌を診断できる）
癌の発見；特に胃カメラによる胃癌の
早期発見
※胃カメラを受ければ粘膜上皮内癌
の段階から発見できる。どうしても出来ない
方は医師が行う胃透視を受ける事！
腹部エコー(超音波検査）を受けている
場合

胃透視でも癌を見つける事は出来ますが、粘膜上皮
(いわゆる上皮内癌）や、その下の組織である粘膜固有
層の癌の発見は出来ません。
(大塚のHP２０９～２１１頁参照）
肝臓や腎臓は良く見える臓器ですから肝臓癌や腎臓癌
などの腫瘤発見にも有用です。腎臓癌も比較的手術成績
が良い。肝臓癌はウイルス、アルコール多飲者以外からは
発生しにくい。
(大塚のHP１７１頁参照）

健診の有用性(続き）
腹部エコー(超音波検査）を受けている
場合

医師によっては膀胱、子宮、前立腺の観察まで健診で
する方もいてこれらの癌の発見にも有用。
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※前立腺癌の発見には前立腺腫瘍マーカーのPSAも
有用。一般的な腫瘍マーカー（CEA)などは健診での有用性
が低い。これは前立腺癌の進行が比較的遅い場合が多い事
にもよる。 (大塚のHP２６７～２６８頁参照）
便潜血は大腸癌の発見にも有用

以前の便潜血は人以外の血液にも反応していましたので
刺身などを食べても反応していました。しかし、現在の便潜血
は人の血液にだけ反応するようになっています。
※現在は免疫学的便潜血検査が行われているため
上記のように人以外の血液では反応しない。

※私の所属していた宮崎大学医学部第1内科の
教授(同じ郷里の西都市出身でしたが）も痔があった
為に便潜血陽性があったにも関わらず検査が遅れて
大腸癌で亡くなられています。

但し、大腸癌、大腸ポリープ以外の疾患(例えば痔がある）
場合などにも当然反応する。大腸カメラ、透視は楽な検査
では無いので精査は大変だが、痔が無い人は必ず検査
を受ける事！痔がある人も数年に一回程度は受ける事
が望ましい。毎年受けるのも大変でしょうから。
※将来は3DCTの発達、或いは大腸カプセル検査等に
より、楽に検査を受けられるかもしれませんが、CTでは
放射線被曝の問題があり、カプセル検査では希に肛門
から排泄されずに手術が必要な場合もあります。

マンモグラフィーや乳房エコー検査
による乳癌の発見
※オプション検査になりますが、35才以上
からは積極的に受けて下さい。

マンモグラフィーは若い女性の場合には乳腺組織の発達
があるため診断が困難な事も多く、乳房エコーとの併用
が望ましい。乳腺組織の発達によりX線画像が雲のように
見える事も多い。高齢になるとマンモグラフィー単独でも
鮮明に見えてくる事が多い。
※大塚のHP407頁参照。乳房エコーやマンモグラフィーの
実際の写真も載せているので女性の方は是非参考にして
下さい。また、乳房の解剖、乳癌の解説は大塚のHP２６０～
２６１頁にも詳しく書いています。

検尿による尿潜血陽性が膀胱癌や
腎臓癌等の尿路系の癌発見の契機
となる事もある。
※腹部エコー検査を受けていない場合には
尿路系の臓器の癌の発見の契機として尿潜血
陽性がある。エコーでは尿管癌は発見出来にくい
ので、頻度は低いが尿管癌発見の契機ともなる。
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尿潜血は必ずしも癌だけでは無く、過激な運動
の後や腎臓の下垂(遊走腎）などでも発生する。
また、IgA腎症等の糸球体腎炎でも陽性となる。
蛋白尿と血尿が毎年健診で陽性の人は糸球体
腎炎がある可能性が高い。
※大塚のHP３７６～３７７頁参照

健康診断の限界

胸部レントゲン写真では肺癌は
早期に発見出来ない！

健康診断でも早期に癌を発見できない場合があります。
勿論オプション検査を受けない場合にも癌発見の機会が
少なくなるわけですが、この頁ではそれらについて解説します。

CTに比べて胸部レントゲン写真の解像度が低くCTでは1ミリ
程度の腫瘤でも発見できても胸部レントゲンでは5ミリから1センチ
程度まで大きくならないと発見できにく、腫瘤の性質によっては
3センチ程度でも発見できにくい場合もあります。
（大塚のHP１３３頁参照）
勿論、肺癌は喫煙者以外からも発生しますが、喫煙が肺癌、
喉頭癌などのリスクを高める事は当然です。従って、喫煙者
はブリンクマン指数(喫煙本数×喫煙年数）が４００を超えた
ら、CTをする事が望ましいが、放射線被曝の問題もある。
(喫煙を止める事が医療費減少になる！）
(喫煙の健康被害については大塚のHP１２６～１３９頁に詳しく
書いています）

腹部エコー検査でも膵臓癌
発見は困難。診断できても
進行が早く(癌の腫瘍発育過程
も関与するが）、治療が困難。

腹部エコー検査では肝臓や腎臓は小さな腫瘤でも発見しやすい
のですが、膵臓は肥満者等膵臓全体を見る事さえ困難な場合
もあります。また、膵臓の腫瘤として発見できる事が少なく診断が
困難です(膵管の拡張等が発見の契機となる事も多い）。
(大塚のHP４３～４４頁参照）
※現在でも膵臓癌手術可能な症例は全体の１０～３０％と低い。
また、膵臓癌の1年生存率は全体の平均で約５０％と低い。
私も膵癌と診断された場合には、積極的な治療をする事無く
対症療法をしたいと思っています。抗癌剤の使用が却って予後を
短くする事もありますので。
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２次健診を受ける意味について
健診施設によって異なりますが、通常は健診後身体診察、及び検尿（すぐに結果が出ない施設もある）、
胸部レントゲンや胃カメラ(透視)の検査結果について医師から説明を受ける筈です。これらの結果説明が
当日なされない施設に関してはその健診施設が適切に機能しているかを判断し直す必要があります。
※また、胸部レントゲン写真などはダブルチェックで複数の医師による検討が望ましい。施設によっては
放射線科の専門医が担当していて見逃しが少ないところもある。

直ちに検査を受ける必要のある健診結果の
記載について

一般の方々には当然分かりにくいと思いますが、我々医師が検査結果記載を見ると「癌の存在が疑われる
ので直ちに検査を受けるべき」だというのがあります。例えば胸部レントゲン写真で腫瘤様陰影とある場合や
腫瘤が辺縁不正、と記載してある場合には肺癌の疑いがあります。直ちに2次健診（CT等)を受けて下さい。
※但し、腫瘤と言っても良性の肺腫瘍もある。肺結核も結核腫と言って腫瘤状陰影となる事もある。
また、肺血管の断面が腫瘤のように見えたり合成像で腫瘤状に見える時など医師が診断に自信が無い
場合にも「腫瘤様陰影」と記載する事もある。CTではこのような事は無い。私の勤務していた健診センター
では胸写異常がある場合には以前のレントゲン写真と必ず比較していたが、前述のように胸部レントゲン
写真の肺癌診断能力は低いので以前のレントゲン写真で確認できない腫瘤に関しては精査としていた。
胃カメラの検査を受ける場合には癌を疑う所見があれば検査当日に「生検（せいけん）」と言って
組織を採取して病理組織検査に提出します。胃透視の場合にも当日説明をしている施設であれば
後日胃カメラの精査をして下さい、と言われる筈です。後日胃透視の検査結果だけが届いた場合、
以下のような記載の時にも直ちに検査を受けて下さい。

胸部レントゲンと同様に腫瘤、或いは腫瘤様陰影と記載してある場合。また、潰瘍と記載してあったり、潰瘍
周辺に膨隆がある、潰瘍が辺縁不正と記載してある場合には直ちに検査を受けて下さい。潰瘍には良性
の胃潰瘍もありますが、いずれにしても胃カメラの精密検査が必要です。
※逆に所見として良く記載してあるが訳のわからない記載の一つに胃透視の場合「辺縁不正(整）」という
のがあります。まず、心配要らない(診断能力不足）ですが、念のために精査を受けて下さい。
胃透視の場合に胃を膨らませるために発泡剤を服用しますが、膨らみが足りない場合など良く
このような記載をする場合があります。無論、スキルスタイプの胃癌でもこのような事もあり得るので
精査を受けて下さい。また、異角変形と言う記載も良く見かけます。これは実際には胃潰瘍や胃癌による
変形でも見られるのですが、透視撮影の仕方が悪くてこのように見える場合もあります。
胃透視で異常がある場合には結果的に胃カメラがまた必要ですから
精度の問題も含めて出来るだけ胃カメラを初めから受けて下さい。
(大塚のHP２１４頁参照）
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２次健診を受ける意味について

初めて尿潜血を指摘された場合

(続き）

尿潜血陽性は前述のように尿路系の癌以外にも過度の運動後
糸球体腎炎、尿路系の結石などでも出現します。
糸球体腎炎が無い場合でも尿潜血が多いと蛋白陽性となる事
もあります。

腹部エコー検査を健診で受けていない場合には尿路系の癌
(腎臓、膀胱、尿管）や結石等の有無の確認のためエコー
を受けて下さい。
尿再検で潜血があり、蛋白も出ていないのに腎、膀胱のエコー
で異常が無い合にはCT迄検査を進めて下さい。
(尿管腫瘍の除外のため）。

初めて便潜血を指摘された場合

痔が無い人で初めて便潜血を指摘された場合は、（通常
2日間便潜血を調べますが、一度でも便潜血が陽性
なら）、大腸カメラ,或いは注腸透視というバリウムを使用
した大腸検査を受ける事が必要です。

但し、大腸の検査は前述のように楽な検査では無く大腸カメラ
の検査は希ですが、大腸を穿孔させて緊急開腹手術が必要
となる事もあります。また、医師の技量が低いと直腸、上行結腸、
横行結腸付近までは観察できてもそれ以降の大腸を観察する
事の出来ない場合もあります。検査を受ける場合には事前に良く
調べて(出来るだけ検査症例の多い病院が良い）下さい。
※胃カメラで穿孔する事は現在はありませんが、大腸は胃壁と
比較すると薄く、大腸が人によって長かったり、腹部の手術を受け
た人は癒着している事もあり、大腸に穴を開けてしまう事もある。
胃カメラよりも技量(器用さ）が必要な検査です。

※大腸カメラであればポリープがある場合には当日切除する
施設もあります(小さい場合）。また、切除したポリープ断端に癌
組織が存在しないか通常は必ず病理組織検査に提出します。
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２次健診を受ける意味について

(続き）

癌以外の精査について
※2次健診で精査が必要なのは癌以外にも色々ありますので、これらについて簡単に解説します。
①尿潜血以外の検尿異常

尿糖陽性

健康診断では当然空腹時ですから、尿糖陽性は異常です。
食後は皆さん御存知のように食後2時間くらいまでは血糖値
は正常でも尿糖陽性の人がいて腎性糖尿と呼ばれます。
(大塚のHP37頁参照）
※一般的には腎性糖尿以外では血糖値が１７０mg/dl異常で
試験紙は尿糖陽性となります。
若い方で血液検査を受けていない人は直ちに血液検査を
受けて下さい。血液検査を受けている場合には血糖値やHbA1C
が測定してあるはずですから、空腹時血糖値１２６mg/dl以上、
HbA1Cが６．５%以上であれば糖尿病です。
※糖尿病の診断基準については大塚のHP39頁参照。
糖尿病全体の解説は大塚のHP２５～41頁を参照の事。

尚、血糖値が１００mg/dl以下の人は全く問題無いですが、１０１～１０９
mg/dlの人達は一応正常範囲としてしている健診施設が多いと思い
ますが(糖尿病基準では正常高値と呼びます）、これらの人達からは
糖尿病の発症が多くなっているという報告がありますので、食事や
運動に注意して下さい。
※大塚のHP39頁参照

尿蛋白陽性

※検尿異常については
大塚のHP376頁参照

尿蛋白は過剰な運動後や発熱等でも陽性になります。また、血尿
と同様に腎臓が下垂しても(遊走腎）蛋白の出る人もいます。
毎年蛋白尿が陽性の人は慢性糸球体腎炎の可能性が高いという
事になります。蛋白尿単独でも腎炎の可能性があり、血尿を伴う事
もあります。

只、腎機能（BUN；血中尿素窒素やCR；クレアチニン）が正常であれば
特に心配いりません。但し、尿蛋白の多い人は必ず病院を受診して
下さい。腎機能が正常でも食事内容や運動に注意が必要な場合も
あります。
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２次健診を受ける意味について

尿蛋白陽性

(続き）

健診は通常安静時に行っていますので、毎年蛋白尿が出ていれば前述のように
慢性糸球体腎炎の可能性があります。その診断には背中側から腎臓に針を刺して
腎臓の組織を見るという「腎生検」が行われますが、この検査は通常は薬を使用して
治療を行う必要のある場合などに行われます。

毎年、尿蛋白が＋程度で腎機能に問題が無ければ経過観察で十分でそれ以上の
精査は必要ありません。但し、尿蛋白が２＋以上で血中蛋白質も低い(アルブミンが
漏出しますが）、また下肢のむくみもあるなどといった場合には腎炎の中でも
ネフローゼ症候群になっている場合もありますから、必ず病院を受診して下さい。

尿沈渣

個人的には健診で尿沈渣は必要無いと思っている。尿沈渣というのは尿を遠心分離
して、試験管の下に沈殿した物質の事です。例えば病院に「頻尿」や「排尿時痛」
で受診した人の尿沈渣を調べて白血球が増加していたら、「膀胱炎」の診断となります
膀胱炎だけでは通常は発熱は無く、上記症状に加えて発熱や背部痛(あっても
無くても構わないが）あれば「腎盂腎炎」という診断になるわけです。
その他尿管結石などでシュウ酸カルシウムなどが見られますが、基本的には健診で
利用する価値は低い検査内容です。尿沈渣は通常健診では行っていません
※尿沈渣については大塚のHP３７６～３７７頁参照
膀胱炎については大塚のHP１７１頁参照の事。

赤血球数や白血球数

※血液一般検査については
大塚のHP３７８～３７９頁参照

赤血球数はばらつきが大きいので通常はHb(ヘモグロビン）やHt（ヘマト
クリット）が同時に検査されている。赤血球数が少ないのは大概は貧血
の中でも頻度の高い「鉄欠乏性貧血」であるが、この貧血には消化管
出血や子宮筋腫などを原因とする事もあるので、注意が必要である。

貧血には鉄欠乏性貧血の他にもビタミンB１２不足を原因とするものなど
がある。白血球数の増加は炎症でもあり得るので健診前後に発熱など
が無かったのかを確認する必要がある。但し、感冒などのウイルス性疾患
では、上昇せず逆に減少する事もある。白血球数が1万以上あれば白血球
の形に異常が無いかを調べる白血球分類をしてもらう必要がある。
※白血球の著明な増加の場合には慢性白血病のくすぶり時期である事
もある。その他、白血球数が逆に減少する場合にも色々な病気があるが
血小板や赤血球なども総て減少する病気に「再生不良性貧血」
や骨髄性白血病等もあるので、いずれにしても病院での精査が必要。
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健康診断のオプション検査について
通常の健康診断では発見の出来ない癌、或いは心臓、脳血管の異常を見つけるために特に人間ドック
においては時には過剰？とも思える検査が追加されています。以下、これらのオプション検査について
解説します。

※頭から下肢へと順番に解説していきます。

①頭部(脳）のオプション検査

既に脳ドックとして一般的に名前も普及していますが、脳腫瘍、くも膜下出血の原因となる脳動脈瘤、
脳梗塞等が診断できます。CTは被曝量の問題もあり、動脈瘤を発見できない事などもあり、一般的には
MRI(場合によっては造影剤を使用する造影MRI)が行われます。
※CTは（Computed Tomography） でコンピューター断層撮影
MRIは(Magnetic Resonance Imaging)で核磁気共鳴画像診断
(大塚のHP411頁参照；これらの解説
もあり）
脳腫瘍には良性で比較的進行が遅く切除可能な髄膜腫や悪性度の高いものまで様々です。
脳ドックで発見される脳動脈瘤は急死或いは重篤な合併症を引き起こすくも膜下出血を未然
に防ぐ事が出来るようになったという点では大きな進歩です。ただ、その一方でくも膜下出血
発症以前動脈瘤を手術した症例の約１％に死亡例（０．２％）や永久障害残存もあり、難しい問題
です。
※５ミリメートル以上の動脈瘤になるとくも膜下出血の危険性が高まり、場合によっては
死に至る事を考えれば発見された場合には予防的に手術を受ける事が良いのかも
しれません。これらの詳しい解説は大塚のHP６８頁を参照して下さい。
脳MRIでは高齢者になると、高血圧や糖尿病などの動脈硬化リスクの無い人でも小梗塞を
発見してしまいます(笑）。こういった点が余計な検査をして心配させてしまうという一部の医師
の見解のようですが、小梗塞を発見された事でその後の食生活や運動など動脈硬化を少し
でも減らす方向へ行けば良いのでは無いでしょうか？
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健康診断のオプション検査について

(続き）

②頸動脈エコー検査

頸にある頸動脈に超音波を当てる事で動脈の壁の厚さを測定します。これらが動脈硬化があると肥厚する
事で動脈硬化の診断が可能です。頸動脈の動脈硬化が強いとこの部位で血管が詰まって脳梗塞の原因
となる事もあります。この場合には脳梗塞の範囲が広くなり、予後不良となる事が多くなります。
※大塚のHP４０４～４０５頁参照

③甲状腺エコー検査

通常の健康診断でも頸部を触診しますが、これは甲状腺の腫大や頚部リンパ節の腫大が無いかなど
を確認します。しかし、小さな甲状腺癌などは発見できないので甲状腺エコー検査をオプション検査と
して追加しているところもあります。ちなみに甲状腺癌は前立腺癌同様比較的予後が良く、進行が遅い
事が多く、甲状腺癌の９０％を占める乳頭癌の10年生存率は９５％近くあります。
※大塚のHP122頁、４０５頁参照
甲状腺全般の解説は114~125頁参照

④心臓の検査(心臓ドック）

脳ドックに比べると心臓ドックはまだ一般的になっていないが、CTの進歩により、以前のように動脈
を穿刺して検査していた心臓カテーテル検査の必要が無く心臓を栄養している冠状動脈(冠動脈）
の狭窄の有無を確認できるようになった。

健康診断でも心電図(安静時心電図）を記録するが、実はこの心電図異常は冠動脈狭窄があっても
通常は７５％以上狭くならないと「虚血性心疾患」という判断の出来る心電図異常が出現しない。
これは水を流す時のホースを考えてもらえればわかりやすい。少々ホースを狭くしても水量は変化無い。
高血圧や糖尿病、喫煙者などで労作時の胸痛や息切れなどがある人は検査してもらうと良い。
ただ、まだ一般的には普及していない。宮崎市内では私の指導した循環器の後輩が行っている。
※心電図は私など循環器専門医が見ると、診断基準には達していないが虚血を疑わせる所見を
発見できる事も多い。心電図は循環器専門医で無いと判定が困難な事も多くある。
※上記の心臓ドックで仮に冠動脈に狭窄が発見されても通常は７５％以上の狭窄で無いと冠動脈
拡張術の適応とはならないので、内服での治療となる事もある。
※大塚のHP１１１頁参照。心臓全体の解説は大塚のHP91～113頁を参照の事。
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健康診断の持つ意義(まとめ）
健康診断の持つ意義や限界について解説してみました。更に詳しく知りたい場合には大塚のHPの頁数
も同時に記載していますのでそちらも参考にして下さい。また、宮崎支社、営業所には最初に発行した
私の本もありますので、そちらも職員の方は参考にして下さい。
※大塚のHPはYahoo!やグーグルで「大塚先生の診察室」で検索すれば出てきます。

健診の問題点について

健診は有用ですが、また健診の限界(診断出来ない)といった点以外にも問題があります。
例えば健診施設によって精査、要治療、経過観察の血液検査或いはその他の検査の基準
が異なる、という点です。従って我々医師の立場から見ると勿論、今迄記載してきたように
直ちに検査を受けるべきだという人もいれば、これは経過観察でも十分だという人もいます。

つまり、経過観察で十分な人まで要精査にしてしまうと、余計な医療費の支出にも繋がり
兼ねないという懸念です。こういった点が最初に記載しましたが、健診不要論の一つにも
なっているのではないか？と思います。

しかし、そう言っても一般の人達にはなかなか判断が困難だと思いますので、少なくとも
宮崎支社内においては健診結果或いはその他色々な病気の事、症状質問があれば
私に相談して下さい。御家族の方の事でも構いません。また、私が1年半余りで多分
会社を離れますが、その際には私個人の連絡先も教えておきますから、遠慮せずに
相談して下さい(笑）。勿論無料で受け付けます。(笑 ２ ＝笑いの2乗）
※臨床医を離れて長くなりましたが、色々な方々から病気の相談を受けてそのお手伝い
が出来る事は今迄も医師として大変嬉しく感じていました。
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続わかりやすい病気の話
宮崎支社

平成 25 年 12 月
産業医 大塚伸昭

※カラー多用しているがプリンター

印刷用紙は個人用を使用

※イラストの殆どは「can stock photo(http://www.canstockphoto.jp」から有料でダウンロードしている

めまい、耳鳴り、難聴の話
今回はめまいなどを中心にイラストを出来るだけ多用してわかりやすく解説していき
たいと思います。めまいはポピュラーな疾患であり、皆さんも経験された事があると思
とう い
います。私自身も数年前に「良性発作性頭位めまい症」に 1 ヶ月くらい罹患しました(後
ほど解説します）。
「めまい」は大きく分けると「①回転性めまい」といって天井がくるくる回るような「め
まい」と「②動揺性(浮動性）めまい」といってフラフラ、或いはフワーッとするような
「めまい」の 2 種類があります。回転性めまいは殆どが耳の異常から来ますが、時に小
脳梗塞、小脳出血で起こる事もあります。動揺性めまいは殆どが脳に関係します。
※その他いわゆる「立ちくらみや失神発作」の類いもめまいに分類する事もあります。
これらについて解説していきますが、上記のように耳の色々な器官の異常と「めまい」
は深く関係していますので、例によって耳の解剖などからわかりやすくイラストを使用
して説明します。尚、耳の解剖、病気については私の HP(ホームページ）「大塚先生の診
察室（http://nootsuka.net/）」の本の 201~205 頁でも簡単に解説していますので、こちらも
参考にされると理解が深まるかと思います。
※以前から記載していますが、最近はテレビ、本や雑誌、或いはインターネットなどで
健康情報を見聞きする事が多くなっています。これらの中には誤った情報も多くありま
す。皆さんが基礎的な医学知識を理解していただくための参考になるように今回も記載
しています。
めまいに随伴する症状の有無が重要です

殆ど
まいは
め
性
回転

（必ずしもはっきり2つのめまいを

常
らの異
は耳か

区別出来ない事もある）

※動揺性めまいはグラグラ、浮動性めまいはフアーッと
するめまいとして区別している本もありますが、この文書では

（めまい患者の70～80％は回転性めまい）

同じめまいとして記載しています

天井がくるくる回るような回転性めまいは耳から
くる事が殆どですが、呂律が回らないなどの構語
障害や片麻痺などを伴う時には小脳障害の可能
性もあり、直ちに病院を受診して下さい。

フラフラするような動揺性(浮動性）めまい
は殆ど脳の異常から来ます。その他、ストレス
自律神経異常、強い貧血などでも起こります
※脳の異常といっても心配不要な場合が多いですが、脳腫瘍、
脳虚血でも起こる事もあるので症状持続する場合にはCT
やMRI等の検査も必要です。
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耳の解剖
がい じ どう

※まず、大まかなイラストを下に示します。耳から鼓膜までは「①外耳道」があって個
人差がありますが、 外耳道の長さは約 25mm（2 センチ半）です。外耳道の奥に「②鼓
膜」があって、これも個人差がありますが、鼓膜の大きさは直径約 1 センチで厚さが約
0.1mm です。
音はどうして聞こえるか？というと、この鼓膜が振動して鼓膜と連結している
3 つの小
じ しようこつ
さな骨(耳 小 骨)を振動させます。その振動が下のイラストでカタツムリの様な形をした
かぎゆうかん
③カタツムリ管(蝸牛管）に伝わって音を伝えます。後でまた解説します。

