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§. めまいとは 

 皆様は殆どの方が今までにめまいを経験したことがあると思いま

す。ただめまいとはいっても、いろいろな状態をあらわしていま

す。本当に周囲がぐるぐる回転して、あるいは横に揺れて見える

めまい（回転性めまい）。また立っていても座っていてもゆらゆらと

地震が起きてゆれているような不安定な感じのめまい（浮動性め

まい）。さらには立ち上がったり急に首を動かしたときにふーっと

周りが暗くなり意識がうすれて倒れそうになるめまい（たちくらみ）。一般的には「ひんけつ」

などともいいます。 

症状からは上に述べた3種類のめまいに分けられるのですが、原因から分けると脳や神

経の異常からおこる「中枢性のめまい」とそれ以外の原因からおこる「末梢性のめまい」にわ

けられます。末梢性のめまいは耳鼻科的な疾患が多いようです。 

 

§. 回転性めまいについて 

通常は突然おこる、周囲がグルグル回っている、あるいは自分自身が回っているような感

覚で、眼を閉じるとおさまりますが眼を開けていると吐き気や嘔吐、耳が聞こえづらくなること

などもあります。この回転性めまいの多くは耳の異常から起こることが多いのですが、ほって

おくと難聴になる病気もあります。また脳出血や脳梗塞といった脳の重大な病気から起こる

こともあり注意が必要です。 

①良性発作性頭位めまい症： めまいを訴えて受診される患者様で最も多いのがこの病

気です。よく寝返りを打ったとたんに目が回ってしまうとか、棚の上のものをとろうとして急に

めまいがおこったなどの場合が多いようです。突然起こりますがそれほど長くは続かず数分

間でおさまり、1時間も続くことはまれです。ただ同じ首の動きをすると繰り返しておこってく

るため不安になります。またひどい場合には吐き気や嘔吐、冷や汗などの症状も出ることが

あります。 
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原因は内耳にあります。前庭にある耳石がはがれて、体のバランスを保つ器官である三

半規管に入り込んでしまうことでめまいが起こります。（前頁の図）どちらかというと50歳以上

の方に多く見られます。 

通常は座位を保って首を動かさないようにしてしばらく目を閉じておくことでおさまること

が多いですが、なかなかおさまらない、顔のしびれもある、ろれつがまわらない、手足が動

かしにくいなどの症状も出てくるようなら脳の病気も考えて早めに病院受診することを勧め

ます。 

②メニエル病： 耳鼻科などではときどき見られる疾患です。主に難聴や耳鳴り、耳閉感

などの症状も伴い、30分から数時間にわたりめまいが比較的長く続きます。また繰り返して

おこるのも特徴です。年令は30才台から50才台までが多いですが最近は60才以上の発症

もやや多くなっています。精神的･肉体的な疲労、ストレス、睡眠不足を誘因として発症しま

す。 

病気の原因は内耳のリンパ液の過剰産生による内リンパ水腫といわれています。経過が

長いので日常生活に注意が必要です。 

③前庭神経炎： それほどお目にかかることはないのですが典型的なめまいの病気で

す。回転性めまいはひどく、通常２～3日続きます。嘔気･嘔吐も伴いますが難聴や耳鳴り

はありません。徐々に回復しますがしばらくは歩行など困難な状態が続きます。 

体のバランスを保つ情報を脳に伝える前庭神経に炎症がおこり、ひどいめまいが続くと

考えられています。原因は不明ですが風邪など引いた後に発症することも多く、ウィルス感

染や血液の循環障害が原因で炎症が起こるのではないかと考えられています。 

④突発性難聴： ある日突然に耳の聞こえが悪くなります。約半数の人が回転性めまい

や嘔気・嘔吐の症状を伴います。難聴の程度はさまざまですが、一般的にめまいを伴うほ

ど悪く回復も悪くなります。発症の誘因としてはやはりストレスが関与していることが多いで

すが、原因はまだ全く不明です。早期にステロイド治療など行う必要があります。50～60才

台に多くおこります。 

⑤椎骨脳底動脈循環不全： これは上記の耳から来る病気とは異なり中枢性（脳疾患）

のめまいです。椎骨動脈や脳底動脈は脳血流の中心となる血管ですが、一時的な血流減

少が原因となり発作性の回転性めまいがおこったり、浮動性のめまいがおこったり、目の前

が暗くなり気が遠くなるなどの症状が現れます。特に急に首を回したり、伸ばしたり、体を動

かしたりすると出現します。 

⑥脳梗塞･脳出血： 特に脳幹や小脳に脳梗塞や脳出血が起こると回転性のめまいが

おこりやすいといわれます。同時に頭痛、ろれつがまわらない、手足の運動麻痺、しびれ、

意識障害なども出現してくるので、このような神経症状を伴う場合は緊急にMRI検査を、出

血の場合はCT検査を行う必要があります。脳神経外科や神経内科を受診するとよいでしょ

う。 

⑦その他： その他にも回転性めまいを起こす病気はまだまだあります。耳の疾患では

「外リンパ瘻」や「中耳炎」など。脳疾患としては「脳腫瘍」などもめまいを伴うことがありま

す。 

 