つち骨

耳輪

きぬた骨

この3つの骨を耳小骨と呼びます。
鼓膜の振動がこの骨を振動させます。

あぶみ骨

三半規管

耳介(じかい）

鼓室

これらの神経が
耳の情報を脳へ
伝達します。

①外耳道

前庭神経と蝸牛神経

③カタツムリ管

(約２５mm）
側頭骨
②鼓膜

耳垂（じすい）
耳たぶは解剖学では
耳垂と呼びます

耳管（じかん）

内耳孔という頭蓋骨の穴
を通って神経は脳（脳幹）
へ連絡します。
口腔内

（耳管の長さは約3.5センチ）

耳管は通常は閉じていて
咀嚼（そしゃく）や嚥下時に
開きます。また、中耳の換気
排泄、防御にも役立って
います

！
痛い
中耳炎が子供に多いのは
何故？

耳管（じかん）は鼓膜と口腔内を連結しています。飛行機に乗った時に、耳が
ボーッとなったら唾を飲み込むのは耳管を通して気圧調整が出来るからです。
逆にスキューバダイビング(私も以前していましたが）では気圧(水圧）が高く
なった時に気圧調整が出来ない人は(耳抜きと呼びますが）鼓膜が破れて
(鼓膜穿孔）しまいますので、スキューバダイビングが出来ません。水中で鼓膜
が穿孔すると、強いめまいが起こって上下左右がわからず、大変危険です。

この耳管は中耳炎の発生とも関連します。大人になると殆ど急性中耳炎は
起こりませんが、子供は良く中耳炎に罹患します(私の子供3人も罹患しました）
これは耳管が子供の頃は短く口腔内の細菌、ウイルスが中耳に到達しやすい
のも一因です。また、耳管が子供の頃は水平に近く、太いのも口腔内細菌が
中耳へ入りやすい原因となります。
中耳炎の殆どはこの耳管を通して発生します。
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耳の解剖(続き）
耳の中で鼓膜は直接見る事が出来ます。下に色々な鼓膜を見る事の出来る器具を
紹介します。ラッパのような形の耳鏡はネットで400円くらいで購入できます。
光を反射鏡に当てて
耳の中を見ます

光

反射鏡(額帯鏡とも呼びます）

耳鏡を耳に当てて
反射鏡で光を当てて

古典的な耳鏡

この形の耳鏡は電池が入っていて
光源があるので直接見えます。

鼓膜を見ます

(ネットで400円程度
で売っています） ※耳介を少し引っ張って上に上げると
外耳道が真っ直ぐになって見えやすく

※これはネットでも1万円弱します

なります

鼓膜は下のように見えます
鐙（あぶみ）
つち骨

つち骨

きぬた骨
あぶみ骨

鼓膜に直接接しているつち骨は上図の
ように見る事が出来ます。

3つの耳小骨はそれぞれの形から
名前が付けられています。例えば
あぶみ骨は乗馬の時に足を掛ける
場所の鐙（あぶみ）に形が似ている
のであぶみ骨と呼ばれます。
中耳

鐙（あぶみ）
内耳（ないじ）

外耳道

管
耳

この部分に吸引チューブを付ければ
耳垢なども吸引できます。私も以前
西都市で開業している後輩耳鼻科医
に大きな耳垢を吸引してもらいましたよ！

耳介から鼓膜までを外耳と呼びます。
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三半規管やカタツムリ管は
側頭骨 頭(蓋骨）
の中にあり、
この部分は内耳と呼ばれる。

耳鼻科の先生が
使用する内視鏡

耳の解剖(続き）
ちょっと脱線して耳垢の話！

耳垢は単なる厄介者だけでも無い！という話です

外耳道の粘膜下には皮脂腺や汗を分泌するアポクリン汗腺類似の作用を持つ耳垢腺というのがあり、
これらの分泌物が耳垢の原因となります。耳垢には種々の蛋白質や皮膚のはがれ落ちた成分が含まれ
ていますが、外耳道の抗菌作用も持っています。また、皮脂腺や耳道腺の分泌物によって異物が外耳道
の奥まで入り込まないような働きも持っています。
耳介には軟骨があります

側頭骨
三半規管やカタツムリ管(蝸牛管）
などの内耳と呼ばれる部分はこの
側頭骨内に存在します。

外耳道
耳たぶ(耳垂）には
軟骨はありません

外耳道の外側１／３は弾性軟骨
で構成されます。

外耳道の２／３は頭蓋骨の一部である側頭骨で
構成されています。

音はどのようにして鼓膜から脳へと伝えられるのでしょうか？
カタツムリ管の中はリンパ液で

三半規管は音を伝えるのには関与しません

満たされています。

三半規管
蝸牛神経

耳小骨

音
リンパ液

鼓膜
鼓膜の振動が3つの耳小骨
を振動させます。

耳小骨の振動はカタツムリ管へ
伝わります。カタツムリ管の中の
リンパ液の振動が有毛細胞を
揺らせます

蝸牛神経
有毛細胞

わる
脳へ伝

有毛細胞の振動は電気的な信号
へと変換されて蝸牛神経→脳へ
と伝わります。
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めまい(回転性めまい)の話
回転性めまいについて解説しますが、やはりこれらを理解するためには解剖学的な基礎
知識が必要ですので、出来るだけわかりやすくイラストなどを使用して説明します。
どのような仕組みで、人間の体は回転運動を感じているのでしょうか？
例えば遊園地のコーヒーカップで水平方向にぐるぐる回された時の
事を考えてみましょう。

三半規管の中で水平方向の回転を感じる外側半規官の中には
リンパ液が入っていてこれがぐるぐる回ります。

三半規管の中はリンパ液
で満たされている

カタツムリ管
側頭骨

リンパ液の回転運動を
クプラが感知する

蝸牛神経や
前庭神経

膨大部稜

帽子の様な
形のクプラ

※上図はイメージイラストです

リンパ液

三半規管の中には膨大部稜という部分があってこの中にある帽子のような形
をしたクプラと呼ばれる有毛細胞があってこれがリンパ液の回転運動を感知
します。難しそうに感じるかもしれませんが要するに回転感知センサーが人間
の体には付いていると考えればわかりやすいと思います。

コーヒーカップから降りた後もめまいがするのは、三半規管の中の
リンパ液の回転がすぐには止まらないからです。

三半規管には水平方向の回転を感知する以外に上下の垂直方向を感知出来る前半規管や
後半規管があります。これらの回転運動を感知出来る半規管が3つあるので三半規管と呼ばれ
ます。この3つの半規管で色々な方向の回転運動を感知します。
人間の体は良くできているなーと、思いませんか？
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めまい(回転性めまい)の話(続き）
また少し脱線しますが、
回転運動は三半規管が担当しているという事がわかりましたが、それでは体の傾きや走ったりした時の
直線運動、或いは加速運動は耳の中のどの器官が感知するのでしょうか？

体の傾き、直線、加速度運動を感知するのは、三半規管とカタツムリ管の間にある前庭部という
器官です。卵形嚢、球形嚢と呼ばれる2つの器官が担当しています。これらの器官には耳石という
小さな小石のような物質が有毛細胞の上に乗っていて、これが移動して体の傾きなどを感知します。

カタツムリ管

三半規管

三半規管とカタツムリ管の間の前庭部を拡大すると
下の図の様になる。有毛細胞の上に多数の耳石（炭酸
カルシウム）が乗っかっている。

耳石と呼ばれる小石のような小さな物質が有毛細胞の
上に多数乗っかっています。

じせき

耳石

有毛細胞の数は数万個も
あります。

耳石の電子顕微鏡写真
耳石という名前がついて
いるが、実際は炭酸カルシウム

有毛細胞

が主成分の結晶です。

体が傾くと耳石が移動してその下にある
有毛細胞がその移動を感知します。
傾き、直線運動、加速度感知センサーです。

体が傾くと？

アキバ系のお兄さん

その他、地球の重力などもこの耳石器が感知します。
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めまい(回転性めまい)の話(続き）
今まで解説してきたように耳には音を聞くという働き以外にも回転運動や傾きなどを
感知する働きのある事がわかりました。しかし、これらの耳の器官の働きはあくまでも
末梢の感覚センサーであり、実際にはこれらの情報が脳に伝達されなければなりません。
耳から脳(大脳や小脳)に情報が伝達されるまでのネットワークの途中には色々な器官
(例えば目、脳幹など）の情報も連携するような複雑なネットワークシステムが人間の
体にはあります。そこで、それらの仕組みについても簡単にイラスト化してみました。
本当はもっと複雑なシステムなのですが、下図には簡単に情報交換の器官だけ表現しています。次頁
からは具体的なめまいを起こす病気を紹介していきますので、その中でまた詳しい解剖などはイラスト
で表現してみます。

小脳

前庭神経核

脳幹は脊髄と連絡して
いて、
延髄、
橋、
中脳の
３つから構成されます。

脳幹

視覚情報も大脳へ伝達する途中で
ネットワークに参加している！
テレビなどで揺れる画面が出ると
自分も揺れているように感じる

脊髄

前庭神経と蝸牛神経は一緒になって
聴神経（内耳神経）となり脳へ情報伝達

前庭神経は回転運動や
傾きなどの情報を脳へ伝達する

耳からの情報は脳幹部分など色々な部位で神経情報
が連携している。従って、小脳梗塞や小脳出血でも
回転性めまいを感じる事がある。
前頭葉
側頭葉

蝸牛神経は音を伝える
鼓膜

カタツムリ管

蝸牛神経からの音の情報は
最終的には大脳の聴覚野
（側頭葉にある）まで送られて
音を感じます。
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小脳
小脳は主に体の平衡感覚や運動を
コントロールしている。

めまい(回転性めまい)の話(続き）
これからは「回転性めまい」を起こす代表的な疾患を幾つか紹介していきます。
まずは皆さんも良く聞かれる事があると思いますが、メニエル病から解説します。
メニエルというのはフランス人医師の名前に由来するので以前はメニエル氏病とも呼ん
でいましたが、現在はメニエル病が正式な病名となっています。

①メニエル病

症状は？

①数十分から数時間続く激しい回転性めまい(突然起こる事が多く、めまいに伴い嘔吐なども出現します）
また、繰り返し起こる事も多い病気です。
※メニエル病の診断基準では上記２項目の症状に加えて、その他の
②（反復して起こる）耳鳴り、難聴、耳閉感
病気が否定された時に確定診断が付けられる、としています。

原因は？
※最近はメニエル病とストレスの関係が重視されています。

カタツムリ管の中のリンパ液が増加する事により起こると考えられています。詳しいメカニズムは
下のイラストを参照して下さい。
三半規管

蝸牛神経
カタツムリ管

カタツムリ管の中は左イラストのように通常はリンパ液が
前庭膜や基底膜によって外リンパ液と内リンパ液に分かれ
ています。

メニエル病ではこの正常状態がどう変化するのでしょうか？
①メニエル病ではストレス等を誘因として
この内リンパ液の増加が起こります。

前庭膜
（ライスナー膜）

外リンパ液
内リンパ液

有毛細胞
有毛細胞は音を
感じる細胞です

（ゆうもうさいぼう）
基底膜（基底板）

外リンパ液

蝸牛神経

②この内リンパ液の増加は内リンパ水腫と
呼ばれますが、内リンパ液の増加によって
下にある有毛細胞を刺激して耳閉感や
耳鳴り、難聴が起こります。
（音の情報を
脳へ伝える）

カタツムリ管の中を拡大すると上図のようになっています。
前庭膜や基底膜によってリンパ液は外リンパ液と内リンパ液
に分離されています。
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③内リンパ液の増加が大きいと、前庭膜
を破って外リンパ液と混ざる事もあります。

カタツムリ管は音を伝える器官なのに
なぜ、メニエル病でめまいが起こるか？
というと、このリンパ液の異常が三半規管
へも影響するからです。

①メニエル病(続き）

どの年代に発症患者が多いのか？男女差は？どんな職業の人に多い？
患者数はどれくらい？

一番多いのは３０才代後半～４０才代前半となっています。但し、最近は高齢者の発生も多く
なっています.男女差は殆どありません。また、ストレスなどが誘因となる事も多く(原因は特定
出来ていませんが）専門職や技術職の人達の発生頻度が多いようです。
患者数は１０万人あたり、１５～１７人となっています。(以上厚労省資料や、難病情報センター資料による）

治療方法は？

重曹の事

回転性めまいの急性期にはメイロンという炭酸水素ナトリウムの静脈注射を行う事もあるが、、
私が病院勤務時代にも使用していましたが、現在でも静注する事があります。但し、回転性
めまいはメニエル病では自然経過でも数時間で軽快する事が多いので、本当に効果がある
のかは疑問ですが。
回転性めまいが治まった時期に使用する内服薬としてはどのような薬が使用されるのか？
いわゆる抗めまい薬と呼ばれる薬の中には疑問を持つような物もありますが、一般的には
内耳の血流を増加させるという事でメリスロン(一般名： メシル酸ベタヒスチン ） などが良く使用
されます。内リンパ液を減少させるために利尿剤の類いも使用されます。（イソバイド）
※しかし、実際には効果に疑問のある薬も多いので注意が必要です。

メニエル病に対する手術治療があるのでは？
リンパ液の増加に対してカタツムリ管の手術（内リンパ嚢解放術）をしていましたが、効果に疑問
を持つ耳鼻科医もいます。メニエル病が自然経過で良くなる事が多いので効果が確認
できにくい事も一因です。その他三半規管や前庭部の情報を脳へ伝える前庭神経を切断して
しまえば症状が改善するのではないか？という事で「前庭神経切断術」 という少々荒っぽい？
手術もあります。
三半規管などの情報を脳へ伝える前庭神経を
切ってしまえ！ （前庭神経切断術）

前庭神経
や蝸牛神経

内リンパ液の増加が原因だから
この部分を切除して減圧しよう！
（内リンパ嚢解放術）

？
がある
果
効
に
ほんと
もし、手術を受ける

メニエル病の予後は？

場合には良く説明を
受けて下さい。

もちろん寿命に対する影響はありませんが、回転性めまいが反復する患者さんはリンパ液
増加によって聴覚細胞である有毛細胞が障害を受けるために、聴力低下が起こり、難聴
になる人もいます。
メニエル病では難聴
になる人もいる

※メニエル病は通常は片側に起こるが
約30％は両側耳に起こる
（新耳鼻咽喉科学

南山堂2012

（特に低音部の難聴）

180頁参照）
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？
すか
で
何

めまい(回転性めまい)の話(続き）

②突発性難聴

※この突発性難聴も皆さん良く聞かれる事のある病気だと思います。

症状は？
突然発症する難聴。（内耳障害による難聴なので感音性難聴と呼びます。後で難聴の解説の時に
説明します。）また、回転性めまいを起こす事もあります。ただし、メニエル病のように反復してめまい
は起こらない、というのがこの突発性難聴の診断基準となっています。従って、めまいを繰り返す場合
は突発性難聴では無い、という事になります。

原因は？
２つの原因説が有力ですが、断定はできていません。
①カタツムリ管や三半規管などへ血液を送る動脈の循環障害で発症する
②カタツムリ管の情報を脳へ送る蝸牛神経がウイルスに感染して起こる
突発性難聴の原因の一つと考えられる血液循環障害の解説を下のイラストで簡単に説明します。
椎骨動脈から分岐して内耳（三半規管やカタツムリ管）
へ分布する迷路動脈などの血管は細いため血流障害
が起こりやすい。

迷路動脈

前庭動脈

総蝸牛動脈

椎骨動脈の分岐した血管
が内耳へ血液を送る

カタツムリ管

小脳

三半規管
内頸動脈
（脳などへ血液を送る）
椎骨動脈
外頸動脈

椎骨動脈が背骨側面の穴を通って脳へ血液
を送っているので、高齢化して脊椎の変形が
起こっても椎骨動脈を圧迫して血流不全を
引き起こす。めまいなどの原因となる。

（顔面などへ分布します）
椎骨動脈は背骨側面の椎間孔という穴を通って脳へ
いきますが、椎骨動脈の分岐が小脳や内耳へ血液を
送っていきます。
総頸動脈
椎骨動脈は左右２本ずつあります。鎖骨下動脈から分岐した血管です。
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めまい(回転性めまい)の話(続き）

②突発性難聴（続き）
２番目の原因説のウイルス感染説について

前庭神経や蝸牛神経

カタツムリ管から脳へ情報を送る蝸牛神経がウイルス感染
によって障害される。また前庭神経も隣接して走行している
ので、前庭神経障害も起こりやすくなって、回転性めまいが
起こります。
脳へ情報が送られる

ウイルスが蝸牛神経
に感染して障害する！

ウイルス
突発性難聴の患者数は？どの年代が一番発生が多い？
職業によって発症しやすい人がいるの？
患者数は全国で約3万５千人、男女差は無く、50～60歳代での発症が多い傾向にあります。また、
罹患しやすい職業は無いようです。
（以上、難病情報センター資料による）

突発性難聴の治療法は？

※高圧酸素療法も行われることがありますが、効果は疑問です。

原因が特定できていないのですが、血流障害を改善する意味で血流増加薬や代謝改善薬等が
使用されます。また、一般的に神経修復作用があると言われるビタミンB12などのビタミンB複合剤
なども使用されます。また、ウイルス感染説を重視すれば炎症を抑えるという観点からステロイド剤
の使用も行われますが、安易なステロイド投与は副作用の観点から注意が必要です。
※耳鼻科の先生には失礼ですが、耳鼻科領域では安易にステロイド処方される事が多く注意が必要です。短期間のステロイド
投与はそれほど心配いりませんが、2週間のステロイド処方で「うつ病」を誘発してしまった症例を身近に知っています。

突発性難聴の予後は？
もちろん、生命そのものに対する予後は良好ですが、メニエル病と同様に難聴が持続して改善しない
人もいます。
※突発性難聴は一般には片側性で有り、両側の突発性難聴の割合は約7％と少ない。
また、聴力が１ヶ月以内に回復しない場合やめまいを伴った症例では回復困難な事が多い。
（新耳鼻咽喉科学
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南山堂

2012

193頁参照）

めまい(回転性めまい)の話(続き）
③注意が必要な小脳の障害による回転性めまい（小脳梗塞、小脳出血、小脳腫瘍など）
回転性めまいを引き起こす代表的な疾患として①メニエル病②突発性難聴を解説してきましたが、
これらはいずれも耳が原因の病気でした。しかし、これから解説する小脳病変による回転性めまいは
時に命に関わる疾患なので注意が必要です。
小脳へは目や耳あるいは筋肉などいろいろな部位から
情報が伝達され、今度は体の各部位へ指令を出す
働きがあります。
小脳には1000億個以上の神経細胞がある
（大脳の神経細胞は150億個）
小脳へは椎骨動脈や脳底動脈から分岐した上小脳
動脈、前下、後下小脳動脈などが血液を送っています。
目や耳からの情報も
小脳へ伝わる

これらの血管の梗塞、出血などでも回転性めまいが起こる
事があり、注意が必要です。構語障害や頭痛、麻痺、しびれ
等を伴う事もありますが、これらの神経学的所見が無い事も
あります。

小脳
小脳からは筋肉など
体の各部へ指令が伝達
される

脊髄

筋肉などの体の情報も
小脳へ伝わる
小脳を下から見た図

従って高齢者や動脈硬化の危険因子のある人（ヘビー
スモーカーや高血圧、糖尿病など）は、初めて回転性
めまいを感じた時にはMRI（或いはCT）をした方が良い
と思います。
※脳梗塞初期段階ではCTでは所見が確認できない事もあるので
MRIを推奨します。

上小脳動脈

脳底動脈

小脳を横から見た図

前下小脳動脈

小脳

小脳

後下小脳動脈

小脳

後下小脳動脈の血栓による梗塞は
ワレンベルグ症候群と呼ばれて医学生

椎骨動脈

椎骨動脈

の試験にも良く出てくる！

小脳へ血液を送る脳底動脈や椎骨動脈に血流障害が起こっても（椎骨・脳底動脈
循環不全）回転性めまいが起こる事があります。動脈硬化などで血管が狭くなるとこの
障害が起こります。
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めまい(回転性めまい)の話(続き）
前庭神経炎も聴神経腫瘍も前庭神経の障害
を引き起こします。聴神経腫瘍は前庭神経に
発生する腫瘍ですが、基本的には良性です。

④a)前庭神経炎とb)聴神経腫瘍

前庭神経（回転運動や体の傾きなどの情報を脳へ送る）
蝸牛神経（音の伝達に関与する）
カタツムリ管

④a)前庭神経炎
前庭神経炎は血流障害或いはウイルス感染などが原因と考えられています。メニエル病や突発性難聴
と同様に回転性めまいがありますが、こちらは音を伝える蝸牛神経との関係が無い事より難聴が無いと
いうのが確定診断の根拠となります。
※前庭神経炎は感冒などのウイルス感染症の後に発症する事が多く、ウイルス感染との関連が強い
とする報告が多いようです。

④b)聴神経腫瘍

めまいは回転性めまいの他浮動性

基本的には腫瘍は良性で（神経鞘腫）
前庭神経由来が多いが蝸牛神経から
の発生もあります。

めまいとして感じる事もあります。

腫瘍
三半規管

前庭神経
蝸牛神経
カタツムリ管

片側だけの耳鳴り、難聴
から症状出現する人も
います。また、顔面神経が
近くにあるため、顔面神経
麻痺で発症する人もいます

腫瘍

治療方法
中年女性に多く発症する傾向にあります。治療と
しては、3センチ以上の場合には外科的切除が通常
行われます。最近は、3センチ以下では放射線照射
（ガンマナイフ）も良く行われるようになっています。

小脳
聴神経腫瘍のMRI画像
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腫瘍の発生頻度は5万人
に1人くらいと少ない。
最近はMRIによって早期に
発見できる事も多い。

めまい(回転性めまい)の話(続き）
⑤良性発作性頭位めまい症

※原則としてめまいだけで、難聴や耳鳴りは無い

この病名も時々聞かれる事があると思います。実は、私自身もこの病気に数年前に１ヶ月間ほど罹患した経験
を持つので症状なども良く理解できます。医学書には「１ヶ月程度で自然に良くなる」と記載してありますが、
その通り、私も１ヶ月で直りました。回転性めまいや動揺性めまいを感じます。

良性発作性頭位めまい症の原因は？
前庭部の耳石が移動して三半規管に迷入するのが原因だといわれます。こう書いても難しいので下に
イラストで示します。

三半規管

三半規管

前庭部

前庭神経

蝸牛神経
カタツムリ管

耳石
カタツムリ管
鼓膜

耳石の電子顕微鏡写真

耳石
本来は前庭部にあるはずの耳石が何らか
の形で三半規管に迷入してしまう！

良性頭位発作性めまい症は最近増加傾向にあり
めまい外来患者の半数近くを占める、という報告
もあります。

どんな症状があるの？
これは、私も体験したので良くわかりますが、私の場合には「朝、起き上がる時だけ数十秒間浮動性～
軽い回転性のめまい」が起こりました。その後は一日中何も症状が出現しませんでした。
私の場合には起き上がる時だけ起こりましたが、人によって頭をどの方向に動かすか？によってめまい
が起こります。たとえば頭を下にした時だけ起こるとか、逆に頭を上にした時だけ起こる等々。
これは、耳石がどの三半規管に迷入するかによって決まります。特定の頭の位置だけでめまいが起こり、
難聴や耳鳴り耳閉感などが無い場合にはこの病気を考えます。
※ただし、一般の方はその他の病気と鑑別が付きにくい場合もあるといますので（重篤な疾患を見逃すと
いけませんので）耳鼻科を受診して必要な検査を受けてください。
特に小脳腫瘍
※頭を動かしてめまいに対して体を慣らすエプリー法などもあります。症状のひどい人は試して下さい。

（具体的な方法はネットでエプリー法で検索すれば出てくると思います。）
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めまい(回転性めまい)の話(続き）
⑥脳動脈瘤がめまいを引き起こす事もある
下にイラストを示しますが、耳から前庭神経が脳へ連絡する途中で脳動脈瘤が内耳神経を圧迫しても
めまいを起こす事があり、回転性めまいや動揺性めまいの原因になります。
下に２枚のイラストを示しますが、いずれも脳を下の方から見たものです。左側は脳神経を示します。
右側は脳の血管を示しています。
脳を下から見たイラスト。黄色は脳神経を示す。

脳を下から見たイラスト。赤色は血管を示す。

脳底部のこの部分はサークル状
にお互いが連結していて
ウイリス動脈輪と呼ばれる

眼球

（動脈瘤の出来やすい場所でもある）

前大脳動脈

視神経
嗅神経

中大脳動脈

動眼神経

橋

脳底動脈

顔面神経

動脈瘤
延髄
脊髄

小脳
（小脳半球）

上小脳動脈

小脳
（小脳半球）

動脈瘤が聴神経
を圧迫すると、めまいの原因
になります。

聴神経（前庭神経
と蝸牛神経）

小脳

椎骨動脈

動眼神経を脳動脈瘤が圧迫すると、動眼神経麻痺
が起こり、眼瞼下垂や瞳孔散大を起こします。
左上図のように橋、延髄などの脳幹からは10対の脳神経が出ていて各器官と脳との情報伝達経路
となっています。

※脳神経は全部で12対あり、脳幹から10対出ている

脳幹は橋（きょう）、延髄と中脳（橋の上にあって大脳と連絡している）の3つから構成されています。
（視床、視床下部、下垂体などの間脳を含めて脳幹と記載している本も見かけますが、医学的には脳幹は
橋、延髄、中脳の3つを指します）
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などが
の痛み
顎、耳、目
発
疱疹の初
顔の帯状
！
事も多い
症状の

めまい(回転性めまい)の話(続き）
⑦顔面に発生する帯状疱疹がめまいを引き起こす事もある

帯状疱疹は私も丁度1年前に罹患しましたので（左臀部を中心とする仙骨神経領域の帯状疱疹）その
苦しみは大変良く理解できます。現在でも左臀部の軽度の知覚低下、大腸機能障害が残っています。

顔面神経、前庭神経、蝸牛神経、三叉神経は近接する神経なので顔面神経領域の帯状疱疹で起こる
顔面神経麻痺などに伴ってめまい（多くは回転性めまい）が起こる事があります。下にイラストを示します。
三叉神経の顔面での走行

顔面神経の走行

（三叉神経を下に示します）

（顔面神経を下に示します）

橋

三叉神経第１枝

（黄色の部分が顔面神経
の走行）

聴神経
（前庭神経と
蝸牛神経）

小脳
顔面神経は目を閉じる眼輪筋

三叉神経は主に

も支配しているので顔面神経

顔面の知覚に

延髄

関与している

三叉神経第3枝

眼球

の帯状疱疹では目を閉じられな く
なる事もある（兎眼）。

前庭神経や蝸牛神経などの聴神経は顔面神経や
三叉神経のすぐ近くを走行して脳幹へ入る
ラムゼーハント症候群
顔面に発生する帯状疱疹の中で耳介の水疱
耳痛、顔面神経麻痺のそろったものをラムゼー
ハント症候群と呼びます。

三叉神経

顔面神経
聴神経
（前庭神経と
蝸牛神経）

延髄

三叉神経第2枝

発赤や水疱が出現する前には、耳痛や顎の痛み
頭痛、眼痛などが先行しますが、顔面に水疱が
出現せずに外耳道などだけに水疱が見られると
診断の遅れにつながります。
三叉神経領域に帯状疱疹が起こった場合には
眼に影響して角膜炎、結膜炎などを引き起こす事も
あります。
帯状疱疹は痛みが先行しますが、発赤、水泡が出た時点で
無いと診断が付きません。診断が付いたら出来るだけ早く
抗ウイルス薬の内服を開始してください。
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めまい(回転性めまい)の話(続き）
ろう

⑧鼻を強くかんだり、力んだりした時におこる外リンパ瘻について
※頻度は希ですが、あまり鼻を強くかみすぎたりすると、カタツムリ管や前庭部の一部が破損して
中のリンパ液が中耳へ漏出して起こります。下のイラストを見て下さい。
ぜんていそう

三半規管

①アブミ骨と前庭部の結合部（前庭窓）が破損して、
前庭部のリンパ液が中耳へ漏出する！

前庭神経
耳小骨

鼓膜

カタツムリ管
前庭神経
かぎゅうそう

②カタツムリ管の窓（蝸牛窓）が破損して、
カタツムリ管のリンパ液が中耳へ漏出する！

鼓膜

カタツムリ管

※前庭窓や蝸牛窓が破損した時に
「ポン」という音が聞こえる事が７％程度
あるとの事です。
（めまいはこうして治す 二見書房

2006年

参照）

前庭部やカタツムリ管の中のリンパ液が中耳（鼓室）へ漏出してめまいを起こす！

診断と経過について
基本的には脳や脊髄の中にある、脳脊髄液の圧力が高まるような動作で起こりますが、日常生活の
中での何気ない行動（トイレの中で力む、重い荷物を急に持ち上げる、鼻を強くかむ、無理にくしゃみを止める
飛行機の下降中などなど）で起こる事もあります。従って、これらの行動を契機にめまいが起こったら、この
病気も念頭に入れます。
頭を30度くらい高く上げて安静にしておけば数日間で改善する事もある。
耳鳴り、難聴、めまいが続く時には耳鼻科受診する事。確定診断のためには中耳（鼓室）から内耳を観察
して前庭窓や蝸牛窓からリンパ液が漏れていないかを顕微鏡で観察するという、ちょっとやっかいな事になります

- 17 -

めまい(回転性めまい以外の動揺性めまいなどについて）
ここまでは回転性めまいを引き起こす主な病気を紹介してきました。回転性めまい以外に道を歩く時などに
ファーッとした感覚を感じる動揺性（浮動性）めまいがあります。その他、立ち上がった時にめまいを感じる、
いわゆる「立ちくらみ」も「めまい」の一種として分類する人もいます。この立ちくらみは脳貧血のような状態なので
起立性低血圧や自律神経失調症などが原因として考えられます。本当に貧血があって貧血の程度がひどい
場合にも立ちくらみは起こります。

動揺性（浮動性）めまいを起こす病気について

回転性めまいを起こす病気の中にも動揺性めまいを引き起こすものもあります。また、その他
脳虚血や脳腫瘍、貧血、自律神経失調症、心因性の疾患、ストレスなど様々な病態で
動揺性めまいは起こります。

フラフラするような動揺性めまいを感じたらどの診療科に行けば良いのでしょうか?
動揺性めまいだけで耳鳴り、難聴、耳閉感など全く耳の症状が無ければ「神経内科」或いは
「脳外科」をまずは受診するのが良いでしょう。
※頭部CTやMRI検査が必要になる事もあるので、出来ればこれらの検査が出来るところが
良いでしょう。
【病院での診断の流れは通常は以下の通りになります】
診察では四肢の麻痺やしびれの有無、或いは構語障害などの神経学的異常が無いか確認
軽度の脳卒中や一過性脳虚血発作などが無いか？の確認
健康診断を受けていない人の場合には貧血が無いか？等の血液検査を施行する。
（高血圧や低血圧などの有無もチェック）。不整脈もめまいの一因となる事も
あるので心電図も検査する。
医師によっては経過観察をする人もいるでしょうし、慎重な医師はこの時点で頭部MRI
やCTをするでしょう（MRIの方が初期脳梗塞を見逃さず、また動脈瘤の有無など脳の
血管の状況も良くわかるのでMRIが推奨されます）。

これらのすべての診察や検査で異常が無ければ、自律神経障害、心因性のめまい、或いは鬱病など
の精神疾患を考える事になると思います。ただ、全く耳の異常が無くても耳鼻科へ念のため紹介状を
書く医師もいるかもしれません。
※我々医師は上記のように病院を受診された患者さんに対して頭をフル回転させて鑑別診断
を付けていきます。色々な病気を（頻度の少ない病気を含めて）知っておかなければ誤診する事
になります。
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心臓（不整脈）が関与するめまいについて

左心房

不整脈が動揺性めまい或いは失神に関与する事もありますので、その解説をします・
心房からの刺激が心室へ届かない「完全房室ブロック」がその一例です。

右心房
右心室

この小さい波が心房を収縮させる電気的な刺激です （P波と呼びます）

心房の刺激が心室へ伝わって心室を収縮
（QRS波）

QRS波

(心室を収縮させる電気信号)

正常心電図

左心室

T波
P波

（興奮の回復期）

（心房を収縮させる電気信号I

P波
房室結節

下の心電図は心房を収縮させる波の後に心室を収縮させる
電気信号が伝わっていません！心室は全く収縮出来ません
完全房室ブロック

ここは正常
１分間30回程度で心臓は動きますが心房
からの血液が心室へ正常には流れない
のでめまい、心不全をひき起こします。

上のような状態を完全房室ブロックと呼びます。心臓がずっと止まって
いるか？というと、そうでは無くて実際には心室から30/分程度の自動的
な刺激が発生して心臓が止まる事はありません。

4～5センチ位の大きさです この完全房室ブロックの患者さんは
ペースメーカーを植え込んで刺激
（厚さは6～8
する必要があります。
mm程度）
リードを
心臓へ入れて
電気刺激をする

ペースメーカー
（最近は随分薄くなりました）

※ペースメーカーは胸の筋肉の下に
植え込みます。最近は電池は10年近く
持ちます。
電池が仮に切れても上記説明
のように全く心臓が止まる事はまず無いので
心配はいりません。定期的な電池のチェックは必要。

心房細動

上の心電図は全く心室の収縮が不規則な心房細動です。初めて起こった人は動悸や
めまいを感じる事があります。また、心房内に血栓ができやすく脳塞栓（脳卒中）の原因
になります。

心室細動

上の心電図は全く心室が血液を送る事が出来ない心室細動です。急性心筋梗塞などで
発生すれば電気ショックをかけなければ元に戻らず急死の大きな原因となります。
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耳鳴りについて
※既に今迄解説してきた色々な耳の疾患でも耳鳴りは起こりますが、大脳の病気でも
耳鳴りがします。耳から送られる情報の中で音の情報は蝸牛神経を通って大脳側頭葉の聴覚野
へ送られますが、この聴覚野に異常が起こっても耳鳴りを感じます。
下図に耳からの情報がどのような経路を通って大脳の側頭葉聴覚野
に到達するかを示します。

頭頂葉
前頭葉
後頭葉

（ちょっとグロテスクですが御勘弁を）

側頭葉
小脳
前頭葉が輪切りに
なって表現されて
います

前頭葉

聴覚野

側頭葉

視床

音の情報は神経を通って

小脳

聴覚野へ達する

目
延髄

口

小脳は延髄で蝸牛神経
とも連絡して音の情報を
共有する

耳鳴りは耳から大脳聴覚野
までの経路のどこかに異常
があれば発生する。

耳
後頭部
蝸牛神経と前庭神経
蝸牛神経と前庭神経は一緒になって聴神経
或いは内耳神経と呼ばれます。

数十秒くらいキーンとする高音性
耳鳴りがあってすぐ止まる場合は
心配いりません。私も時々あります。

耳鳴りには色々な種類がありますが、低音のブーンというような耳鳴りは一般には中耳の異常で起こる事が
多いといわれています。これに対してキーンというような高音性耳鳴りはカタツムリ管などの内耳或いは脳の異常
による事が多いと言われています。
シューシューというような血液が流れるような耳鳴り（心拍に一致して聞こえる）は、脳動脈瘤があっても聞こえる
とも言われます。私も5年ほど前にこの血流のような耳鳴りが続いたので「脳動脈瘤があるのでは？」と心配に
なって、脳MRI検査をしましたが、異常ありませんでした！その後、しばらくして耳鳴りは消失しました。
※シューシューという血管雑音のような耳鳴りは動脈と静脈が太い部分で連絡する「動静脈瘻」という病気でも
聞こえる事があります。脳出血や脳梗塞の原因ともなりますので、耳鳴りが続く時には病院を受診してください！
※明らかな器質的な病気の無い場合の耳鳴りはなかなか直らない事も多いようです。
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難聴について

難聴には鼓膜から中耳の耳小骨などの障害による伝音性難聴と
カタツムリ管や脳の障害による感音性難聴に分類されます。伝音性
難聴と感音性難聴の２つともある場合には混合性難聴と呼びます。

カタツムリ管などの内耳や蝸牛神経～大脳聴覚野
までの障害によって起こる難聴を感音性難聴と
呼びます。

耳小骨

蝸牛神経（カタツムリ管の音の情報を
脳へ伝える神経）

カタツムリ管

外耳から鼓膜、耳小骨までの中耳の障害
で起こる難聴を伝音性難聴と呼びます。
中耳炎などで起こる事も多い難聴です。

難聴を理解するのに必要な知識
難聴について解説していきますが、難聴を理解するために必要な「音」の知識について解説します。
音の検査は、①音の強さ（デシベルdB）と②高い音や低い音を表現する周波数の２つから成り立ちます。
※この音の検査は通称はオージオメーターを使って行われます。皆さんが健康診断を受けた時に
ヘッドフォンを耳に当てて「ピーッ」という音がしたらボタンを押す検査をしたと思います。

①音の強さ（デシベル；dB）
オージオメーターでは正常聴力の人が聞く事の出来る最小の強さを０（ゼロ）デシベルとしています。
ひそひそ話すような秘密の話は20デシベル程度。普通の話し声は50デシベル、激しい交通騒音は80
デシベル程度、という事になります。

②高い音や低い音を表現する周波数（ヘルツ；Hｚ）

風力発電による低周波問題

低い音の周波数は小さく、高い音の周波数は大きくなっています。人間の耳は低い音で20ヘルツ、高い音で
2万ヘルツまで聞こえます。風力発電などで問題になる低周波というのがあります；これは100ヘルツ以下を
低周波、20ヘルツ以下の人間が耳で聞く事の出来ない周波数を超低周波と呼んでいます。
超低周波
20ヘルツ 100ヘルツ
低周波

周波数（人間の耳は20～2万ヘルツまで聞こえる）
若者には聞こえる1万7千ヘルツ（モスキート音）
も20才代後半から聞こえなくなる！
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1万7千ヘルツ

2万ヘルツ

難聴について(続き）
難聴の程度分類について
難聴の程度は21デシベル～40デシベル程度の音が聞こえなくなる軽度難聴から101デシベル以上の音
も聞こえない重度難聴（聾；ろう）や補聴器や人工内耳によっても全く音が聞こえない全聾まで5つに分類
されます。下の図で示します。

聴力レベル
（デシベル）

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120

オージオメーター

軽度難聴
（21～40 ㏈の音が聞こえない）

中等度難聴
オージオメーターでは通常
125、250，500，1000，2000，4000
8000Hzの7種類の周波数を
測定出来る。

（41～70 ㏈の音が聞こえない）

高度難聴
（71～100 ㏈の音が聞こえない）

重度難聴（聾；ろう）
（100 ㏈以上の音も聞こえない）

250

（新耳鼻咽喉科学 南山堂
500
1000
2000
4000
8000
周波数（ヘルツHz）
※身体障害者程度等級では聴力障害に関しては100 ㏈以上の音が聞こえない重度難聴が2級
両耳の聴力レベルが70～80 ㏈をを一番軽い6級などと分類しています。身体障害等級は1～6級
までありますが、聴力障害においては2、3，4，6級の4種類となります。

聴力の年齢による変化

2

21～29歳

2012、56頁改変引用）

67～69歳
85歳以上

聴力レベル
（デシベル）

0
10
20
30
40
50
60
70 高齢になるにつれて周波数の大きな高い
80 音が聞き取りにくくなる。従って高齢者に話を
90 する時には甲高い声は避けた方が良い。
100
110
120
250
500
1000
周波数（ヘルツHz）
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2000

4000
（新耳鼻咽喉科学

8000
南山堂

2012、75頁改変引用）

難聴について(続き）
騒音難聴やいわゆるロック難聴について

音

どに
ほ
ほど
量は

騒音が長時間続く作業場で起こる騒音難聴や最近話題のロック難聴（イヤフォンで大きな音で聞くためにおこる）など
の原因は下のイラストで示すカタツムリ管の中の音を感じる細胞（有毛細胞）が障害される事が殆どです。
三半規管
蝸牛神経
カタツムリ管

騒音難聴などは音の障害が主体ですが三半規管
まで影響が及びめまいのする事もあります

蝸牛神経
（音の情報を脳へ伝達する）

有毛細胞

音を感じる部分の有毛細胞が騒音等の大きな音を持続して聞く事で障害を受けて、重篤になると
有毛細胞が消失してしまうため難聴が消失してしまう。

更に症状が進行すると、有毛細胞の音の情報を脳へ伝達する蝸牛神経まで影響が及び蝸牛神経繊維
や蝸牛神経細胞が退行変化を起こして症状を悪化させます。
騒音難聴においては4000Hz付近の比較的高い音が障害されるのが特徴的ですが、次第に中、低音領域
まで障害されてきます。（ロック難聴の場合には低音～高音まで難聴は様々です）
※現在、騒音のある環境の職場では騒音レベルによって管理区分されています。また、産業医の巡回や
健康診断も義務化されています。また、耳栓や耳おおいなども行われるようになっていて騒音難聴は
少なくなっています。
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めまい（まとめ）
めまいを感じた時にはどのような疾患があり、どの診療科に行くか？緊急性があるのか？
等の鑑別のために下に私なりのフローチャートを作ってみました。参考にして下さい。
初めてめまい（回転性、動揺性、失神など総てを含む）を感じたら？

めまい以外に片側の手足の麻痺、
しびれ、構語障害などがある

しびれなどや耳の症状も無い。
めまいだけがある

呂律が回らない

脳卒中（小脳梗塞などや脳出血）
の可能性が高い、救急車を呼ぶ

耳の症状がある（片側の耳鳴り
難聴、耳閉感など）
（麻痺やしびれなど無し）

脳外科、神経内科、内科等受診
血液検査、血圧、心電図、脳MRI
（頸動脈エコー）などの検査をする

メニエル病や突発性難聴などの
耳の病気が考えられるが緊急性は
無い と考えられる。
（聴神経腫瘍は無いか？）

※徐々にこれらの症状が出た場合には
脳腫瘍などの可能性もある

まず、耳鼻科を受診
貧血、不整脈、高血圧や低血圧（起立性低血圧症を含む）など無いか？
脳腫瘍は無いか？神経学的所見は無いが軽度脳卒中の可能性は無いか？
頭や首を動かした時にめまいが増強する場合などは頸椎の異常に
よる椎骨動脈循環不全の除外も必要。 （頸椎のレントゲン検査など施行）

動脈硬化のリスクがある人の場合（高齢者、ヘビースモーカー、高血圧、糖尿病、脂質異常など）

動脈硬化による脳血管（脳底動脈）或いは頸椎を通る椎骨動脈の循環不全（一過性虚血）
の可能性を否定する必要がある。脳MRI、頚動脈エコー検査が必須。

上記の諸検査で異常なし→心因性めまい、うつ病、ストレスなどの精神的な影響によるめまい

注意すべきめまい
今回解説しませんでしたが、特に体位を変えたわけでも無いのに急に目の前が真っ暗になる（眼前暗黒感）
が数十分続いて良くなる場合には内頚動脈の一過性虚血の可能性もあり、これも脳MRI等の検査が必要です。
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脳の血管（動脈）の解剖

※またまた、少々グロテスクですが脳の動脈の解剖を下に示します・
参考にしてください。
中大脳動脈

前大脳動脈

前大脳動脈

脳底動脈
小脳
内頚動脈
内頚動脈

椎骨動脈
中大脳動脈

前大脳動脈

椎骨動脈

ウイリス動脈輪

この部分は中大脳動脈の分岐ですが、この部分が
細いのと、中大脳動脈から直角に分岐するので
出血や梗塞を起こしやすい部分です。片麻痺など
を起こします。

中大脳動脈
内頚動脈

小脳

耳

脊椎
（頸椎）

脳底動脈

（椎骨動脈について）
このイラストでは脊椎の外を走行しているが
実際には脊椎（頸椎）の側面の穴を通って
脳へ到達する。従って頚椎変形性脊椎症
など頸椎の変形でも椎骨動脈循環不全を
引き起こす
めまいの原因となる

総頚動脈
椎骨動脈

（後ろから見た図）
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めまいに良く使用される薬の解説
※めまいには耳（内耳）の血流を増加させる事などを期待した薬などの他下に示すような薬が良く使用されます
その作用機序などを簡単に解説します。ビタミンE等も血管拡張作用があります（いわゆる手の霜焼け予防にも
効果があります）ので試しても良いのかもしれません。
①いわゆる内耳血流改善薬

※最初に記載しているのが実際の薬品名、薬品名の後の（ ）が一般名

メリスロンとセファドールには抗ヒスタミン作用があり
眠気が来る事があるので自動車運転は不可である。
一般に使用される乗り物酔いの薬にも抗ヒスタミン
作用がある。イソメニールは交感神経刺激作用が
あるので高血圧患者などには慎重投与する.

メリスロン（ベタヒスチンメシル酸塩）
イソメニール（イソプレナリン塩酸塩）

※乗物酔いに使用されるトラベルミンなど服用した事がある人

セファドール（ジフェニドール塩酸塩）

はわかると思うが、かなり眠くなる。めまいそのものへの効果と
言うより脳をごまかす、といった感じでしょうか？

②浸透圧利尿薬

何故、利尿剤が耳の病気に使用されるのか？と
いうと、メニエル病でカタツムリ管の中で増加する
内リンパ液を減少させるため、という事のようです。
耳鼻科の先生は効果があると言われています。

（これはメニエル病に使用）

（米国では現在は販売されていない）

イソバイド（イソソルビド）
（ドライシロップですが、まずくて飲みにくい、らしい）

アデノシン三リン酸はATPであり、
いわばエネルギー源で人の体内
にもある。有効性に私は疑問を持つ。

③いわゆる脳循環代謝改善薬
アデホスコーワ（アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物）

セロクラール（イフェンプロジル酒石酸塩）

これらの薬はマイナートランキライザーとも呼ばれ
不安、緊張を本来和らげる薬ですが、めまいにも
使用される事が多い。セディールはセロトニン作用
にも関連するので抗うつ剤としても使用される

④抗不安薬（精神安定薬）
セルシン、ホリゾン（ジアゼパム）
セディール（タンドスピロンクエン酸塩）

これらのマイナートランキライザーは肩こりや
筋緊張性頭痛に使用される事もある。

デパス（エチゾラム）

ビタミンB12には神経修復作用があるとされていて
手足のしびれなどにも良く処方されます。また、
B2,B6,B12等の合剤（市販薬ならチョコラBB）も
良く処方されます。

⑤ビタミン剤（ビタミンB12などのビタミンB群）
メチコバール（メコバラミン）；ビタミンB12
ステロイドを中耳に注入する（鼓膜から

⑥ステロイド薬

直接注射針で注入する）方法もある
（局所投与なので副作用リスクは減少）

プレドニン（プレドニゾロン）

※ビタミン剤を飲むと尿が黄色になるのはビタミンB2のためです。

ステロイドは抗炎症作用があるが、安易な投与は厳禁！
長期投与による、免疫抑制、糖尿病誘発、胃潰瘍、うつ病
誘発、満月様顔貌（ムーンフェイス）、骨粗鬆症等あり。
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めまい、耳鳴り、難聴について解説しましたが、以下に参考にした医学専門書や一般向
けの単行本を記載します。専門書は皆さんには難しいかもしれませんが一般向けの本は
めまいで困っている人には参考になるかもしれません。以下に記載した本は総て私が所
有していますから興味のある人は私に連絡してください。
尚、著者名は省略して本の名前と出版社名、発行年だけを記載します。
【参考資料】
（医学書）
【耳鼻科学】
新耳鼻咽喉科学

南山堂

2012

【脳外科、神経科学】
絵で見る脳と神経
標準神経病学

医学書院 2010 年

医学書院

2012 年

脳神経疾患ビジュアルブック

Gakken

2009 年

【病理、解剖、組織学】
ジュンケイラ組織学

丸善

Ross 組織学

2010 年

南江堂

現代の組織学

金原出版

最新カラー組織学
ルービン病理学

2011 年
2010 年

西村書店 2007 年
西村書店

ダイナミック病理学

2007 年

西村書店

2010 年

南江堂

2009 年

ネッター解剖アトラス

プロメテウス解剖アトラス
臨床のための解剖学
トートラ解剖学

（頭部/神経解剖）

医学書院

2010 年

メディカルサイエンスインターナショナル

丸善

2009 年

平成 18 年

【総合医学書】
人体の正常構造と機能

日本医事新報社

2011 年

【帯状疱疹】
帯状疱疹 Up-to-Date

診断と治療社 2012 年

帯状疱疹、単純ヘルペス
【生理学、内科学】
GOLDMAN'S

CECIL

Medical Tribune 2011 年

GUYTON AND HALL Medical Physiology 2011 年
2011 年

MEDICINE

【一般向け】
めまいの正体

文春新書

平成 17 年

めまい・耳鳴り・頭痛の正しい直し方と最新治療

日東書院

2012 年

薬も手術もいらないめまい・メニエル病治療

角川 SSC 新書

2012 年

よくわかる最新脳の基本としくみ

2010 年

めまいを治す本

マキノ出版

脳のしくみがわかる本
脳のしくみ
図解雑学

主婦の友社

平成 18 年

成美堂

秀和出版
2009 年

2010 年

良くわかる脳のしくみ

ナツメ社 2010 年
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平成 25 年 8 月 8 日衛生委員会資料
宮崎支社

産業医

大塚伸昭

①更年期障害（女性ホルモンの持つ長所などについて）
②男性の更年期障害について
ＬＯＨ症候群（加齢男性性腺機能低下症候群）
③食中毒について
④サプリメント（ヒアルロン酸内服など）について⑤子宮頚癌ワクチンの副作用
本日の衛生委員会資料は宮崎支社各課、各営業所にも１部ずつ配布します。また、文書
内容は一般の方が見ても全く問題無いように作成していますので御家族の方等で興味の
ある方などにもコピーしていただいて全く構いません。
また、女性、男性ホルモンの事や男女の生殖器の解剖、病気の話などに関しては
私の出版した「わかりやすい病気の話＆人体解剖・薬の基礎知識」や私のＨＰ（ホーム
ページ）「大塚先生の診察室」の中のファイル「わかりやすい病気の話＆人体解剖・薬の
基礎知識改訂第２版」をダウンロードすれば見る事が出来ます。参考にして下さい.
※最近は特にテレビやインターネットなどで健康情報を提供する事が以前より増加して
いますが、これらの情報の中には医学的に全く間違っているものもあります。
従って、今回のこの文書も医学的な基礎知識を提供する事を心がけています。
①更年期障害（女性ホルモンの持つ長所などについて）
女性の方ではまだまだ更年期は先の話だという方もいらっしゃるでしょうし、もう過ぎ
てしまったという方もいらっしゃると思いますが、参考になる話だと思います。
男性の方も女性の更年期障害に関して基礎知識を持つ事は大事な事だと思います。
更年期障害を解説する前に女性ホルモンの持つ長所について解説します。
2012年の平均寿命はは女性は世界1に返り咲き、男性は5番目

女性の平均寿命は男性より長くなっていますが（2013 年厚労省発表の男性の平均寿命は
79.94 年で前年比 0.50 年増加、女性は 86.41 年で前年比 0.51 年増加となっていますが、
女性の方が 6.47 年も！長生きする）、この一つの原因が女性ホルモンの持つ抗動脈硬化
作用にあると思います。つまり女性の方が閉経までは動脈硬化を起こしにくいという事
です。これは私が循環器（心臓）内科を専門にしていましたので実感してきました。
以下のような作用があるので、有利だという事です。
A) 女性ホルモンには尿酸を低下させる（体外に排泄させる）働きがある
B) 女性ホルモンには 悪玉（ＬＤＬ）コレステロールを低下させ、善玉（HDL）コレス
テロールを増加させる働きがある。
-1-

高尿酸血症は動脈硬化の原因となる。
ちなみに、血中に尿酸は6.3mg/dlしか溶ける
事が出来ないのでそれ以上高くなると
関節に沈着したりして痛風発作の原因
となる（好発部位は足の親指；中趾関節）
！
い
痛

（mg/dl）
横軸は血清尿酸値
上グラフは30年も前のもので恐縮だが、視覚的に良くわかりやすいので使用する。女性が
男性より平均1.4も尿酸値が低い。ちなみに痛風患者の95％は男性である。
女性ホルモンは悪玉コレステロールを低下させ善玉コレステロールを増加させる働きがある。
治療などでエストロゲンを使用しても、上記と同じ血液変化が起こります。
特にエストラジオールが

その他の女性ホルモンの特徴；骨の造骨細胞の働きを促進し、破骨細胞の働きを抑制する。
従って、閉経までは骨は丈夫でも閉経後は女性ホルモンの働きが無くなるので男性より逆に
骨粗鬆症が起こりやすくなります。日頃からカルシウムは女性は十分に摂取する必要があり
ます。ちなみに必要なカルシウム摂取は600ｍｇ/日程度。牛乳3本くらい。
破骨細胞の働きを抑える

骨粗鬆症の治療としてはビスホスホネートや活性型ビタミンＤなども
使用されます。骨粗鬆症の場合のカルシウム摂取必要量はもっと多く
なりますが(800mg程度）、若い頃から骨を丈夫にしておく必要があります。
運動も骨を丈夫にします。転倒→大腿頚部骨折が寝たきりの原因になる。

※閉経後の脂質異常の治療について；上記のように閉経をきっかけとして悪玉コレステロール
の上昇や善玉コレステロールの低下の見られる女性もいます。これらを治療するべきかどうか
という点については議論がありましたが、最近の報告では食事療法をしても異常値の続く女性に
積極的に脂質異常の薬を使用した方が冠動脈疾患や脳梗塞の発生率が低下するとの報告があります。
※従って閉経後に肥満になる人もいる

もう一つの女性ホルモンの良い働きは内臓脂肪を分解させる働きを持つという事です。これは
直接内臓脂肪分解するのでは無く脂肪分解させる受容体に作用して、その効果を発揮します。
※エストロゲンはβ-3-adrenalin receptorという物質の増減に関与する

更に！エストロゲンは脳血流を増加させたり、記銘力、脳虚血後の脳細胞の回復などにも影響
するとされていて、ラットなどでは興味深い報告もされています。
）
脳に対するエストロゲンの作用に関する研究〜MRIによる総合的機能解析（東京医科歯科大学）
（女性のおしゃべり好きとエストロゲンの関係についても文献を調べましたが、残念な事にありませんでした！）

こんなに良い働きをする女性ホルモンなら閉経後も長期間にわたって投与を続けたら良いか？
残念な事に女性ホルモンは乳癌や子宮癌（子宮体癌）のリスクファクターとなります。
従って、閉経後のホルモン補充療法の場合にも基本的には数年で終了する事が多くなって
います。 その他、長期の女性ホルモン投与は脳梗塞や心筋梗塞、静脈血栓発症のリスクとなり得る。
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【更年期障害とは何か？】

尿中に分泌されたエストロゲン

更年期障害は40才前頃から始まるエストロゲンの
低下が閉経期になると急激な低下に変化する事に
よって発生する！

（μg/24hr）
尿中エストロゲン量
400
300
思春期

200

閉経
（個人差は無論あるが
平均45〜55才頃）

左図は横軸に年齢、縦軸に1日に排泄
される尿中エストロゲンを示す。
卵巣の卵胞の減少に伴い40才前をピーク
として、次第にエストロゲン量が低下
する。

100
0

12

年齢

40

50

（才）
60
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※卵巣の中の卵胞からエストロゲンは分泌される

※卵巣からエストロゲンは分泌されますが、閉経期の女性の卵巣は生殖時期の大きさ
の約 1/4 にまで小さくなります。卵巣の大きさは 3 × 1.5 × 1 ㎝くらいの小さな臓器です。
また、思春期の卵巣中の卵母細胞（卵子の基本となる細胞）の数は 30 万個もあります。
女性の生殖期間は 30 〜 40 年ですので一人の女性から約 450 個の排卵が行われるわけで
すから、その他の卵母細胞は退化するという事になります。
また、卵巣重量は30代末で最大約14グラムとなりますが、40才代になると急激に重量が減少して
50才以降ではわずか2グラム程度になり、次第に索条形態となってしまいます。
よくわかる病態生理

【更年期症状や更年期障害の医学的定義は？】

婦人科疾患2009 日本医事新報社参照

※例えば更年期症状としてよく見られる発汗、動悸などは
甲状線機能亢進でも見られる事がある。これらを除外して
診断する必要がある。

更年期（閉経の前後 5 年間）に現れる多種多様な症状の中で器質的疾患に起因しない
症状が更年期症状。これらの症状の中で日常生活に支障を来す病態が更年期障害。
（日本産婦人科学会）
【具体的にはどんな症状が出現するのか？】
自律神経障害のような症状が多く見られる事もあります。顔のほてり、動悸、めまい、
発汗異常などの他、肩こりなども見られます。また更年期うつなどもあります。
何故、更年期症状に自律神経障害のような事が起こるのか？

視床下部

大脳
中脳
小脳

エストロゲン減少→脳の視床下部からエストロゲン分泌を刺激する卵胞刺激
ホルモン分泌が増加、視床下部からの交感神経刺激ホルモン産生亢進→
血管運動神経障害で顔のほてり、のぼせなどが起こる
その他、視床下部の体温中枢にも影響を与える。また、エストロゲンが低下
する事で、末梢神経から分泌される血管拡張物質が作用→のぼせが起こる。
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間脳
脳下垂体

延髄
脊髄

更年期障害の症状には視床下部
などの影響がある。

【更年期に見られる症状】
（人）
900

1119人の35〜69才女性へのアンケート結果より

800

下グラフのように様々な更年期症状が見られるが、ホットフラッシュ
（顔面紅潮・のぼせ）、肩こり、冷え、疲労感などが多くなっている。
「のぼせ」などはエストロゲン減少→カテコラミン分泌刺激で起こる

700
600

標準産科婦人科学（2011）医学書院

197頁
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500
400
300
200
100
うつ状態

耳鳴り

胃の症状

皮膚の掻痒感

無気力

高血圧、脂質異常

関節痛

不安感

動悸、息切れ

めまい

集中力欠如

不眠

頭痛

イライラする

物忘れ

腰痛

疲労感

冷え

肩こり

ホットフラッシュ
（顔面紅潮・のぼせ）

エストロゲン減少に伴う血管運動神経障害(ホルモン補充療法が効果的）
エストロゲン欠落症状

これらの様々な症状が器質的疾患（本当に臓器に病変がある事）によるものでないかどうか
を除外する必要がある。動悸や息切れは心疾患が無いかどうか、うつ状態はエストロゲン低下
に伴うものなのか等々診断していかなければならない。

【更年期障害の治療；薬物治療について】
更年期障害に関しては個人差が大きく特に薬を必要としない場合も多くあります。
私の妻も数年前に閉経しましたが、全くといって良いほど症状はありませんでした。
合気道道場に 3 〜 4 日/週も！通っているので、体を動かしたりストレスを発散させたり
する事も良いのかもしれません。
※置き換えるとか補充などの意味
リプレイスメント

セ ラ ピ ー

更年期障害の治療にはホルモン補充療法（ＨＲＴ＝ Hormone Replacement Therapy)
や漢方（ＨＲＴが禁忌などの場合）、向精神薬（精神症状が主体となる場合など）が使用
される事が多くなっています。ホルモン補充療法に関しては子宮のある人の場合には前
述のように子宮体癌のリスクがあるのでエストロゲンに黄体ホルモンを加えます。
5 年以上のホルモン補充療法は前述のように乳癌などのリスクが約 1.3 〜 1.4 倍高くなる
事が 2002 年 WHO によって報告されています。
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更年期障害の薬物治療
①子宮が無い場合（子宮筋腫等
で摘出している場合）
子宮体癌の心配が無いので
エストロゲン単独投与する

経口投与

プレマリンやジュリナ錠など

貼付剤
の場合
ゲル
（ジ
ェリ
ー様
）

上述のように経口、貼付、ゲル投与の３種類
があるがどの治療方法が良いのか？

エストラーナテープなど
ディビゲルや
ル・エストロジェルなど

エストロゲンは前述のように悪玉コレステロールを低下
させ善玉コレステロールを増加させますが、中性脂肪を
増加させ、血管の炎症を引き起こしやすいと言われます。

経口投与の場合には腸管から吸収→肝臓内に取り込まれて肝臓内のエストロゲン濃度が急激に
上昇→これが脂質代謝の異常や血液凝固因子産生を引き起こす（つまり、血栓の原因になる）
と言われています。これに対して貼付、ゲル投与は直接皮膚吸収→血液吸収されて初めに肝臓
に到達しないので副作用が少ないと言われます。但し、血液中のエストロゲンはその後は肝臓を
通過する事になるので全く副作用の心配が無いというわけではありません。
※また、皮膚貼付の場合には人によってはかぶれなどの皮膚症状を起こす事もあります。

②子宮がある場合
※子宮がある場合の単独エストロゲン投与は2〜3年
投与で2〜12倍、10年投与で10〜20倍に子宮体癌リスクが

エストロゲンに加えて黄体ホルモンを投与
（黄体ホルモンは内服でエストロゲン投与後
12日目から服用する）

高くなると言われるが、黄体ホルモン併用ではリスクが無くなる、とされている。

ホルモン補充療法を受けない(受けられない)場合はどんな時か？

乳癌、子宮癌と診断された事がある。静脈血栓症などや静脈炎がある場合。
狭心症や、心筋梗塞などの冠動脈疾患、脳卒中のある場合→適応無し。漢方
治療などを受ける。
漢方治療；漢方は体質で実証、虚証、中間証などに分類してそれに見合った薬を処方する。
私などのような痩せた消化器系の弱い人間は典型的な虚証である。虚証の女性には加味逍遥散
（かみしょうようさん）や当帰芍薬散（とうきしゃくやくさん）などが使用される。

※漢方に精通している医師が少ない事もあって(私もそうだが）上記２つ以外の
桂枝茯苓丸（けいしぶくりょうがん）の３つが良く使用されていて、これら 3 つの漢方
薬で全体の約 80 ％を占める。 ※余談だが感冒に使用される葛根湯は実証の人向けのしかも悪寒などの初期症状に効果がある。
食事にも気配りを！既に皆さん御存知だろうと思うが、大豆のイソフラボンには女性ホルモン
に近い作用があります。又、腸内細菌によって産生されるエクオールという成分にも同様の
働きがある事がわかっていますが、これは大豆や野菜、魚を多く食べている人に多く産生される
ようです。要するに昔の和食生活がやっぱり、体に良いという事でしょう。
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付録
【女性ホルモンや男性ホルモンはコレステロールから同じ経路で作られる！】
コレステロール

GUYTON Medical Physiology改変引用

副腎

途中過程省略
プロゲステロン
（黄体ホルモン）

副腎で合成される

途中過程省略

※男性の場合にはテストステロン
は主に95％が精巣から作られる

テストステロン（男性ホルモン）

副腎

Androsetenedeione
アンドロステンジオン（男性ホルモン）

アロマターゼという酵素(卵巣内にある）

アロマターゼ（卵巣）

卵巣内のアロマターゼで女性ホルモンへ変換される

エストロン(E1)

β-エストラジオール(E２)
最も作用が強い。
エストロン（Ｅ１）の
１０倍の活性を持つ。

肝臓

エストリオール(E３)

(エストリオールは最終代謝産物なので活性は低い）

エストロン、エストラジオール、エストリオールの３つを
併せてエストロゲンと呼ぶ。このうち、エストラジオール
の作用が最も強い。
※ちなみに、エストロゲンの語源は
ギリシャ語のestrus（発情）に由来する

エストロゲンの持つ短所
長所については最初に記載したとおりですが、逆にエストロゲンが持つ短所とは何でしょう？
①乳癌発生の原因となる

※乳癌発生には遺伝の影響の他様々ですが、乳癌発症の一因
ともなります。最近の乳癌増加は欧米化した食生活とともに
女性のライフ・スタイルの変化も一因かと言われる由縁です。

長期間エストロゲンが分泌される
事で乳癌発生リスクが高まる。
※疫学的研究からは肥満なほど乳癌リスクが高く、特に20才
以降に肥満度が増加した女性の閉経後の乳癌リスクは高い
閉経後の肥満も乳癌リスクの一因。(標準産科婦人科学2011参照）

②子宮筋腫や子宮内膜症の原因となる

初潮年齢の低下、閉経年齢の上昇(55才以上）、未婚
(30才以上）、高齢出産(30才以上）、肥満(特に閉経後）等
※多くの研究で初経年齢が若い集団で乳癌リスクが高い(例外報告もある）。
閉経年齢が高い集団が乳癌リスクが高い。卵巣摘出などによる人為的閉経症例では
乳癌リスクが低下する(標準産科婦人科学2011、医学書院171頁参照）

エストロゲンは子宮筋腫や子宮内膜症の原因と
なる。閉経後には子宮筋腫は縮小する。（但し、筋腫が
大きく貧血の原因になったりする場合には閉経前に切除が必要な事
もある。）
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②男性の更年期障害 「ＬＯＨ症候群」（加齢男性性腺機能低下症候群）
女性の更年期障害は以前から良く知られているところですが、男性ホルモン低下による
症状もある事も以前から知られていました。最近になってこれらの男性ホルモン低下に
伴う病態を 「ＬＯＨ症候群」（加齢男性性腺機能低下症候群）として統一して使用する
ハ イ ポ ゴ ナ ディ ズ ム
ようになっています。LOH=Late Onset Hypogonadism gonadは性腺という意味だが、ギリシャ語の種に由来する
アンドロゲン

発症する 低い

※以前はPADAM(Partial Andorogen Deficiency of
（男性ホルモン）

不足

性腺

the Aging Male)とも呼ばれていた。

※ただ、男性の場合には年齢による男性ホルモンの低下の個人差がかなり大きくなって
いて診断にも困難さがあるとも言えます。
各被験者（正常人）のテストステロン値

30

20

10

個人個人のばらつきが大きい事に
注意して見て下さい

血中遊離テストステロン値

平均値

40 (pg/ml)

10

全体として年齢とともに低下傾向を
示すが、かなり個人差が大きい事が
下グラフを見てもわかる。

20

30

40
年齢

50

60

老年医学テキスト 2010

70

80
（才）

メディカルビュー社
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※ちなみに遊離テストステロンの正常値（基準値）は各年齢によって異なる。
例えば20〜29才では8.5〜27.9pg/mlであるが50〜59才では6.9〜18.4である。

※遊離テストステロンの割合は総テストステロンのわずか1〜2％を占めるに過ぎないが
活性型である。
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【LOH（加齢男性性腺機能低下症候群）の症状とは？】
LOHガイドラインは以下のような症状があるとしています。
LOH症候群の症状および徴候
1）リビドー（性欲）と勃起能の質と頻度，とりわけ夜間睡眠時勃起の減退
2）知的活動，認知力，見当識の低下および疲労感，抑うつ，短気などに伴う気分変調
3）睡眠障害
4）筋容量と筋力低下による除脂肪体重の減少
5）内臓脂肪の増加
6）体毛と皮膚の変化
7）骨減少症と骨粗鬆症に伴う骨塩量の低下と骨折のリスク増加

この中で５）内臓脂肪の増加という項目がありますが、テストステロン分泌低下は内臓
脂肪蓄積を起こす事が知られています。また、遊離テストステロン 5.0ng/ml 以上とそれ
以下の人達の生命予後を比べた場合に遊離テストステロンが高い人の方が長生きすると
いう文献もあります。
男性の更年期障害でもあるLOH(加齢男性性腺機能低下症候群）に男性ホルモン投与する場合は？
LOHガイドライン
４０才以上で遊離テストステロンが８.５pg/ml以下であり、上記のような症状がある場合には
男性ホルモン（アンドロゲン）投与が第１選択
個人的にはこの8.5という数値は高すぎる、つまり治療に入るべき数値はもう少し低くて良いと思います。前ページのグラフ

を見てもわかるようにテストステロンの数値は個人差が大きくこの8.5は20〜29才代の正常下限値だから、40才以上は治療開始
数値は低くて良いでしょう。副作用の事なども良く考えて治療を受けて下さい。果たしてホルモンが必要か？と。

遊離テストステロンが８.５以上１１.８未満の場合→症状の程度など考えて、
アンドロゲン投与のリスクと有用性を良く説明して治療選択肢の一つとする
遊離テストステロン１１.８pg/ml以上

はアンドロゲン投与適応無し。

最近は公共放送までそうした傾向にあるのは残念ですが

※テレビ番組の健康情報を提供する番組などでも良く取り上げられたりしますが、女性ホルモン
投与以上に副作用には注意が必要であり、しっかりした判断で投与されるべきだと個人的には
考えます(必要の無い治療で無駄な医療費がかさんで副作用まで出たら大変です。製薬会社のペースに乗らない事。）
男性ホルモン（アンドロゲン）の副作用
①多血症（赤血球増加）治療群の約24％に血栓除去、治療中断ありとの報告
②脂質異常；高用量投与で善玉コレステロールの低下③肝毒性；メチルテストステロン投与
の約1/3に肝機能障害。④テストステロン低値群には元々冠動脈疾患発生率が高いので治療する
場合には心血管系の疾患発生にも注意が必要などなど

男性ホルモンの場合には現在は筋肉注射の投与のみ(3 週間間隔で投与→原則 3 ヶ月
で中止）男性ホルモン自体に赤血球増加作用があるので、副作用として多血症あり。
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③食中毒について
今年は全国的に猛暑で宮崎でも恐らく今迄で一番暑いのではないかという気がします。
これだけ暑いと食中毒にも気をつけなければなりません。毎年 6 〜 9 月が食中毒発生の
多い時期です。食中毒の原因菌などについて解説します。
下グラフは東京都における食中毒の原因細菌やウイルスを示します。ノロウイルスなどは冬場に多い
ので、夏場に多く発生しやすいサルモネラ、カンピロバクター、腸炎ビブリオなどの細菌について
以下解説します。その他、ブドウ球菌や病原性大腸菌などについても解説します。

冬に多い
夏場が多い

尚、宮崎県においては今年は 7 月 8 日に食中毒注意報が発令されています。又、昨年 1
年間の宮崎県内の食中毒発生件数は 9 件 364 名となっています。
「食中毒注意報発令中の食品衛生の心得」は以下の通りでわかりきった事ですが、注意
して下さい。
家庭における食品衛生の心得（宮崎保健所）
1.調理前、食事前、用便後は手をよく洗う。2.台所は整理整頓し、常に清潔にする。
3.まな板、布巾等の調理器具は消毒し、清潔には十分気をつける。4.ハエ、ゴキブリ等は
駆除。5.食材は流水等で十分に洗う。6.生鮮食品は、室温に放置せずできるだけ早く調理。7.
調理したものは早く食べる。8.調理する時は、十分に加熱。9.食べる前は室温の放置せず、
低温（10 度以下）で正しく保管。10.冷蔵庫内の清掃を定期的にする。
又、食品業者への注意事項となっていますが、家庭でも注意しなければならないのが
手指の化膿創などがある場合で、これは御存知のようにブドウ球菌(黄色ブドウ球菌）な
どの感染を起こします。
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【食中毒原因細菌の解説】
細菌性食中毒は①感染型と②毒素型に分類される
①感染型

食品に繁殖している細菌を経口摂取→主に腸管内で増殖
→腸管粘膜に細菌が浸潤して発生する。

腸炎ビブリオ、サルモネラ、
カンピロバクター
病原性大腸菌など

潜伏期が毒素型に比べて長く12〜24時間
感染型の場合には抗生物質などが有効な事が多い。
（毒素型は抗生物質は無効）。また、感染型は発熱
する事が多いが、毒素型の場合には発熱は殆ど無い。

②毒素型

食品中で細菌が発生させた毒素を経口摂取して発生

黄色ブドウ球菌、
ボツリヌス菌、セレウス菌など

潜伏期が30分〜6時間と短い。

食中毒を起こす細菌の解説（感染型）

①サルモネラ

遺伝学的には大腸菌、赤痢菌と近く腸内細菌に分類される。

（感染型）

経口感染後6〜24時間で急性胃腸炎として発症する。下痢、嘔吐、
発熱、頭痛、腹痛など。死亡する事は希。下痢は水様性。1〜2日
で治まり、大半は1週間くらいで治癒する。回腸〜盲腸付近の浮腫。

周毛性鞭毛（しゅうもうせい
べんもう）が細菌周囲にあって
運動を行う。

感染源として多いのは肉類、卵（鶏）など。また、犬が高率に菌を
保有している。ペットとして飼う亀も細菌を持つ。便の取り扱い
に注意を要する。
ミドリカメなど
ミドリカメを触った
後は手洗いを！

ちなみにサルモネラ（salmonella）の
語源は発見者のDaniel Elmer Salmon
からきている。

感染源としては肉、鶏卵などが
多い。
鶏卵は卵の殻が問題になる事が多いが
時に、白身や黄身そのものが汚染される

サルモネラによる食中毒は最近の統計では毎年1万人程度で細菌性食中毒の中では最も頻度が高い
※死亡は希だが小児や高齢者では敗血症（血液内に細菌が入る事）になる事もあり、敗血症を
引き起こした場合の死亡率は5〜20％になり注意が必要である。

②カンピロバクター
（感染型）
※カンピロとは
曲がるの意味。
バクターはバクテリア

我が国では最も多い感染性胃腸炎の一つ。我が国では小児下痢の
15〜20％を占める。調理不十分な鶏肉が原因となる事が多い。
潜伏期は2〜5日。下痢、腹痛、発熱が多く、嘔吐は少ない。便は
腐敗臭のする水様便。小児では粘血便の事もある。サルモネラ腸炎
との鑑別は細菌検査が出るまでは困難だが、腹痛が激しい。

鶏肉生焼けに注意！ 牛、鶏、犬、猫などの腸管内に感染している事がある。加熱不十分な牛肉、牛刺には注意！
片方或いは両側に鞭毛を持ち旋回運動する。（ピロリ菌（ヘリコバクター属）は食中毒は起こさないが、同様に鞭毛を持ち運動する）
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③腸炎ビブリオ
（感染型）
食塩0％の培地では生きていけません
1〜8％の食塩濃度が最適な発育環境

魚介類による感染である。腸炎ビブリオは海水に生息している（好塩菌）。
刺身或いは腸炎ビブリオに汚染されたまな板やふきんを使って調理
された料理を食べて食中毒が発生する。分裂速度が速く倍加時間
（2倍になる早さ）は適温で15分である。冷蔵庫から刺身を出したら早く食べる事！

鞭毛を持って運動する
（一本しか鞭毛が見えないが周毛性である）

ちなみにビブリオはvibration（振動）に由来する。活発な運動をするところから
この名前となっている。又、コレラもビブリオ属の細菌である。

刺身は冷蔵庫
から出したら
早く食べてよ！

海水の温度が15℃以下では腸炎ビブリオの増殖が抑制され、20℃
以上になると、増殖が活発となるため、6〜9月が患者発生が多く
8月が患者発生のピークとなる。この時期の市販されている魚介類
の数％〜50％が腸炎ビブリオに汚染されているが、必ずしも患者
発生と結びついていない。これは体内での溶血毒産生とも関わる。
症状

1千万〜1億個以上必要とする説もある

人間の体内で腸管感染するには100万個以上の腸炎ビブリオの細菌
数が必要とされる。生の魚介類摂取後など6〜12時間の潜伏期で発症
する。腹痛は激しく、下痢、嘔吐、発熱を伴う。下痢は水様性が多い。
予後は一般に良好で2〜3日で回復。心臓毒性などで死亡する事があるが、これは
上述した、毒素を産生する事があり、これが赤血球などの溶血を起こすため
※死亡するのは希なのでそう心配しなくて良い。

④病原性大腸菌
（感染型）

大腸菌は人間の腸管内常在菌の一つで便の常在菌の0.1％を占める。
ビタミン類などを産生する働きを持つ。腸管以外の尿路、胆道、呼吸器
等に感染した場合（異所性感染、迷入性感染）膀胱炎 などの原因となる。

また、通常の大腸菌と異なり病原性因子を持った大腸菌を病原性
大腸菌と呼び、腸管出血性大腸菌（O-157）等が良く知られている。
周毛性の鞭毛や線毛を持つ
牛など
の常在
菌

病原性大腸菌

病原性大腸菌は牛の腸管
の常在細菌だが牛自体は
病気を発症しない。牛の
糞で汚染された野菜、肉
などの摂取で発症。

病原性大腸菌による腸管感染症は腸管出血性大腸菌、毒素原性大腸菌
等5種類に分類される。病原性大腸菌はO,K,Hの3種類の抗原の組み合わせ
で分類され、O抗原だけでも170種類に及ぶ。腸管出血性大腸菌は
O-157の他O-26,O55など多くの種類がある。
腸管出血性大腸菌感染の症状；比較的長い潜伏期（3〜7日）の後、
腹痛、下痢、発熱で始まり、やや遅れて血便を伴う事がある。

腸管出血性大腸菌感染症患者の2〜7％が溶血性尿毒症候群と呼ばれる
重篤な合併症を引き起こす。これは産生されるベロ毒素などにより、
腎不全や脳症を引き起こす。脳症発症の場合、死亡する例もある。
※病原性大腸菌は胃酸の殺菌にも抵抗して腸管に達する！ベロ毒素は蛋白合成阻害や細胞を死滅
させる作用（アポトーシス）を持っている。
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余り聞き慣れないかも知れないがカレー、スープなど調理後に長時間
放置しておくのが原因となる事が多い。学校給食などで発生する事が
多いが、我が国での最近の報告は25〜30件と少ない。ただ発生人数が
多いため1500〜3000名/年の食中毒患者数となっている。

⑤ウエルシュ菌
（感染型）

加

大丈
るから
あ
て
熱し

夫？

NO！

カレーなど加熱したから安全だと思うかも知れないが、この細菌は
耐熱性が強い芽胞（殻）を持っていて100℃で1〜3時間耐えうる。
通常は細菌数が少ないので発症は無いが加熱後放置しておくと細菌
が増加して食中毒の原因となる。夏場は冷蔵庫に入れておいて下さい。

カレー、スープ、シチューなど
加熱してある物も夏場はなるだけ
室温に長時間放置しないように
注意して下さい。冷蔵庫、冷凍庫
などに保管して下さい。

※予後は但し良好であるから心配いらない。

（至適発育温度も45℃と高い）※ちなみにウエルシュ菌は人名（Welch）からきている

また、傷などから感染してガスを発生するガス壊疽菌もこの細菌属
の一種。戦時中、戦後まもなくは傷からこのガス壊疽を発生して足を切断する事もあった。

⑥腸炎エルシニア

腸内細菌科のエルシニア属だが、このエルシニア属の細菌には
ペスト菌などがある。豚の腸管内常在細菌であり、主に汚染された
豚肉の摂取などにより感染する。

横行結腸
下行結腸

上行結腸

回腸
直腸

虫垂

症状として回腸末端付近の炎症が起こる事から以前は虫垂炎と
間違えらる事も多かったが、最近は発症例報告が無く2005〜2010
年は患者発生が無い。
虫垂炎と言えば以前は大腸憩室のうち、上行結腸にある憩室炎を虫垂炎と
誤診して開腹する例も多かったが、最近は腹部エコーＣＴの検査などで
誤診は殆ど無い。

日本医事新報34〜37頁：2012年6月23日

ちなみに、虫垂炎は細菌感染などで起こるので抗生物質で治療する事も多い

発行参照

（散らすと表現する）が、文献上は抗生物質治療後結局1ヶ月以内に虫垂切除
しなければならない症例が10％ある。しかも、その場合には腹膜炎を起こす危険
が高くなります。又、抗生物質投与した人の20〜30％が1年以内に手術を受けて
います。虫垂炎を抗生物質で治療すると、腸管癒着したりして、結局手術時に
時間がかかる事もあります。
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毒素型食中毒
①ブドウ球菌

調理者の指に化膿創がある場合には多量のブドウ球菌が創部で増殖
していて、感染源となる事も多い。黄色ブドウ球菌から産生される
耐熱性エンテロトキシンによる毒素型食中毒。（黄色ブドウ球菌が最も病原性が強い）
この毒素のエンテロトキシンは100℃30分でも不活化されないので
注意が必要である。これが耐熱性エンテロトキシンと呼ばれる由縁。

電子顕微鏡写真

※ブドウ球菌は人や動物の皮膚や粘膜の常在菌であり、健康人の
鼻腔粘膜や皮膚からはブドウ球菌（表皮ブドウ球菌；Staphylococcus
epidermidis）をほぼ100％検出する。

確かにブドウのようだ！

黄色ブドウ球菌（Staphylococcus aureus)の検出率は表皮ブドウ球菌と
異なり、正常人での場合には20〜30％と低い。しかし、糖尿病、エイズ
患者などになると30〜50％にまで上昇し、アトピー患者では80％になる
こちらは光学顕微鏡写真
グラム染色という染色法で青く染まって
球菌なのでグラム陽性球菌と呼ぶ。
大腸菌はグラム陰性桿菌。

※良く院内感染で問題になる耐性菌の一つにこの黄色ブドウ球菌
に対する抗生物質の効果がなくなるメチシリン耐性黄色ブドウ球菌
（MRSA：Methicillin-Resistant Staphylococcus Aureus）がある。

黄色ブドウ球菌による食中毒の症状；毒素型であるため食品摂取後
数時間で発症する。悪心、嘔吐を特徴とするが、下痢、低血圧、脱水
も起こる。症状は通常6〜12時間で軽快する。

食中毒ではないが黄色ブドウ球菌による毒素性ショック症候群の解説

黄色ブドウ球菌による全身感染として頻度は少ないのですが、毒素性ショック症候群
（TTS=Toxic Shock Syndrome）と呼ばれるものです。1978年に小児疾患として報告されたのが最初
でしたが、その後1980年に若い健康な女性の生理中に多発した事で大きな問題となりました。
当時使用していたタンポン中で細菌が増殖して毒素が産生された事が原因と判明しました。
※熱傷患者などにも見られて希だが、突然の発熱、全身の紅斑、血圧低下などが見られます。
※黄色ブドウ球菌が原因ではありませんが（レンサ球菌などが原因となる）、急激な四肢の
壊死が起こって手足の切断を余儀なくされる壊死性筋膜炎もあります。限局性の手足の発赤
紅斑から急激(数時間単位）に紫斑や黒ずんだ皮膚になったりした時にはすぐに内科或いは外科
などの併設する総合病院を受診して下さい。四肢切断を余儀なくされる可能性もあるので、
最初から内科、外科のある病院を受診するのが良いでしょう。又、稀な疾患なので知識のある
病院が良いのですが、この文書で推奨するのは残念ですが出来ません。稀な疾患ですが、知っ
ておいた方が良い病気の一つでしょう。
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毒素型食中毒
②ボツリヌス菌

ボツリヌスの語源はラテン語のソーセージ（botulus）であり、ヨーロッパ
では1000年以上前からその症状が知られていた。最近の我が国での発症は
これらのソーセージや肉類によるボツリヌスは少なく、魚類や野菜を介した
物が多い。辛子レンコン（熊本の名産品）による中毒は有名である。
※この辛子レンコン診断を最初にしたのが私が指導していた女医さんだったが、ちょっと頼りない先生
だった（当時は）。今は立派になった。余談だが、指導していて「頼りないなー」という先生もいる
し、この後輩なら自信を持って患者さんを紹介出来る、という人もいる。

最近は滅菌加工技術が
進歩しているのでこのような
例は少ないが、
宮崎では輸入キャビアでの
発症（瓶詰）報告されている。

その他河川、湖沼にも分布する

ボツリヌス菌は土壌に存在している。この土壌中のボツリヌス菌→
野菜や肉類に付着→これらを缶詰、瓶詰め、真空パックなどにして
がほう
保存する場合に滅菌が不十分→芽胞（殻をまとった細菌）が残存する
→缶詰、瓶詰めなどの器内は嫌気的（空気が無い）で栄養に富む→器内
で増殖→強力な毒素を産生→食中毒！となるわけ。

イズシ（飯寿司）によるボツリヌス。北海道や東北地方ではイズシと
呼ばれる生魚を使って調理する寿司がある。これは魚の内臓に含まれる
イズシ(飯寿司）
事のあるボツリヌスが繁殖する事による。1951年に北海道で報告以後
毎年数例の報告があり、注意が必要である。

食中毒症状に
複視など加わったら
要注意！

ボツリヌスの症状；この毒素の特徴は神経毒であるという事である。
神経筋接合部に作用するので丁度筋無力症のようになる。悪心、下痢
で発症するが、眼瞼下垂、複視（物が２重に見える）、構音障害など
あればボツリヌスを疑う。急激な呼吸筋麻痺が死亡原因になるので
海産物を食べた後に通常の食中毒以外の上記症状（特に我が国では
ボツリヌスの型により複視が多い）があれば直ちに病院を受診！
特殊なボツリヌスである乳児ボツリヌスにも注意を要する！
(但し頻度は年間１例程であり、極めて希）
※1才未満の乳児には蜂蜜は投与しない事！何故？

1976年に初めて報告された。ボツリヌスの芽胞が含まれた蜂蜜を摂取→腸管内で
増殖→便秘、嗜眠、哺乳力低下などの症状出現→乳児突然死症候群の原因の一部
を占める可能性もあるとの指摘あり。1978年には厚労省より注意喚起の通知が
出されている。年間１例ほどであるが現在までの報告の半数が蜂蜜摂取。その他
輸入海外スープ、井戸水からの感染が１例報告。
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【サプリメントの効能（今回はヒアルロン酸内服について】
（皆さんが高い買い物をしないための医学基礎知識の提供）
サプリメントのコマーシャルは最近特にテレビ、新聞、雑誌、ネットなどで目立ってい
て「 個人の感想です」という文言さえ入れれば何でもあり！、のような風潮になってい
て医師としては非常に不愉快な CM が目立ちます。そこで、サプリの効能と言う事で今
回はヒアルロン酸内服について記載します。今後も色々なサプリの効用について解説していきます。
私は何でも試す人間なので、効果が疑わしくても一応数ヶ月はサプリなど飲んでみます。
最近はシジミ(オルニチン）も試しましたが、変化ありませんでした。
変換酵素阻害作用が軽度ある

サプリの中では例えばゴマなどは医学的にも降圧作用（軽度です）が確認されています
が、これはきちんとした作用機序が確認されています。医療分野で使用される薬の適応については
厳しい審査が必要。

4
3
2
1

但し、ヒアルロン酸投与後
2〜5ヶ月で皮膚吸収され再投与
にはお金がかかる！？）

美容整形でもヒアルロン酸の皮膚への注入は行われる。
ちなみにヒアルロン酸は皮膚の真皮より上、コラーゲン注入
は皮膚の真皮より下に注入される。（上手な先生にしてもらわないと駄目）

などしていた

が必要な事が多い(美しさを保つ

昔はパラフィンや液体シリコンなども

！

5

ヒアルロン酸や
コラーゲン注入

肩関節や膝関節内に直接
ヒアルロン酸を注入する
治療方法は病院でも行われる

使用されていたが、挿入物質が移動

ヒアルロン酸に関しては関節内に直接注入するのは医学的にも適応があって、肩関節周
囲炎（五十肩）や変形性膝関節症などの治療にも整形外科の先生が試みられる事もあり
ます。又、美容整形においても使用される事は御存知の通りで、きちんとした皮膚科治
療指針という医学書にも、その方法などが記載されています。しかし、ヒアルロン酸の
内服は医薬品にもなっていません。効果があるのなら内服薬として医薬品で販売されて
若返
りた
いると思いますが、、、。これはコラーゲンでも同じですが。
い

ヒアルロン酸というのはちょっと難しくなりますが、ムコ多糖類とよばれる物質ですが、
内服してそのまま体の中に取り込まれるわけではありません。
HOCH2

COO−
O
H
O

OH
H

H H

O
H H
OH
O
この部分がNH3に
なるとこれもサプリ

OH

グルクロン酸

H

O
H H
NH・CO・CH3

のあるグルコサミン
グルコサミンに

Ｎアセチルグルコサミン

ついては文書の一番最後

(これは糖類）

の頁に記載しています。

グルコサミンは糖蛋白

（ヒアルロン酸の化学構造式）

このヒアルロン酸が蛋白質
と結合してプロテオグリカン
という蛋白質になる。
このプロテオグリカンが関節
等の結合組織の下地などになる。
プロテオグリカンは大量の水分
を含むので関節などのクッション
作用を持つ。
眼球の硝子体にもヒアルロン酸やコラー
ゲンは豊富に含まれる。白内障の手術
などでもヒアルロン酸が使用される。

ヒアルロン酸を内服したらすぐにヒアルロン酸のまま皮膚や関節内に届くわけではありませんよ！
勘違いしない事！インシュリンは注射では有効ですが、内服してもインシュリンにならないのと一緒。
髪の毛が薄い人が髪の毛を食べたら髪が生えてきますか？極論すると,このＣＭはそんな感じですよ。
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【低分子ヒアルロン酸で吸収が良い→皮膚や関節内に届かないと意味が無い】
良くコマーシャルで低分子ヒアルロン酸で吸収が良いから云々というコマーシャルを見
ますが、一旦分解して吸収される事になり、それが直接皮膚や関節に届かないと意味が
ありません。私自身が 5 年くらい前に肩関節周囲炎（いわゆる五十肩）に罹患したので
その時にヒアルロン酸内服に関する医学文献も調べ上げたので良く知っています。
例えば、キ〇ー〇ーという会社もこの種類の医薬品を販売しているので（大学等とも共
同研究をしている）文献を送ってくれないか？と頼んだ事があります。それを読みまし
たが、ヒアルロン酸に放射性同位元素というのをくっつけてラットに投与した実験があ
りました。内服した ヒアルロン酸は皮膚に数十分とどまっていた（微量）が、関節内へ
の沈着は無く、皮膚のヒアルロン酸もすぐに消失していました。その他皇〇というコラ
ーゲン（かなり高額）を販売している会社が引用している医学文献も見つけましたが、
その大学（かなり有名な大学）の研究が毎年このサプリに関して報告していました。研
究費用を出してもらっているのか？とさえ思われますが、、。最近は論文捏造も多い事で
すし、信頼に足りるのかどうか疑問です。京都府立大学の降圧剤捏造（製薬会社との絡
みで）や東京大学でさえ数十もの論文捏造があるというのですから困ったもんですね。
信頼出来るのは製薬会社が絡まない（利害関係の無い）ものでしょうか？
※製薬会社が絡んだ文献と製薬会社が絡んでない文献では効能効果の差に違いがあるという文献も見ました。
人の言う事にはまず、「それ、本当？」と疑ってかかる事も必要です。

ヒアルロン酸は2008年に特定保険用食品（いわゆるトクホ）申請をある会社が行いましたが、却下
されています。その却下理由は「経口摂取したヒアルロン酸が体内に吸収されて皮膚に届くという
る。
事が証明出来ない」というものでした。つまり体内動態が不明だったという事です。
審査の緩いトクホでさえ、通らないのですから医薬品としても当分認められない（つまり効能、効果
に疑問あり）という事に現段階ではなろうかと思います。

どうしても飲みたい方は信頼出来る会社が製造している安いもので良いと思います。高くても
安くても効果に期待出来ないのですから。それより、毎日の食生活を豊かに（バランス良く）
した方が良いと思います（酒をたしなむ?飲み過ぎ？私が言うのもおこがましいですが；笑）。
コラーゲン摂取に関してはコラーゲン摂取が皮膚の線維芽細胞（コラーゲンの元）を刺激
するという研究報告もありましたが、その後の追加研究、報告は未だ見ていません。

ヒアルロン酸は女性の方は良く御存知だと思いますが、化粧品にも含まれています。
(大抵は 1 ％程度）これは経皮吸収(角質を通過して真皮まで届く）する訳ではありませ
ん。これもヒアルロン酸を含んだ化粧品が真皮まで吸収されて肌がプルプルになるかの
ような誤った CM を見る事があるので御注意を。(男性には関係ない事ですが；笑）キ〇ー〇ーがラッ
トの実験で低分子ヒアルロン酸をラットに塗布した結果水分保持が保たれた、と報告し
た文献を見ましたが、これは角質層(皮膚表面)付近にヒアルロン酸があり、保湿作用を
示していると考えられますが、問題はどの程度の時間効果があったのか？でしょう。
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⑤子宮頚癌ワクチンの副作用について
既に皆さんテレビなどでこの問題についてはある程度は御存知だろうと思いますが、
医師の立場から正確な情報を提供する必要があると思いましたので急遽付け加えました。
【子宮頸癌ワクチンと風疹ワクチンなどとの違いについて】
a:まず、風疹ワクチンなどは摂取すればほぼ 100 ％ 抗体を獲得出来ますが、子宮頚癌ワ
クチンは 100 ％では無い事、また後述しますが、頸癌の原因となるウイルス総てを網羅
しているわけでは無い事、また頸癌の原因は 御承知かと思いますがウイルスだけでは無
いと言う事です(これも後述します）。
b:風疹ワクチン接種は他の人に感染を防ぐという意味も持ちますが、頸癌の場合には個
人の問題であるという事です。また、ワクチン接種を受けた事で完全に癌を予防出来る
わけでは無い（つまり定期的な検査は必要）事も理解する必要があります。
尚、これも後述しますが、頸癌発見のために擦過細胞診等をしますが、これは産婦人科
で受けて下さい。よく個人で擦過細胞診を行うキットを郵送してする事がありますが、
これに関しては擦過部位が適切で無い事などより正確な診断がつかないと産婦人科学会
では注意を喚起しています。
c: これは大変重要な事なのですが、風疹ワクチン接種などにおいては死亡、或いは重篤
な副作用の頻度が少ないのに対して、子宮頚癌ワクチンにおいては残念な事に死亡例や
重篤な副作用（今後治癒が考えられない）の報告が多いという事です(これも後述します）。
稀な疾患だから副作用に見舞われた人は不運だった、と考えるのは少なくともこのワク
チンに関しては違うような気がしていますので(文献などの記載や我が国で報告されてい
る副作用；これについても詳細にその機序について考察しますが）その点についても記載します。
先輩医師が良く薬の副作用に対する考え方について以下のように発言されていました。
「1 万人に一人の割合の副作用発生と言っても副作用の発症した本人には 100 ％の頻度
なのだから、医師は謙虚に患者の訴えに耳を傾けるべきだ」と。頸癌ワクチンの副作用
に接した医師の中には積極的に被害届けに関与しない人もいるようですが、全く理解に
苦しむところです。ワクチン被害認定は国がその因果関係を検討して行われ、副作用と
認定されれば医療費補助されます。その前段階で被害に遭われた患者さんに対して、「こ
のような制度があるのだから、利用してみましょうか？」と言ったら如何でしょう？
色々なしがらみで消極的な医師には憤りさえ感じます。
以上前置きとして書きましたが、これ以後は少し頸癌ワクチンについて記載します。
娘さんやお孫さんをお持ちの方で心配されている方もいらっしゃると思いますので是非
参考にされて下さい。私の記載した内容を良く理解されてワクチン接種を受ける方は受
けていただきたいと思います。
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【子宮癌】
子宮癌罹患率は年間 1 万 8000 人程度。子宮頚癌が 8500 人、体癌が約 8200 人（2005）。
39 才以下の癌は殆どが頸癌であり、ウイルス感染(HPV:ヒトパピローマウイルス感染)によるもの
が殆ど。体癌の多くは 40 才以降に発生。子宮癌による死亡数は年間 5700 人(頸癌 2500
人、体癌 1700 人、どちらか不明 1500 人；2008 年）
【子宮の解剖】

がい
ちよう
こつ

卵管漏斗

外腸骨動静脈
卵管

fallopian tubes

さい

卵管采

尾骨

卵巣

ovary

卵管

子宮

子宮

子宮体部

子宮体部が後ろに倒
れると子宮後屈

腹膜
脂肪

膀胱子宮窩

子宮頚部

膀胱
膀胱

直腸

fimbria

恥骨結合
尿道

直腸

尿道

膣

膣

子宮、卵管、卵巣のイメージ図
解剖学的内子宮口とは子宮内膜
から頚管内膜への移行部を指す

子宮底
子宮は扁平円柱上皮境界部を境として子宮側は円柱上皮
それより下の膣円蓋部〜膣は扁平上皮となっている。

卵管

子宮体部
ない しきゆう
こう

組織学的内子宮口とは子宮体部と
頚部の境で子宮頚管の最も狭い所

子宮頚部

外子宮口

子宮頚管

膣円蓋

にＨＰＶが作用して発生する。

卵巣

解剖学的内子宮口
組織学的内子宮口

子宮頚癌はこの扁平円柱上皮境界部の円柱上皮の予備細胞

扁平円柱上皮境界部予備細胞増殖

ＨＰＶ感染

扁平円柱上皮境界部

軽度〜中等度異形成

(多くは消失
正常化する）

高度異形成
約50％が上皮内癌へと進展
浸潤癌

微小浸潤癌

上皮内癌
良くわかる病態生理婦人科疾患（2009）医事新報社203頁参照

子宮頚癌の病因

ヒトパピローマウイルス電子顕微鏡写真(20面体構造）表面のたこいぼのように見えるのは
カプソメアと呼ばれる蛋白の殻。

ヒトパピローマウイルス（ＨＰＶ＝Human Papillmavirus）が原因になる事が殆どであるが、その他
喫煙、ビタミンＡやカロチン摂取不足などもあげられている。また、疫学的には性交渉開始年齢
が低いほど発生率が高く、男性との性交渉の相手の数が多いほど発生率が高い事が以前から知られて
いた。
ＨＰＶ感染が癌発生の最初のステップとなる。産婦人科を受診する女性の1〜2割に感染がある。
特に10才後半〜20才代前半女性は3〜4割の高い感染率が報告されている。しかし、その多くは1〜2年
以内に自然排除される。ウイルス排除されなかった人達が癌発生のリスクを持つ事になる。

標準坂婦人科学（2011）医学書院107頁参照
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子宮頚癌の原因となるＨＰＶ(ヒトパピローマウイルス）の遺伝型で多いのがＨＰＶ１６で
頸癌の50％以上を占める。その他ＨＰＶ１８が多い。頸癌ワクチンは主にこれらを予防。
但し、その他にも遺伝型があり、31、33，35，45，51，52，58など15種類が頸癌発生原因の
ウイルスとなりうる。我が国ではHPV16,18の他HPV58,52の感染が多い。
※ＨＰＶ１６とＨＰＶ１８が頸癌の原因ウイルスの約７０％(我が国では60％）を占めると言われる。
日本においてはHPV16,18の占める割合は約60%と低く、52、58，33型がやや高い(産婦人科治療；2011：102904頁引用）
実際には製薬会社資料ではHPV16.18とも100％抗体は出来ない

従って、ＨＰＶ１６と１８を目的としたワクチンで仮に100％抗体が出来たとしても70％の頸癌
予防とも言えるわけですので、頸癌検診は毎年受けた方が良い(婦人科医による膣鏡擦過細胞診或いはやコルポ）
健診）。ワクチン製造会社の説明では16、18以外の遺伝子型にもワクチンが有効かもしれない旨
の記載がありますが、まず、期待出来ないと思います。
現在ワクチンには２種類あってHPV16,18のみを対象にした2価ワクチンとこれらに6、11型を加えた4価ワクチンがあるが、6、11型を追加しているのは
尖圭コンジローマ予防のためであり、6、11型は頸癌発症ウイルスとしては医学書等には記載されていない。

頸癌ワクチン接種による我が国での副作用報告はどれほどなのか？
我が国でワクチン接種が開始されてから2010年11月〜2013年3月までに接種を受けた→
集計された318万人の中で、副作用報告は1196件。その中で重篤な副作用106件(厚労省）。
(このワクチンは疼痛が強く、痛みのため失神する人もいる）かなり重症例の発生頻度が高く
なっています。特に、この中で、散在性脊髄性脳炎の発症例数が多い事がこのワクチンの
持つ怖さの一つがあると思っています。
臨床試験段階で13人、海外5人、我が国で1人死亡例が報告されているが、製薬会社ＨＰを見ると、ワクチンによるものかどうか明らかで無いとしている。
その他の「痛み」という後遺症も多いがは神経変性では無いのか？ギラン・バレー症候群なども報告されている。ＳＬＥなども後遺症として認定
されているがまさに自己免疫疾患の病気だ

※散在性脊髄性脳炎
一種の自己免疫性疾患でワクチンだけで無くウイルス感染などでも起こり、発生頻度
2.5 人/10 万人程度。神経内のミエリンという電線のような働きをする箇所が炎症を起こ
して変性する(脱髄）ので、重症度によって種々の症状が出現する。手足の痛み、麻痺、
構語障害等々。頸癌ワクチン接種後 5 人発症の報告がある。テレビなどで車椅子に乗っ
ていた女性を見た事があるかも知れないが、恐らくこの散在性脊髄性脳炎を発症された
方だと思います。頸癌ワクチンだけでは無くインフルエンザ・ワクチンなどでも発症報
告がありますが、頻度が頸癌ワクチンが 10 倍くらい高いとする報告もあり。

※ワクチン接種以外にも上記のように発生するので最終的には審査委員会が判断します
が、明らかにワクチン接種後色々な症状出現後、麻痺が出現すればワクチン接種以外で
の発生頻度の低さから考えれば認定されるはずでしょう。
病院を受診して医師の診察を受けて下さい。医師が認定申請
に消極的な場合には予防接種をした市町村の予防接種担当課に
※ワクチン接種による副作用と認定されれば医療費補助されます。
相談して下さい。
ワクチン接種後異常があったら？

ワクチン接種後の副作用でお困りの方は↓

全国子宮頸がんワクチン被害者連絡会http://shikyuukeigan.fem.jp/に相談されても良いかもしれません。
今年3月に発足したばかりのようですので、ＨＰを見てもまだ不十分なところもあるようですが、
参考になると思います。それから佐藤内科循環器科医院(宮城県にあるようです）の先生が個人としては
大変良く頸癌ワクチンについて危険性なども記載されていますので御覧下さい。http://satouclk.jp/
非常に正義感あふれた記載が私に似ていて(笑）、好感が持てます。 3万人に1人しか発生しない重篤な副作用だから大丈夫なのか？
個人個人の考え方もあるでしょうから、記載した事を参考にして接種される場合にはワクチン接種を受けさせて下さい。
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じんじようせいゆうぜい

【ＨＰＶの型の中にはイボ(尋 常 性疣贅)の原因になる物もある】
パ ピ ロ ー マ

ＨＰＶ（Ｈ uman Papilloma Virus)ウイルスの型の中には良く見かけるイボの原因にな
る物もあります。 Papilloma が 乳頭腫(乳頭状の良性腫瘤、腫瘍）という意味で、Papill
はラテン語の乳頭、突出したものという意味を持っています。
よく見かけるイボもＨＰＶによる。このイボ(尋常性疣贅）の場合には
ＨＰＶ２やＨＰＶ４による。頸癌とは関係ないので心配無い。型が違う。
※このイボはそれではどのようにして出来るのか？
総てのイボは傷口などから侵入したＨＰＶが上皮の基底細胞などの増殖能
を保持した細胞に感染して、いぼが大きくなる(増殖）という事です。
標準微生物学（2011）医学書院525頁参照

その他ＨＰＶには100種類以上の型がある。このイボのように良性の経過をとるもの
や子宮頚癌などの原因になる型もある。また、扁平なイボが広がる疣贅状発育異常症
せんけい
は悪性になる可能性があります。陰部に出来る尖圭コンジローマ(疣状の物が外陰部に
出来る）は性感染症の一つでもありますが(男女とも出来る）、これは良性です。しかし、
巨大尖圭コンジローマは前癌病変であり、外陰部に出来る陰部癌との鑑別が困難な事も
あるので、皮膚科を受診して正確に診断してもらって下さい。
新しい皮膚科学（2011）中山書店

472頁参照

グルコサミンも健康食品で良く名前を聞くと思いますが、ヒアルロン酸がムコ多糖類と呼ばれる糖質

グルコサミンについて

なのに対してこのグルコサミンは糖と蛋白質が結びついた糖蛋白と呼ばれる物です。これもそのまま
吸収される訳では無いですが、内服でも関節炎に有効性の期待出来る文献報告があります。
※また、海外の一部では医薬品として認められている所もあります。

COO−
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HOCH2
O
H H

H H
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O

OH

ヒアルロン酸

H

日本では認可されていません。我が国では色々な大学が集まって

O

グルコサミン研究会という学会のようなのが存在しています。

H H

O

ただ、このグルコサミンやヒアルロン酸は結局の所体内で合成される
物なのですから、偏りの無い食事をする事が一番良いのだろうと思います。

NH・CO・CH3

グルコサミンやヒアルロン酸は体内でも合成されるが

ここがNH3になったのがグルコサミン

加齢とともに減少する。

上記構造式を見てもわかるように、グルコサミンが体内でヒアルロン酸の言わば原材料となる。
グルコサミンそのものが関節炎に対して有効では無いか？という文献もある。ただ、有効な量は
現在サプリとして服用しているより、かなり多く摂取しないといけないという報告もあり、その場合
血糖値への影響（糖蛋白なので）なども懸念されている。糖尿病の人などは医師にもサプリを
服用する場合にはきちんと報告して下さい。
グルコサミンと似た名前のグルタミンも健康食品で販売されていますが、こちらは非必須アミノ酸
ですから、体内で合成されますし、特別健康食品として摂取する必要も無いと思います。

※次回はめまい、耳鳴り、難聴などの原因と原因疾患に関して「続・わかりやすい病気
の話」として配布します。
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続・わかりやすい病気の話
平成 25 年 7 月
産業医 大塚伸昭
【肝炎の話】
肝臓に関しては私の「わかりやすい病気の話＆人体解剖・薬の基礎知識」の本や HP
(ホームページ)「大塚先生の診察室」でも解説していますので、そちらを御覧下さい。
その中でも肝炎については解説していますが、今回は特に B 型、C 型肝炎などについて
詳しく解説します。少し難しい箇所もありますが、肝炎（或いはキャリア）の方が身近
にいる人達には大いに参考になると思います。
【ウイルスの話】
B 型肝炎などはウイルス（Virus）によって起こりますが、この Virus はラテン語の「毒」
に由来します。ウイルスは細菌と違い普通の光学顕微鏡で見る事は出来ず 1939 年の電子
顕微鏡の開発で初めてその形態を見る事が出来るようになりました。
毎年肝癌（原発性肝癌）で死亡するのは約 3 万 5 千人ですが、そのうちＣ型肝炎や肝硬
変に由来するのが約 70 ％、Ｂ型肝炎による肝炎や肝硬変によるものが 15 ％と言われて
います。残りはアルコール性肝硬変などによる肝臓癌等です。肝臓癌はウイルス感染し
ていない人やアルコール性肝硬変などの無い人から発生する事は希な事です。
B型肝炎について

最近は非アルコール性脂肪肝炎(NASH=Non-Alcoholic SteatoHepatitis)から
肝硬変→肝癌発生も注目されている。食べ過ぎや脂質異常には注意を！
ヘパタイティス

※本文中でＢ型肝炎ウイルスの事を
ＨＢＶ等と記載していますが、これはＨＢＶ（Hepatitis
ウ イ ルス
B Virus）でＢ型肝炎ウイルスを指しています。ちなみに
hepat は肝臓を指します。肝臓
ヘ パ ト メ ガ リ ー
腫大等という時には
hepatomegaly
と呼びます。hepatitis の最後の itis は炎症を表します。
ガストライティス
エンテライティス
胃炎は g a s t r i t i s、腸炎は ent er iti s です。
B 型肝炎に起因する肝癌死亡割合は 5000 人/年 肝硬変は 1000 人/年となっています。
Ｂ型肝炎から発症した肝硬変から肝癌を発生する率は 10 年間で約 30 ％、慢性肝炎から
肝癌を発生する率は軽度慢性肝炎では 10 年後約 3 ％、進行性慢性肝炎から 10 年後約 15
％の発生率があります。（これだけは知っておきたい B 型慢性肝炎の診断と治療 2011 より）
ＨＢＶキャリアーは日本全体の人口の 1.0 〜 1.5 ％ 総感染者数 130 〜 150 万人と推定さ
れています。若年成人を中心に年間 6000 人以上の新規感染者がいます（日経メディカル 2012
参照）
。また、ＨＢｓ抗原が 6 ヶ月以上陽性の場合その人をキャリアと呼びます。
B型肝炎発見の歴史
1963年にBlumbergらはオーストラリア原住民の血清中にウイルス抗原を発見して当初
オーストラリア抗原と呼ばれていました。その後、Ｂ型肝炎ウイルス本体のDane粒子が
同定され、1979年にウイルス遺伝子が同定されました。
私が研修医になった頃の昭和53年当時にはA型、Ｂ型肝炎ウイルスしか確認出来ておらず、
その他の肝炎ウイルスをひっくるめて非A非B型肝炎ウイルスと称していました。肝硬変患者の
食道静脈瘤破裂で吐血した血を浴びていたりしていたので今考えると、ゾッとしますが。
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【感染経路（経口感染は無い。血液による】
母子感染（経胎盤、胎道感染）性交、の他保育園や運動部など体を触れあう機会が多い
集団生活での集団感染も報告されている（小児では噛んだりする事もあると思うが、
その他、口腔粘膜に傷があったりした場合などの血液感染もありうる；従って感染者が
いる場合などには歯ブラシ、カミソリなどの共有は避けるという事になるわけです）。
後で詳しく記載するが、3 〜 5 才くらいまでの感染はキャリア（無症候性キャリア）と
なる可能性が高く（90 ％）なる。殆どが妊娠、出産時の経胎盤、経胎道感染ですが、
5 才くらいまでの間にＢ型肝炎ウイルスに感染すると無症候性キャリアとなる可能性が
あるので、Ｂ型肝炎ワクチン はお孫さんや子供さんがいる場合には是非受けていたただ
きたい。ワクチンの事も後で記載します。
また、既に御存知と思いますが、Ｂ型肝炎訴訟でも明らかなように以前は予防接種を注
射器（針）を変える事無く行っていた時期があり、これによるＢ型肝炎キャリアになっ
ている人もいます。集団予防接種によるＢ型肝炎ウイルス感染者数は約 40 万人と推定さ
れています。国は 1948 年の予防接種法施行以降注射針を一人毎にアルコール消毒したり
取り換えるよう指導していましたが、徹底されていませんでした。1988 年に旧厚生省が
改めて通知を出して以降になってようやく注射筒を含めた注射器全体の一人毎の交換が
完全実施されています。
B型肝炎ウイルスの形状（イメージ図）

（外皮；envelopeを有する直径42〜47nmの球状
粒子）nmのnanoは10のマイナス9乗（10億分の1）
ＨＢｓ抗原

ＨＢｓのｓはＳurface（表面）という
意味

ＨＢe抗原

ＨＢeのeはenvelope（外皮）という
意味

ＨＢｃのｃはｃore（中心、核）と
いう意味
その他、患者血清中には小型球状粒子や管状粒子が多数見られる
が、これにはウイルス遺伝子を含んでいないので真のウイルス粒子
ではなく、遊離ウイルス抗原である。過剰に産生されたＨＢｓ抗原
が粒子を形成した物質。これが最初に発見されたＡＵ（オースト
ラリア）抗原である。
ＨＢc抗原

Ｂ型肝炎
の遺伝子ＤＮＡ

ＨＢｓ抗原

ＨＢｃ抗原

上写真が実際の
Ｂ型肝炎ウイルスの電子顕微鏡写真

母親がＢ型肝炎キャリアで出産時に胎児が感染する事
を垂直感染と呼ぶ。経胎盤が5％で殆どが（95％）
胎児が産道通過時に感染する。母親がＨＢe抗原陽性
でウイルス量が多いと100％感染して、児の70％が
キャリア化する。
最近は出産後に胎児に免疫グロブリン投与、その後ワクチン接種
を行うため児のキャリア化は殆ど見られない。
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【遺伝子型（genotype）について】
遺伝子型は 8 種類に分かれる。日本では C 型が最も多い（70 〜 80 ％）。次いで、Ｂ型が 10
〜 20 ％ を占める。A 型が最近増加しつつあり 6 ％を占めるようになった。
genotypeA,B ではインターフェロン 40 ％有効。日本人に多いＣ型にはインターフェロン
の効果が低い。 （これだけは知っておきたい B 型慢性肝炎の診断と治療 2011 より）
成人（正確には 5 才以上）でＢ型肝炎ウイルスに感染すると→約 8 割は無症状で治癒。
残り 2 割が急性肝炎発症。その中から慢性化するものもある。（これだけは知っておきたい B
型慢性肝炎の診断と治療 2011 より）

感染年齢によるＢ型肝炎の経過の違い
急性肝炎（２０％）

20％が急性肝炎
として発症

（meicina2011他参照）

90%は慢性化する事も無く治癒
１％が激症肝炎
※激症肝炎の予後は不良の事が多い。死亡率40〜60％。大学病院

慢性肝炎

80%は無症状
回復期
（ＨＢｓ抗原陰性）

90％が
無症候性
キャリア
となる

無症候性キャリア

３ ５
~才以下
での感染

Ｂ型肝炎ウイルスに感染

５才以上
での感染

勤務時代に看護師が針刺し事故で激症肝炎に罹患して死亡した

一過性肝炎
（90％）

0.7〜2.1％/年
非活動性キャリア
（ＨＢe抗体陽性、低ウイルス量）
0.2％/年

80％
10％

※上図を見ると、幼少時のＢ型肝炎ワクチン接種

肝硬変

慢性肝炎
20％

肝細胞癌
1.2〜8.1％/年

0.5〜08％/年

の重要性がわかると思う

※豆知識
Ｂ型肝炎ウイルスは血液以外にも精液、唾液、咽頭液、母乳、尿などにも分泌されているが、
A型肝炎と異なり、糞便中には殆ど排泄されない。また、咽頭液、母乳、尿などからの感染も
実際には起こらないと考えられている。唾液に関してもチンパンジーの実験では唾液を皮下接種
した場合には感染したが、唾液を経口摂取させても感染しなかったとの文献がある。
与芝真彰著Ｂ型肝炎訴訟（かまくら春秋社平成23年発行）74頁参照
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B型急性肝炎でのウイルスマーカーの推移（5才以降の感染の場合）

肝機能異常
は1〜2ヶ月続く

IgGHBc抗体

ＨＢｓ抗原

ＨＢe抗体
ＨＢe抗原

ＨＢｓ抗体

IgMHBC抗体

0
潜伏期
(1~6ヶ月）

1

2

3

4

5

6

（月）

Ｂ型肝炎ウイルスが体内に入るとＨＢｓ抗原が作用する。
従ってＨＢｓ抗原が陽性である事は体内にＨＢｓ抗原がある事
を示し、現在の感染を意味する。
これに対応して3〜6ヶ月目頃からＨＢｓ抗体が出来る。
従ってＨＢｓ抗体陽性は以前Ｂ型肝炎ウイルスに感染した、
或いはワクチン接種を受けた事を意味する。

※通常は 5 才以上で感染した場合には上図のように 20 ％が急性肝炎（80 ％の人は感染
しても無症状で治癒する）の形をとり、2 ヶ月程度で治癒するが、約 1 ％が激症肝炎に
なり、また慢性化する例もある。
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3~5才までの間にＢ型肝炎ウイルスに感染した場合、キャリアとなりやすい
成人になって感染するのと違って3〜5才頃までにB型肝炎ウイルスに感染すると
キャリア化する可能性が高くなる。これはまだ幼少時は免疫の働きが十分でない
（免疫応答が弱い）ためではないかと言われている。
3〜5才までに感染した場合の血中ウイルス抗原、抗体の経過を以下に示す。
ＨＢｃ（IGg）抗体
ＨＢｓ抗原

ＨＢe抗原
ＨＢe抗体

ＨＢｓ抗体

ＨＢＶＤＮＡ
(B型肝炎のウイルス
の量を表すと考えても良い）

無症候性キャリア期
（乳幼児期にキャリア化
した場合10才代くらいまで
肝障害の無い時代が続く）
免疫寛容期とも呼ぶ。

肝炎期

無症候性キャリア期

キャリア離脱期

90％が肝炎発症
ＨＢe抗体が出来る

キャリアが10才代後半から20才代になると肝炎が起こりAST,ALT等の肝機能値
が上昇します。これを肝炎期と呼びます。この時にＨＢe抗体が出来ると肝炎が
収束に向かいますが、ＨＢe抗体が出来ないと慢性肝炎へと移行します。また、
ＨＢe抗原が陰性化した後も約40％の症例では肝炎が持続する症例があると最近
報告されています。ＨＢe抗体が出来る事をセロコンバージョンと呼びます。

ＨＢＶキャリアの約 90 ％は自然経過でＨＢ e 抗原からＨＢ e 抗体へのセロコン
バージョンが起こります。しかし、セロコンバージョン後もＨＢＶＤＮＡ量が十分に低
下せず肝炎が持続すると、肝硬変、肝癌を発症するリスクが高くなる。これらを最近は
非活動性キャリアと呼ぶ。
3〜5才くらいまでの間に感染すると上記のように20才代くらいまでは殆ど症状の無い
無症候性キャリア（免疫寛容期）と言われる時期が続く。この間ＨＢＶの増殖は活発で
あるが、ALT等の肝機能数値は正常で肝臓の組織も軽度の炎症がある程度である。これは
若い時にはまだ、B型肝炎ウイルスを敵（悪者）だと認識せずに排除しようとしないと考え
られている。
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【Ｂ型肝炎の治療】
Ｃ型肝炎と異なりインターフェロン等による治療成績は良くない。治療目標は血中
ＨＢＶＤＮＡ（Ｂ型肝炎ウイルスの量）量を減らす事にある。
35才未満のＨＢe抗原陽性者

インターフェロン治療をまず考慮
自然経過でセロコンバージョンする事もあり、
経過観察でも可
肝臓の繊維化した例（肝硬変に近い）や
急激な肝機能低下などには核酸アナログ製剤
を考慮する。
※核酸アナログ製剤の治療は長期化する事が多い

35才以上のＨＢｅ抗原陽性者

35才以上ではインターフェロンの効果が薄く、
核酸アナログ（エンテカビル）が第１選択となる

※インターフェロンは非経口投与で、値段が高く（医療補助が受けられる事もある）
発熱などの副作用が必発。B型肝炎の遺伝子型（genotype）により有効性が異なる。
また、Ｂ型肝炎ウイルス量が多い場合にはインターフェロンの効果が薄い。
我が国で多い遺伝子型Ｃはインターフェロンの有効性が低いと言われている。
我が国のB型肝炎の約80％が遺伝子型Ｃ、で次いで遺伝子型Ｂが11％である。
最近は欧米などで多い遺伝子型Ａの割合が年々増加していて注意が必要である。
インターフェロンにはインターフェロンα、βやペグインターフェロンαなどが
ある。2011年9月にはペグインターフェロンα-2aの48週（１年間）投与が認可。

※例えばペグインターフェロン投与の場合週１回の割合で皮下注射する。
（皮下注射とは予防接種の時に受けるような注射の打ち方）
インターフェロンの副作用；発熱、筋肉痛、倦怠感などが高頻度に起こる。頻度は少ない
が、うつ症状、間質性肺炎、脳血管障害、網膜症、甲状腺機能障害などがある。血小板
減少、好中球（白血球の一つ）減少はほぼ必発。１ヶ月に一度は血液検査などが必要。

【肝炎治療に対する医療費助成制度】
月額 1 万円（所得の多い人は 2 万円）以上の自己負担金額の場合には医療費助成が受
けられるので主治医に相談する事。
1988 年インターフェロン 4 週間投与から開始された。2002 年に 24 週投与可能。
しかし治療効果は 30%台と低い。
2000 年に使用可能となった第１世代核酸アナログ製剤ラミブジン半数以上の症例で
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耐性株が出現。肝炎の再燃が起こった。2004 年からラミブジンとアデホビルの併用投与
2006 年からエンテカビル使用可能。現在投与開始 3 年で耐性株約 2 ％出現。しかし長期
投与でどうなるかは不明。
→従って 35 才以下の若い世代→核酸アナログ長期投与では無くインターフェロンによる
e 抗原陰性化 ALT 正常化が望ましい。

【Ｂ型肝炎ワクチン】 （厚労省資料による）
2010 年 9 月現在日本製、米国製の 2 種類が販売されている。
【接種方法】
通常 3 回接種
0.5 ｍｌ（10 才未満では 0.25 ｍｌ）を 4 週間（１ヶ月）間隔で 2 回、更に 20 〜 24 週（5
〜 6 ヶ月）後に１回筋肉内又は皮下接種する。
抗体（免疫力）獲得は若いほど高く 40 才未満 95 ％、40 〜 59 才 90 ％、60 才以上 65 〜 70
％となっている。また遺伝子型が異なる場合でもワクチンは有効とされている。
※Ｂ型肝炎ウイルスキャリアの母親から産まれた乳児の場合には出生後 48 時間以内に
免疫グロブリン（ＨＢＩＧ）を筋肉注射し、生後 2 〜 3 ヶ月から 3 回のワクチン接種が
行われる。
【予防接種の効果について】
3 回接種の効果持続については個人差があり、抗体価が低下する人もいるが、20 年以上
は続くとされている。
【予防接種の安全性について】
長い間世界中で使用されているが、重篤な合併症報告は無い。局所的な副反応と呼ば
れるもの（発熱、発疹、局所疼痛、かゆみ、腫脹など）が 5 ％以下で見られる程度。
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【C 型肝炎について】
B 型肝炎ウイルスが同定された 1979 年の 10 年後（1989 年）にＣ型肝炎遺伝子が同定
されました。
C型肝炎ウイルスイメージ図

外皮

ウイルス表面にはスパイク状突起が見られる
（これはインフルエンザウイルスと同様）

Ｂ型肝炎ウイルスが不完全2本鎖ＤＮＡなのに
対してC型肝炎ウイルスは一本鎖ＲＮＡ
コアタンパク質

直径55〜65ｎｍの球状粒子
（ｎはナノで10の−9乗で10億分の一）
実際のC型肝炎ウイルスの電子
顕微鏡写真

ＨＣＶ（Ｈ epatitis C Virus；Ｃ型肝炎ウイルス）感染者は世界人口の約 3 ％とされている。
我が国の HCV 感染者は 150 〜 200 万人と推定されている。
我が国における慢性肝疾患（慢性肝炎、肝硬変、肝臓癌）の約 7 割がＨＣＶによる。
Ｃ型肝炎の特徴

激症肝炎も希

潜伏期 1 〜 3 ヶ月で肝炎を発症するが、Ｂ型肝炎に比べて症状の軽い事が多い。また、
免疫力の正常な普通の人達が感染しても慢性肝炎になりやすく慢性化率が 50 〜 80 ％と
高率である。我が国に多い遺伝子型 1a(全体の 70 〜 85 ％)はインターフェロンが奏功し
にくい。最近は多剤併用療法も行われており、これについては後で記載する。
Ｂ型肝炎と異なり夫婦間（性感染）による感染は極めて低率と言われる（これはＣ型肝
炎ウイルスの濃度が低い事などにもよる）。また出産時の感染（垂直感染）は従来低いと
言われてきたが、10 ％程度の垂直感染があり、3 歳児でも約 7 割がＨＣＶ感染している。
このため C 型肝炎ウイルス量の多い妊婦には帝王切開による出産を推奨している
（産婦人科診療ガイドライン）。
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【C 型肝炎に罹患しているかどうかはどうしてわかるのか？】
血液検査が必要です。この場合感染の有無を調べるためにはＨＣＶ抗体が初めに検査さ
れます。何故、最初に B 型肝炎のＨＢｓ抗原検査のようにＨＣＶ抗原を調べないか？と
言うと、ＨＣＶ抗原（定性）検査は 5 ％が偽陰性（本当は陽性なのに陰性という結果が
出る事） になるからです。
過去にC型肝炎に罹患した事がある（現在は治癒）

ＨＣＶ抗体陽性
（最近の抗体は第２或いは第3世代抗体
検査が使用される）

現在もＣ型肝炎に罹患している（慢性肝炎）

ＨＣＶ抗体陽性という事は過去の感染或いは現在の感染を示していて、抗体が出来ているから
現在は治癒しているというわけでは無い。これを鑑別するために以下のような血液検査をする。
一般的にはＨＣＶ抗体陽性の場合抗体価が高い（数値が大きい）
場合には現在もウイルス感染状態にあり、抗体価が低値の場合
は、ウイルスを排除して治癒したか感染早期と言えます。

ＨＣＶ

ＲＮＡ（C型肝炎ウイルスの遺伝子）測定

（Ｃ型肝炎発見当初はこの検査しか無かった．治療中のモニタリングにも利用される）

ＨＣＶコア抗原測定（同じくウイルス量の測定）
（簡便で定量性に優れる。経過観察や抗ウイルス療法開始前のＨＣＶ定量などに利用）
その他、抗ウイルス療法開始前にはＨＣＶ遺伝子型の血液検査などが行われる。
通常の健康診断ではB型肝炎ウイルス（HBs抗原）検査は行われますが、C型肝炎（ＨＣＶ抗体）の血液検査はしていないので
肝機能検査異常があって、心配な方は医師に相談してみて下さい。1200円程度（保険適用が効かない場合）実費になりますが。

※ C 型肝炎ワクチンは無いのか？
Ｂ型肝炎ワクチンは既に使用されていますが、Ｃ型肝炎ワクチンはありません。
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【Ｃ型肝炎の治療】
Ｃ型慢性肝炎からの肝臓癌発生率は 10 年間で 12.4 ％と高く、肝硬変になってからの肝
臓癌の発生は平均観察期間 9.2 年で 53.9 ％と高率になっています（慢性肝炎・肝硬変の診察
ガイド 2013 による）。

C型肝炎の遺伝子型やウイルス量によって治療効果に差がある。我が国では遺伝子型１ｂ,２ａ、２ｂ
の３種類が多く、それぞれ７０％、２０％、１０％を占めるが、インターフェロン療法が効きやすい
のは遺伝子型２ａ、２ｂ、１ｂの順番である。
（抗ウイルス治療法選択の一般的な考え方）

ウイルス量が少ない場合にはインターフェロン或はペグインターフェロンα-２aが投与される。
ウイルス量が多い場合には１型の場合にはペグインターフェロンα-２a＋リバビリン＋テラプレビル。
２型の場合にはペグインターフェロンα-２a＋リバビリン或いはインターフェロンβ＋リバビリンが
投与される（慢性肝炎・肝硬変の診療ガイド2013による）。
※リバビリンやテラブレビルは抗ウイルス薬に分類されています。リバビリンはエイズの治療薬と
しても使用されていました。これらはウイルスの核酸合成を阻害したりする効果があります。単独
で使用される事は無くインターフェロンとの併用で使用される薬です。
遺伝子１型の高ウイルス量治療において、ペグインターフェロンα-２a＋リバビリン＋テラプレビル
の３剤治療は初回治療群の73％において有効だったとしています（慢性肝炎・肝硬変の診療
ガイド2013による）
但し、インターフェロン単独でも副作用があるわけで３剤併用は副作用が重篤な事もあり得るので、治療は肝臓専門医が
行うべきだとしています。又、皮膚科専門医とも密接に連絡し合う事としています。

※但し、一旦ウイルスが陰性化してもウイルスが復活して！慢性肝炎が再燃する事も
あります。その場合には治療薬を変更して再度治療を行う事になるわけですが、慢性肝
炎からの肝癌発症率は高いので重篤な副作用が無い限りは再度の治療を行う方が良いと
思います。
治療後にC型肝炎ウイルス陰性化しても希だが肝臓癌の発生する事がある！

医学文献によると、1983〜2010年までの間にＣ型肝炎ウイルス陰性化した症例から肝臓癌
の発生が10例ほどあるとしています。頻度はかなり少ないようですが、注意が必要です。
（肝臓53巻11号2012年 763-768頁 C型肝炎ウイルス治療著効後15年後に肝細胞癌を発症した１例）
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続わかりやすい病気の話

平成 25 年 6 月 25 日
産業医 大塚伸昭

続わかりやすい病気の話シリーズの第１弾として今回はこれから更に暑くなる季節にな
りますので、① 熱中症 などの解説と② 今年は患者数が増加している風疹 などの解説を行
います。③また、最近話題のダニなどによる感染症についても解説します。
今迄は各部署に一部ずつ配布していましたが、今回から一人一部ずつ配布します。
その代わり、枚数を 2~3 枚程度（両面印刷で 4~6 頁程度）にします。
また、毎回記載していますが、印刷は私のプリンター、紙も個人用です。
それから、この文書は一般の方にも見ていただいても全く構いません。
①熱中症について
以前は日射病などの言葉もありましたが、最近は日射病も熱中症の一部として取り扱わ
れます。また、以前は熱射病、熱けいれんなどの言葉も使用されていた事がありますが、
混乱を招くという観点から 2003 年から「熱中症」という疾患に統一されています。
大脳

熱中症の発症機序とその治療について
体温はどうやって調節されているのか？

小脳

延髄

脳の中心付近にある視床下部が体温調節中枢です

体温上昇

視床下部が感知

視床下部から指令が出る

発汗

熱中症の発症！

熱
中
症

皮膚血管の拡張などで心拍出量を増加

体温が低下する（正常な場合）

更に症状が進行すると今度は血圧が維持出来なくなるので
皮膚の血管などが収縮する→発汗が止まる→体温上昇！
治療方法は？
①余分な衣服を脱がせる→送風、氷嚢などによる皮膚冷却、アルコール酒精綿なども有用
特に、鼠径部、頸部、腋窩などは大きな動静脈が通っているのでこの付近を冷却。
②意識があって飲水出来るようなら水分、塩分などやスポーツドリンク類を与える

意識障害、けいれん発作等がある場合には直ちに救急車を呼んで下さい。熱中症は重
症度から１〜Ⅲ度に分類されますが、最も重症な場合には循環不全から腎不全や肝不全、
中枢神経障害 、血液凝固障害などにより死亡します。Ⅲ度の最も重症（特に体内の深部
体温が 40 ℃を超える場合）例の死亡率は 70 ％になります。
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【熱中症のまとめ】
熱中症はその重症度からⅠ〜Ⅲ期に分類されています。１度は大量の発汗などで筋肉痛
や筋肉の硬直（いわゆるこむら返り）を起こすもので入院を必要とせず、経口的な水分、
Ｎａ（ナトリウム；塩分など）を摂取すれば改善するものです。いわゆるスポーツドリ
ンクの類いでも構いません。
②風疹について
風疹は今年度は特に患者発生数が増加しています。
患者発生数

１万人

この風疹流行の背景の一つとして予防接種率の問題
等もあるかと思います。
1977年より女子中学生を対象に定期接種が開始
されましたが、1989年から1〜6才の麻疹定期接種
時におたふくかぜ、麻疹、風疹の３種混合ワクチン
今年6月12日現在の報告 （MMRワクチン）を接種して良い事になって
（厚労省資料より引用） いましたが、無菌性髄膜炎多発により1993年に
MMRは中止されます。

2012年
その他の年
横軸は１年を週の数で表している

その後、色々変遷があって個別接種への
変更などもあり、ワクチン接種率低下の
著しかった時期もあるようです。

【風疹の苦い私自身の思い出】
風疹など診断は簡単だろうと思われる方もいらっしゃると思いますが、大人になってか
かると非定型的な風疹発症もあります。私が医者に成り立ての頃、薬疹のような患者さ
んを診察しましたら、風疹でした（この頃は医師としての力量不足でしたが）。しかも！
私自身が風疹に罹患した事が無かったようで１週間ほど高熱が続きました。成人で発熱
だけが先行している場合や、非定型的な発疹の場合には耳の後ろ（耳介後部）のリンパ
節腫張や頚部リンパ節腫脹があるか確認するのも重要です。
風疹の潜伏期間

2〜3週間（平均16〜18日）

全身倦怠感、頭痛、咽頭痛、鼻汁、咳嗽などの上気道炎様
症状の後に頚部リンパ節、耳介後部リンパ節腫張
発熱（小児では微熱、無熱の事も多い）、発疹出現

発疹は顔から出現しはじめ、頸→体幹→四肢へと広がる。
発疹の性状は小さな鮮紅色の丘疹（盛り上がる発疹の事です）
で時に出血斑や掻痒を伴う。発熱、発疹は小児では数日で
消失する事が殆ど。成人は上述の私の例のように高熱が持続。
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風疹の発疹は上記写真
のように、盛り上がった
鮮紅色の丘疹。
お互いに融合する事は無い
（この写真は不鮮明で色が
やや薄く見える）

【風疹に感染しているかどうかを確認する血液検査の方法は？】
ウイルス感染を確認するのには血液検査が必要ですが、この風疹（それ以外のウイルス
でも）では急性期なのか感染した事があるのかなどの幾つかのウイルス検査方法があり
ヘ マ グ ル チ ネ イ シ ヨ ン
イ ンヒ ビシ ヨン
ます。一般的にはＨＩ（Ｈ emagglutination I nhibition ；赤血球凝集抑制）が用いられま
す。この血液検査で風疹に感染しているかどどうかが確認出来ます。抗体（免疫力の事）
の値を数値で表現します。ＨＩの値が 8 以下の場合には未感染であり、特に妊婦は
妊娠 5 ヶ月までは罹患しないような注意が必要です（出産後のワクチン接種が推奨され
ます）。
ＨＩの値が8〜16は以前の感染があると考えられますが、抗体価
が低いため（再感染の可能性あり）、やはり妊婦は注意が必要です。
風疹に感染しても典型的な症状が出ない、或いは全く症状が出ない
不顕性感染の割合が15〜30％程度あるので、この場合など上記のように
抗体価が低く出る可能性もあります。
HI値が16以上の場合には感染の危険は無いと考えられます。
ワクチン接種も不要となります。
子供さんやお孫さんなどで若い御夫婦がいらっしゃって心配な方は上記を参考
にして下さい。
コンジェニタル

ル ー ベ ラ

シンドローム

【先天性風疹症候群;Congenital Rubella Syndrome 】

Rubellaは風疹の事。
赤い（red）に由来する
発疹が赤いのでこの名前

既に皆さん御存知だと思うが、妊婦が風疹に罹患すると
子供に障害が出る事があるが、これは妊娠5ヶ月迄の感染
で、５ヶ月以降は先天性風疹症候群発生は殆ど無い。
妊娠５ヶ月までの先天性風疹症候群の発生率は約10％であるが、妊娠10週目（約2ヶ月）迄
に妊婦が罹患した場合の先天性風疹症候群の発生率は60〜85％に達するので、注意が必要。
先天性風疹症候群の胎児への影響；眼疾患、難聴、心奇形が3主徴として良く知られていて
グレッグ（Gregg）症候群と呼ばれる事がある。眼疾患では白内障、虹彩異常、網膜症、緑内障
等が見られる。心奇形としては心房、心室中隔欠損、動脈管開存症などがある。また、これら
のように、生まれてすぐに影響が出現するもの以外にも生後数年〜30年を経過した後に精神発達
遅延や、１型糖尿病、進行性汎脳炎などの発症のある事も報告されている。

【若い世代の風疹抗体について】
厚労省によると、平成 23 年度調査において特に 20 〜 30 代男性の風疹の抗体陰性（風疹
に罹患する可能性のある人達）の割合は高くなっています。抗体が陰性だったのは男性
では 20 才代 8 ％、30 才代 19 ％、40 才代 17 ％となっています。また、女性も 20 〜 40
才代の 4 ％が風疹抗体陰性、11 ％は感染予防に不十分な体抗体価となっています。
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③ダニによる感染症について
宮崎県等においてはダニの一種であるツツガムシに刺される事によりリケッチア感染症
のツツガムシ病が発生するのは以前から知られている。私が研修医の頃に診断出来なか
ったという恥ずかしい話を私の執筆した「わかりやすい病気の話」の中にも記載してい
るので見ていただきたい。これは発熱などがあるが、刺し口があるので、手足（山歩き
などをしていて肌の露出していた箇所）を良く観察すればわかる。
ツツガムシの刺し口（痂皮形成してくる）
時間がたつと周囲が黒くなるのでわかり
やすい

ツツガムシ

実際の大きさは
0.5mm程度。
殆ど気付かない

【ダニ（フタトゲチマダニやタカサゴキララマダニ
）による重症熱性血小板減少症候群】
シ ビ ア
ト ロ ン ボ サ イ ト ペ ニ ア
シンドローム
（SFTS Severe Fever with Thrombocytopenia Syndrome: ）
重症な

thrombocyteが血小板の事。〜peniaは
数の少なくなる事。白血球減少の場合はleucopenia

これはフタトゲチマダニの吸血前。3〜6mmの大きさなのでツツガムシと違って
肉眼でも観察は可能。

マダニの活動期である 春〜秋にかけて患者発生が報告されており（我が国での報告は現
在まで 10 名程度）山などに行く時にはツツガムシなどとともに刺されないように肌を露
出しないようにする事が必要です。尚ツツガムシはリケッチア感染症であり抗生物質（テ
トラサイクリン系）が有効ですので、診断がつけば治療は容易です。この重症熱性血小
板減少症候群は遺伝子がやや異なるようですが、中国での死亡率は 6 〜 30 ％となってい
ます。また、潜伏期は 6 〜 14 日となっています（厚労省資料より）
イエダニ

ヒョウヒダニ

参考までにイエダニとコナヒョウヒダニの写真を供覧する。上がイエダニ
で、これはネズミや鳥などに寄生していてネズミが死んだりした場合に
人間に寄生したりする。6〜9月が最盛期なのでこの時期には注意（ネズミ
等の駆除はする事！）また、ネズミや犬の尿にはレプトスピラという
病原体の存在する事があり、ネズミの尿などからの感染はワイル病と
して、頻度は少ないが知られている。これは、発熱、黄疸（肝障害）、
筋肉痛などが見られる。

下の写真は家具やじゅうたんなどに良く発生するヒョウヒダニです。
フケやアカを栄養分とします。これらの死骸がアレルゲンとなって喘息
やアトピーの原因となる事もあります。20〜30℃、湿度60〜80％が発育
に適しているのでまさしくこれからの季節が要注意です。このダニは
人を直接刺したりする事はありません。掃除をしましょう！布団も晴れた
日には日干ししましょう！
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平成 24 年 12 衛生委員会資料

宮崎支社 産業医 大塚伸昭

【食道癌と胃癌の解説】
最近、中村勘三郎さんが食道癌で亡くなられました。また、タレントの宮迫さんが胃癌で手術を
受けられた（こちらは早期癌のようです）と報道されました。
そこで、今回はこの２つの消化器の癌について解説したいと思います。猶、これらについては私
の執筆した「わかりやすい病気の話＆人体解剖・薬の基礎知識」の中でも詳しく解説していま
すのでそちらも参照しておいて下さい。
①食道癌
食道は下図に示すように気管の後を通っていて全体の長さは 25 ㎝程度です。
頚部食道、胸部食道、腹部食道と一応 3 つに部位によって分類されます。

気管

頚部食道

食道癌の約９０％は胸部食道に発生
します。

食道
胸部食道

横隔膜

腹部食道

胃
食道内腔

食道は左図に示すように壁の厚さは約４mmと薄い臓器です。
胃壁は食道の約２倍の８mmの厚さがあります。

粘膜上皮

粘膜筋板
約４mm
固有筋層
食道断面図
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粘膜上皮は左図ではやや厚くなっていますが
部位によって厚さが異なります。

①①粘膜上皮
約４mm

③粘膜筋板

⑥外膜
食道癌の約90％はこの重層扁平上皮
から発生する扁平上皮癌です。

⑤固有筋層

食道内腔

輪状筋

④粘膜下層

上皮内癌の上皮です。食道の粘膜上皮
は下図のように幾つかの層になって
いるので、重層（扁平）上皮と呼ぶ。

②粘膜固有層

縦走筋

粘膜内癌（粘膜上皮癌、粘膜固有層まで
の癌）はリンパ節転移が無い。

①粘膜上皮

粘膜

②粘膜固有層
粘膜筋板

③粘膜筋板

リンパ管
約４mm

粘膜下層

④粘膜下層
（粘膜筋板を超えて粘膜下層
迄浸潤するとリンパ管などがあり
リンパ節転移が起こる）

食道腺

輪状筋
⑤固有筋層

縦走筋
⑥外膜
補足説明
上皮が左図のように一層の場合を単層上皮と呼ぶ。
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上皮が左図のように
幾つかの層になって
いることを重層上皮
と呼ぶ。その形が
扁平なら扁平重層
上皮となる

【食道癌のステージ分類】
下図は日本食道学会のステージ分類。 TNM 分類とは異なる。

粘膜上皮
粘膜筋板

粘膜固有層

粘膜下層（粘膜下組織）
輪状筋
縦走筋

（所属リンパ節）

ステージ０期は粘膜内に留まる癌。リンパ節転移は無い。
（TNMM分類のT0,T1aN0に相当する。）

上記ステージ０期で診断できるのは胃カメラのみ。食道、胃透視（造影検査）では病変が浅いので描出
困難。このステージであれば下記の内視鏡を利用した手術が可能。サザンの桑田さんもこの術式で手術。
従って、早期の食道癌だったと推定される。一方、勘三郎さんは10数時間の手術だったとの事。後で解説
するが、進行癌では大腸などを食道の代替えとして利用する事もある。
EMR=
Endoscopic(内視鏡的）
Mucosal(粘膜）
Resection(切除術）

①内視鏡的粘膜切除術（EMR）

（再発のリスクあり）
上図を見て分かるように腫瘍を取り残す可能性もある
②内視鏡的粘膜下層剥離術（ESD）

粘膜下層

ESD=
Endoscopic(内視鏡的）
Submucosal(粘膜下層）
Dissection（剥離術）

粘膜下層に生理食塩水を注入して膨らませて切除
食道壁を傷付けるリスクあり。
内視鏡手術は食道壁を穿孔したりする
リスクもある（食道壁が薄いため）
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【食道癌のリスクファクター】
最も大きな要因は酒です。また、酒を飲んで赤くなる人は（アセトアルデヒド脱水素酵素の働き
の悪い人）は要注意です。酒を飲んで赤くなる人は毎日の晩酌は辞めた方が良いです。また、
喫煙もリスクファクターの一つです。酒（下戸）+喫煙のリスクは飲酒や喫煙をしない人に比べて
30 ～ 100 倍近いリスクがあります。
食道癌になったタレントさん達ではサザンの桑田さん（早期癌で発見、治療）や赤塚不二夫さ
ん、立川談志さん、忌野清志郎さん、勘三郎さん（皆さん既に亡くなられていますが）は皆【酒+
喫煙者】です。

喫煙20本/日、飲酒1.5合
以上飲む人は33倍食道癌
発生が高いという事です。

喫煙はしないが、飲酒1.5合/日
以上飲む人のリスクは12倍と
いう事を示しています。

飲酒量/日

喫煙本数/日
飲酒や喫煙をしない人の
リスクを｢1｣と仮定します。
（実際の所、飲酒、喫煙をしない人の食道癌の
リスクは極めて低い）

飲酒はしないが喫煙（20本/日）
をする人は5倍リスクがある事を
示しています。

酒を飲んで赤くなる人はアルコールを分解できにくいのでアセトアルデヒド（二日酔の原因でもある）
が貯留するが、これが発癌物質である。食道などにはこのアセトアルデヒド脱水素酵素が存在しない
事も食道癌が出来やすい原因の一つ。また、アルコールによる粘膜障害もあると考えられる。その他
熱いものを食べるのが好きな人なども食道の機械的刺激により発癌の一つと考えられている。
その他、逆流性食道炎を起こしやすい人で慢性的に食堂に炎症がある人（バレット食道）も食道癌
が発生しやすいと言われますので、逆流性食道炎の治療（プロトンポンプ阻害剤などの服用による
胃酸の低下など）が必要です。胸焼けが続く人は胃カメラなどを受けて下さい。
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【食道進行癌に対する手術】
進行食道癌に対しては食道を切除して、胃を
引っ張り上げて食道の代用にする方法がある。
但し、胃上部まで癌が進行している場合や下部食道
癌に対しては大腸（結腸や空腸）が食道の代用と、
される。

胃を食道の代用とする方法が約8割
で行なわれている。

心臓の前を通して食道の代用にする方法が最近は良く
用いられる。術後の縫合不全などに対処しやすい。
その他、心臓の後を通す方法などがある。

（勘三郎さんの手術時間が10時間を超えたという事
は、このいずれかの術式だったと推測される）

食道癌手術後の予後は不良であり、消化器癌手術の中で最も
リスクが高い。手術後の病院内死亡率は3～4％と高い。

食道癌の疫学
食道癌の発生率は我が国では胃癌の約1/10であり、年間約1万人であるが、世界的に見れば我が国は
食道癌多発国である。50才以降からの発生が高く90％以上が50才以降である。発生のピークは60才。
男女比で見ると圧倒的に男性に多く（酒+喫煙者が多い事とも関連すると思われるが）
女性の6～7倍の発生率となっている。
食道癌による死亡率は人口10万人当たり8.5人であり、発生率との関連からすると（発見が遅れれば）
予後不良の悪性度の高い癌である事を裏付けている。
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【胃癌】
胃癌の疫学
胃癌の発生率は年間約10万人で、死亡率はその半分で年間約5万人となっています。
男女別で見るとやはり食道癌同様男性の発生率が高くなっていますが、女性の約2倍の発生率です。
癌の死亡率の中では男性は肺癌に次いで第２位、女性は大腸癌、肺癌に次いで第３位となっています。
原因は特定できないことも多いがピロリ菌との関連は唯一はっきりとしている。

粘膜下層
固有筋層
粘膜下層まで浸潤すると
リンパ節転移頻度約20％
食道にはこの漿膜下層という
組織が無い事も予後不良の一因

T1
この早期胃癌の内、胃周囲の所属リンパ節転移の無いものを胃癌ステージ分類では
ⅠAと呼ぶ。所属リンパ節転移が無いので腹腔鏡による胃切除術が可能。タレントの宮迫さんは
胃を2/3切除している。因みに当社でも職員の方が同じステージで潤和会記念病院で手術を受けたが
やはり、腹腔鏡下で2/3切除した。当社職員の手術に際しては私も相談を受けたので、色々調べて
いたところ、私の鹿児島大学医学部のバレー部の先輩でもある岩村先生が大学の臨床助教授を以前
されていて、米国留学の経験もあるという事がわかって、数十年ぶりに岩村先生にお会いして
手術のお願いをした経緯がある。また潤和会記念病院の麻酔科部長も小野先生が奇遇な事に
鹿児島大学医学部の昭和53年卒業の同級性であり、これまた数十年ぶりにお会いして｢麻酔の事、
よろしくお願いしますよ！｣と話をしてきました。
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【早期胃癌の分類】
早期胃癌はその形によって左図のように分類される。
Ⅰ型の隆起型と呼ばれるものはポリープ様の形態をとる
Ⅱｂ型の表面平坦型は食道癌同様胃カメラで無ければ
発見が困難である。その他の早期胃癌も透視よりカメラ
の方が当然発見率が高い。

胃カメラで無ければ発見困難。
胃透視では当然バリウムでの描出は不可能。
潰瘍に集中するヒダが棍棒状に
なっていて途絶している
この所見だけで早期胃癌と
診断可能。

潰瘍形成

早期胃癌Ⅱｃの胃カメラ所見

【進行癌の分類】
進行癌になる前に早期に発見することが大事！
胃カメラを中心とした健診が有効！
典型的なボールマンⅡ型の
進行癌。周堤が隆起して中心部
に潰瘍を形成している

潰瘍形成

周堤の隆起

いわゆるスキルスタイプの癌。この型は胃壁硬化型の低分化（未分化癌）で
悪性度が高く、発見が遅れることなどより手術適応が遅れることより、予後不良。
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【胃がんの手術】

例えば胃の出口付近にできた早期の幽門癌なら、下のように手術します。
現在はこの手術も腹腔鏡で可能です。十二指腸と胃を直接繋ぐ方法などある。

十二指腸と胃を直接繋ぐ
こちらは小腸（空腸）
と胃を繋ぐ

ノロウイルス感染について

既にテレビや新聞などで情報を得ていると思いますが、
改めて消毒などについて記載してみます。

アルコール類などインフルエンザウイルスの殺菌に有効なものもノロウイルスには無効。
次亜塩素酸ナトリウム（商品名キッチンハイターなど）が有効だが、手の消毒には向かない。
（手が荒れてしまう）
基本的にはウイルスなので人体などでしか増殖できない。最近は食品中でも増殖する。しかし、
ノロウイルスは嘔吐物や下痢などに含まれている場合、最長で１２日間生存していたという報告も
あるので、速やかに嘔吐、下痢などは手袋をして、片付ける必要がある。

但し、その際汚物などから空気中にウイルスが飛散する事があるので、必ずマスクをする事。結核
などは気道からから感染するが、ノロウイルスはウイルスが消化管へ入って感染する。
大腸菌のO-157などと違って基本的には毒素を出さないので、健常者が罹患しても心配無い。水分
や、電解質の補給に気をつければよい。但し、老人などは嘔吐物が気管に入って嚥下性肺炎になる
事が多いので注意が必要。高齢者の肺炎死亡率は死因の第３位。
ノロウイルス感染原因の20～30％は牡蠣などの２枚貝がある。牡蠣をフライにしても中心部が
85度摂氏で1分以上にならないとウイルスが死滅しない。牡蠣はA型肝炎ウイルスも保有している事が
あるので、注意が必要。
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【ノロウイルス感染】
感染後、症状が改善しても１ヶ月程度便にウイルスが排出される事があるので、罹患者は注意が
必要。また、ノロウイルスに感染しても30～40％の人は不顕性感染（感染しても症状が出ない）と
言われている。この事が調理者が感染していて不潔な手で調理をすることで弁当などのノロウイルス
感染の一因となっていると言われている。

基本的にはノロウイルスは熱に弱いので今しばらくは出来るだけ加熱して食べるのが無難かも
しれない。また、手の消毒には前述のようにアルコール類や石鹸は無効なので出来るだけ流水
できちんと手洗いをすることも重要。手洗いの方法は洗い残しの無いようにする事も重要。

嘔吐や下痢を起こす原因のもう一つのウイルスであるロタウイルスに関してはワクチンがある。
ノロウイルスは種類が多く、またウイルス自体が変化してしまう事などもあり現在もワクチンは
無い。

【その他】
食中毒の原因菌である大腸菌O-１５７などは前述のように毒素（ベロ毒素）を出すので、これが
腎不全や脳炎を引き起こして死亡の原因となる。しかし、ノロウイルスはこの毒素を出さないので、
基本的には水分、電解質補給で十分。また、ウイルスなので抗生物質は無効。下痢や嘔吐を止める
薬も体外へのウイルス排出を妨げるので使用しない事。
高齢者が死亡するのは前述のように、嘔吐したものが気管に入る事による嚥下性肺炎や、嘔吐や下痢
などによる体の衰弱や抵抗力の低下による他疾患の併発などによる。また、小児も脱水には弱いので
十分な水分、電解質補給が必要。因みに、私の長女も2歳頃嘔吐下痢症で私が県立宮崎病院内科の
副医長をしている時に県立宮崎病院の小児科に１週間入院した。この時の主治医が先日亡くなられた
小児科の佐藤雄一先生でした。
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平成 25 年 4 月衛生委員会資料
宮崎支社

4 月 12 日
産業医 大塚伸昭

【インフルエンザウイルスの基礎知識の解説】
既に皆さん御存知のように、中国で鳥インフルエンザウイルス(4 月 12 日現在は鳥→人
への感染だけで人→人への感染報告は無い)の報道がなされています。今後も情報は厚労
省などより提供されると思います。本日はインフルエンザウイルスを初めとするウイル
スの基礎的な知識を解説します。 私の出版した「わかりやすい病気の話＆人体解剖・薬の基礎知識」の中の細菌や
薬の話でも詳細に記載していますのでそちらも参考にして下さい。

【Ｈ７Ｎ９型のＨとかＮは何の事？】
これはウイルス表面の蛋白質の事です。下図に示すようにウイルスは蛋白の殻（殻の表
面にスパイク状の突起を持つ）とその中に入っている遺伝子（一本鎖ＲＮＡ）だけの実
に単純な構造です。従って細菌が食物中などで増殖出来るのに対して、ウイルスは鳥、
豚、人など生きている動物の細胞内でしか生活（増殖）出来ません。
スパイク状の蛋白質の突起物
表面にブツブツとした突起が
あるのがわかる

蛋白質の殻
遺伝子

イメージで示すとこうなる

殻の中には遺伝子が入っている
インフルエンザウイルスの電子顕微鏡写真

インフルエンザウイルスのイメージ図

上図のような球状をとる事が多いのですが、糸状になったりと色々な形態をとる事もあ
ります。大きさは 80 ～ 120nm(nm はナノメートルでナノは 10 のマイナス 9 乗となります)
これは大腸菌などのおおよそ 1/10 位の大きさです。
H7N9のＨはＨemagglutitin(ヘマグルチニン；赤血球凝集素）で人の細胞の受容体と
結合する時に必要。つまり、細胞内に侵入する時に重要な役割を果たす。

H7N9のＮはＮeuraminidase（ノイラミニダーゼ）で人の細胞の受容体破壊機能を持つ。
つまり、細胞内から出る（脱出）時に必要。タミフルなどの抗インフルエンザ薬は
このノイラミニダーゼの作用を阻害して効果を発揮します。
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【何故、インフルエンザウイルスは新型が出るのだろうか？】
麻疹（はしか）や風疹などは昔からワクチンの効果があって新型麻疹などは出現しま
せんが、何故インフルエンザは新型が出現するのか？と疑問に思う方もいると思います。
A型インフルエンザウイルスの場合

これは先ほど説明した表面蛋白（ＨはＨ 1 ～Ｈ 16 迄 16 種類、ＮはＮ 1 ～Ｎ 9 の 9 種類
の亜型に分類される）の構造や遺伝子が変化を繰り返しているからです。つまり、抗体
が出来てしまうと、ウイルスは感染出来ないので人間（動物）に免疫を作らせないよう
にして、いつまでも人間に寄生するという、頭の良さ？があるという事にもなります。
このウイルス表面の突起物（ＨやＮ）を人間は抗原と
認識する。スギ花粉のようなものと思っていただければ
良い。この突起物（特にＨ）の抗原がウイルス内の遺伝子
構造が変化する事で新しい抗原が出現すると大流行する
事になる。
遺伝子

【インフルエンザの A,B,C 型の違いは？】
インフルエンザウイルスにはA,B.Cの3種類がに大きく分類されますが、これはウイルス
の蛋白質の違いで分類されます。表面突起のＨやＮとはまた違って、ウイルスの表面の
殻の蛋白質や核の蛋白の違いで分類されます。
【インフルエンザウイルスの増殖と抗インフルエンザ薬の作用機序】
インフルエンザウイルスは人間の体内（細胞）に入る→ウイルスの殻が開いてウイルス
内の遺伝子が細胞内に侵入→人間の細胞の核遺伝子に働いてウイルスの遺伝子を複製し
ます。
今回のトリインフルエンザにも抗ウイルス薬の投与は有効としている
インフルエンザウイルス

人間の細胞内
インフルエンザウイルスの複製
侵入

×

抗インフルエンザウイルス薬（タミフルなど）
はウイルスが細胞外に出るのを防ぐ

このように抗インフルエンザ薬は直接ウイルスを殺すわけでは無いので少なくとも48時間以内
に投与しなければ効果が無いという事になります。
【インフルエンザウイルスの死亡原因は？】インフルエンザウイルスの死亡原因はウイルス性
脳炎やウイルス性肺炎です。通常の感冒や新型で無いインフルエンザウイルスに感染して免疫
が低下する事により細菌性肺炎が起こる事がありますが、これは抗生物質が有効です（私も罹患
しましたが）。しかし、ウイルス性肺炎は抗生物質は効果がありません。
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衛生委員会資料
宮崎支社

平成26年2月12日
産業医 大塚伸昭

【嚢胞（のうほう）と血管腫について】
本日の衛生委員会資料として、腹部エコー（超音波検査）で指摘される嚢胞、血管腫
について簡単に解説します。肝臓などで良く見られる他、腎臓や卵巣など色々な臓器に
見られます。
これらの２つの疾患はいずれも良性の疾患であり診断確定すれば経過観察をします。
【嚢胞（のうほう）の解説】
嚢胞は肝臓、腎臓、卵巣などで良く見られます。下の写真は卵巣の嚢胞の写真です。

嚢胞
左写真は多数の嚢胞がありますが、一個の
場合もあり、多数の嚢胞を多発性嚢胞、
一個だけの場合を孤立性嚢胞と呼びます。
嚢胞の中は通常は液体（漿液）が入っている事
が多く、液体が入ってない場合は単なる空洞と
なっています。
殆どは先天的に嚢胞は形成されます。
また嚢胞の大きさは殆ど変化しませんが時に
次第に大きくなることもあります。

嚢胞

肝臓

（嚢胞は円形､類円形）嚢胞内には液体
（漿液）が入っているので黒く見える。

腹部エコー検査では左写真のように嚢胞は
黒く見えるので診断は容易。癌などは後で
解説するが白く見える事が多い。
エコーでは血管腫も白く見える事もあり、癌との
鑑別がエコーだけでは困難な事もある。

腹部エコー（超音波）検査
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【嚢胞の発見頻度は？】
健康診断で発見される嚢胞の頻度は肝臓、腎臓、脾臓、膵臓、卵巣などで見られますが、
5～20％程度と一般に言われています。数ミリから数センチの物が多くなっていますが、
希には更に大きい物もあります。
【遺伝的に腎臓に多数の嚢胞が出来る病気がある】
多発性のう胞腎（下写真）と呼ばれて、50才代で約半数が人工透析に陥る。

腎盂

尿管

正常な腎臓

多発性嚢胞腎

多数の嚢胞が見られる
【肺に嚢胞と同じような嚢腫があると自然気胸（特発性気胸）の原因となる】

嚢腫（嚢胞と殆ど同じ）
肺表面にこのような嚢腫があると、嚢腫が
破れて肺の空気が抜けてしぼんでしまう。
風船が破れるのと同じ。これが気胸。
肺
（空気が抜けてしぼんでいます）

（自然気胸は若い痩せた男性に多いと言われて
いる）何故、嚢腫が若い痩せた男性に出来やすいかは不明

※私も県立宮崎病院で研修中（一年目）に､自然気胸になって県病院に入院しました。症状は胸痛、背部痛
のみでしたが肺が殆どしぼんでしまうと、呼吸困難を起こす事もあります。また、初めて気胸を起こした場合、
手術しない場合の2回目の再発率は約50％です。私も2回気胸を起こしました。以後は癒着して治癒する事など
より再発率は減少します。嚢腫摘出（最近は胸腔鏡による）が根治術となります。
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【血管腫について】
血管腫も良性疾患で殆どは嚢胞と同じように先天的なものです。
血管が拡張して癒合していますが、肝臓などに出来る血管腫は皮膚などに出来る赤あざ
と同じだと考えて下さい。

↓肝臓内の血管腫

肝臓

血管腫は剖検（亡くなった人を解剖する）で
0.25～5％程度見つかると言われています。

赤あざ

※正確には肝臓などに
出来る血管腫は海綿状血管腫
皮膚に出来る赤あざなどは
毛細血管腫（いちご状血管腫）
の事が多い。

肝臓や腎臓などの血管腫で小さい場合には殆ど出血
等のリスクも無いので経過観察とします。あまり巨大
になると希に出血する事もあり手術適応となります。
【血管腫の診断】
健康診断などの腹部エコー検査で発見される事が殆どですが、血管腫は下写真のように
白く描出されることが多く（嚢胞は黒く見える）、癌との鑑別が困難な事も多いので
腹部CT（多くの場合には静脈から造影剤を注入して行う造影CTが行われる）、MRIなど
の検査を必要とする場合もあります。

こちらは肝臓癌

肝臓内の血管腫

エコー検査で初めて指摘された場合上記のように
区別しにくい場合もあるので更に検査が必要な事
もあります。嚢胞は黒く写るので殆ど精査しません。
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続わかりやすい病気の話
宮崎支社

平成26年4月
産業医 大塚伸昭

【スギ花粉症や食物アレルギーなどのアレルギー疾患の話】
既に、以前自費出版した本、或いは私のHPの中でも解説していますが、今回はスギ花
粉症などについてそのメカニズム、治療薬などについて解説します。特にスギ花粉症の
いわば根本治療方法である 減感作（げんかんさ）療法（ 少しずつ杉のエキスを体内に入
れる治療方法 です）については以前は注射薬しかありませんでしたが、最近経口でも治
療可能となっていますが、その効果や危険性（アナフィラキシーショック）についても
解説します。
スギが茶色になると
花粉注意報！
2月初旬～4月初旬

オキアミ｛釣りの餌）

がスギ花粉症の時期

【私も30才頃からスギ花粉症です！】
私自身も30才頃からスギ花粉症です。また、以前はエビ、カニなどのアレルギーは無
かったのですが、釣りをするようになって釣り針にオキアミ（エビの仲間）を使用して
からエビなどの甲殻類を食べると強度のじんま疹、胃粘膜の炎症による腹痛が出現する
ようになってしまいました。
これは以前問題になった「茶のしずく」という石鹸も同じようなメカニズムで起こり
ます。つまりスギ、オキアミ、茶のしずく石鹸（分子量の多い小麦粉：加水分解小麦粉）
などの物質が鼻、眼、或いは皮膚などに長い間付着し続けることによってアレルギー体
質になるわけです。また、食物アレルギーの場合には腸管から吸収されてアレルギーが
発生するという事になります。
何故アレルギーは発症するのか？
これは私のHP｛ホームページ）「大塚先生の診察室」の本の中の239ページ以降にもイラスト
等でわかりやすく説明していますので参考にして下さい。ここでは簡単にイラストで説明します。
抗原

抗体

人の細胞がこのスギ花粉を異物と考えて
抗体（スギ花粉ならスギ花粉抗体）と
いう物質を産生する。

スギ花粉など
（アレルギーの原因
物質を抗原と呼びます）
人間の細胞（主に肥満細胞）

再びスギ花粉が体内に侵入してきたらこの
抗体の働きでヒスタミンなどの化学物質が
産生→鼻水、目のかゆみなどが発生する！

（肥満している人の細胞という意味では無いですよ！）（笑）
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スギ花粉症にはどのような治療方法があるのか？
大きく分類すると以下のような3つの治療方法があります。
１：鼻水、目のかゆみなどの症状には体内からヒスタミンが分泌される事が関係するので
これを押さえるための抗ヒスタミン剤を使用する（内服、点眼薬など）。
（抗ヒスタミン剤は感冒などにも使用されますが、眠気､倦怠感等の副作用があります。
点眼薬は私も使用しますが効果はいまいちという気がします。
２：いわゆる抗アレルギー剤と呼ばれる薬をスギ花粉症発生時期より1ヶ月前くらいから（宮崎なら
1月初めくらいから）服用し続ける。
（これに関しては効果のある人もいるかもしれませんが、私は医薬品のあらゆる種類の抗アレルギー
剤と呼ばれる薬を色々1ヶ月前から服用してみましたが、どれも効果はありませんでした。）
ただ、最近市販もされているアレグラは効果があるという同僚医師もいました（製薬会社から利益供与を受け
ているわけではありません。私自身はこれはまだ試した事はありません。）

３：根本治療である減感作療法について
減感作療法（げんかんさりょうほう）というのはスギ花粉症の場合であればスギエキスを少しずつ
体内に投与していわば体を慣らしていこうという考えです。これは食物アレルギーなど（例えば牛乳
等）に対しても行われますが、100％効果があるわけでは無く副作用の出現する場合もあるので注意
が必要です。
以前はこの減感作療法は注射で投与する方法しかありませんでしたが、今年6月頃からスギエキス
を舌下投与で行える治療方法が保険適用されます。
具体的な治療方法と効果の程度は？
※完治は10％程度
効果は約80％の人にあると言われますが、全く薬が不要になるという人は半分程度で無いか？と
思います。ただ、舌下投与でも基本的には2年間服用するという事になります。
（注射で投与していた時も1週間に1回程度の通院が2年間必要でしたが、この舌下投与なら通院は
1ヶ月に1回程度ですむという利点があります。）

販売される医薬品名は鳥居薬品の「シダトレン」で

実際には講習を受けた医師が使用可能。（これは

（具体的な治療法を以下に示します）

アナフィラキシーショックなどの重篤な副作用出現の

スギエキスを添加したパン小片を
舌下に含みます。

可能性があるため）。今までは実費で2年間で6万円
程度だったので、3割負担なら2万円程度の費用となる。

その後は1～2回/週。更にその後は数週間に
一回くらいの服用を2年間続けます。

最初は3週間毎日服用します。

スギ花粉症のひどい人は一度試してみても良いかもしれません。スギ花粉症の時期が過ぎた頃から
始めるのが良いので宮崎ですと、5月くらいからになるかと思います。
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続わかりやすい病気の話
平 成 ２ ６ 年 1 月 27 日
宮崎支社産業医

大塚

伸昭

【正しい（滅菌）手袋の装着方法について】
ノロウイルスに関しては皆さんもテレビ、新聞などで情報を得ていると思います。
昨年宮崎県においても病院内で集団感染などあり、衛生委員会資料としてノロウイルス
については文書を記載しました。今回は視点を変えて（滅菌）手袋の装着方法について
解説します。今回の学校での集団感染においても食品工場では手袋を着用していたよう
ですが、正しい手袋の装着をしていれば手指がウイルスや細菌に感染していたとしても
予防出来たのかもしれません。皆さんも多人数の食事を作る行事などに参加する機会が
あるかもしれませんので、以下の解説を参考にして下さい。
【正しい（滅菌）手袋の使用方法】
下に示すのは手術などで使用する手袋で一般には使用されませんが、まず、基本的な
考え方を解説します。
手術用の滅菌手袋にはこのような折り返し部分があるので、装着に
は大変便利で重要な役割を果たしています。

この写真では最初に右手から装着しています。勿論､どちらの手から
装着しても構いません。

手袋の折り返しの部分を左指でつかみますが、基本的にこの部分は
不潔だと考えてください。手術では手は十分消毒しますが皆さんが
石鹸などで水洗いした場合には必ずウイルスや細菌は残っています。

左手でつかんだ部分を引っ張って右手への手袋を装着します。

この部分は従って全く手を触れていないので滅菌手袋では無菌
状態で有り、家庭用の一般の手袋でもウイルスは付着しなかった
ということになるわけです。

（裏頁へ続きます）
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右手
反対側の左手への装着は上写真のようにします。
右手の滅菌手袋を左手袋の折り返し部分に突っ込む
ような形で持ち上げます
左手
左手袋折り返し部分

右手をそのまま引っ張り上げて左手に手袋を装着します。
右手
この部分には一度も触れることが無かったので無菌状態が保たれて
いるという事になります。
左手

【実際に販売されている（滅菌）手袋の問題点】
手術用手袋は説明してきたとおり手袋に折り返し部分があるので非常に便利です。
この手袋は一般病棟や外来などで無菌状態で処置が必要な場合でも手を消毒せずに使用
したりもします。
しかし、一般に市販されている手袋はこの折り返しが無いので以下のような点に注意
して装着すれば感染を最小限に出来ます
装着した手袋で出来るだけ端をつかんで反対側
の手に装着する。あまり端をつかむと装着する手に
触れてしまうので注意する。

×
この部分を持って装着しない

手袋を装着する
反対側の手で端を
つかむ

市販手袋には折り返しが無いので
出来るだけ端をつかむ
ちなみにこの写真の手は私の手です（笑）。
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