§. 浮動性めまい・たちくらみについて 

浮動性めまいは脳血流が変化するとき、血圧の急な変化、不整脈、高血糖、低血糖など

でみられます。血圧が急に上昇すると頭がフラーッとする、周囲がゆらゆらゆれて感じま

す。逆に血圧が下がりすぎても浮動性めまいを感じます。糖尿病など治療中では低血糖で
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も冷や汗、気分不良とともに浮動性のめまいがおこります。糖尿病治療をしていないかコン

トロール不良の場合の高血糖でも口の渇きなどの症状とともにめまいや意識障害がおこりま

す。不安や心配事、ストレスが大きくなるとめまいがおこることがあります。これは回転性・浮

動性など一定ではありません。 

  ①高血圧症： 急に血圧が200ｍｍHg近くまで上昇するとあたまがフワーッとし浮動性め

  まいがおきます。また血圧を下げる薬の服用によって血圧が下がりすぎても浮動性の

  めまいがおきることがあります。 

②低血圧症： 血圧が低いために一時的に脳の血流が減少してめまいがおこります。

（起立性低血圧症）。急に立ち上がる、首を回したり上下するなどの際にふらつく、周

囲が暗くなったり気が遠くなったりします。一時的な脳血流の低下と思われます。 

③不整脈：心臓からの血流が不整脈で一時的に止まったりすると脳血流にも影響して浮

動性めまいや気が遠くなることもあります。 

④低血糖症： 血液中の糖分が減少しすぎるとふらつきが出ることがあります。逆に糖尿

病などで非常に高血糖となった場合にも意識障害を来たしたり、脱水症状からふらつ

きも出たりします。 

⑤心因性めまい： 前にも述べたように強いストレスを受けると自律神経に影響して瞬間

的にめまい、意識障害などが起こることもあります。自律神経の異常から胸苦しさ、不

眠、手の振るえ、食欲低下、肩こりなど色々な症状も出ることが多いようです。 

⑥その他： 血液が薄い（本当の貧血、ヘモグロビンが少ない）場合、脱水、過換気症候

  群（不安・緊張などからおこる）、さらには薬剤からもめまいがおこることがあります。     

  （抗けいれん薬、血管拡張剤、降圧薬などが過剰の場合） 

 

§. めまいの検査について 

＜問診＞患者様にとってめまいは重大な脳の病気と関連していると感じますので不安にな

りますが、まずは問診が必要です。回転性のめまいか浮動性のめまいかによって検査も決

まってきます。次には耳（内耳）からくるものか中枢性のめまいかの区別をします。 

＜眼振検査＞回転性めまいの時には眼球が激しく揺れ動きます。この動きが眼振です。細

かな眼振も見えるようにするめがねなども使用することがあります。その他聴力検査、体平

衡検査などもおこないます。 

＜画像検査＞主に原因が脳の異常からきているかどうかを調べます。脳CT検査やMRI検

査などです。画像診断だけでは中枢性めまいか耳からくるものかの判断はむつかしいときも

ありますが重大な脳病変の有無を確認するという利点もあります。 

 

§. めまいを治療するお薬 

①抗めまい薬・循環改善薬：これは主に脳や内耳の血流を増やすことによってめまいを 

 改善します。内服が困難であるときは注射や点滴などもあります。 

②吐き気止め：回転性のめまいでは嘔吐したり吐き気もひどいことが多いため注射、 

 または飲み薬を用います。 

③抗不安薬：めまいに対する不安やストレスなど取り除きます。嘔気にも効果があり 

  ます。 
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④浸透圧利尿薬：内耳のリンパ液の貯留が原因のめまい（メニエル病など）に効果があり

ます。 

⑤ステロイド薬：神経の炎症を抑えて突発性難聴などの症状を改善します。 

⑥ビタミン剤：神経の働きや障害の回復に役立つとされています。 

以上、主なめまいの症状や病気について、多く見られる耳の病気を中心に述べてきました。 

 

§. めまいがおこったら 

めまいがおきたらまずは静かなところで楽な姿勢をとってください。横になってもいいので

すが「良性発作性頭位めまい症」だと再燃させることもあり座っているほうがよいこともありま

す。また不安な気持になるとかえってめまいを悪化させることがあるので、あわてず、気持ち

を落ち着かせることが必要です。めまいは時間がたつとおさまることが多いです。 

ただ「激しい頭痛」、「手足に力が入らない、しびれる」、「舌がもつれて話しづらい」などの「激しい頭痛」、「手足に力が入らない、しびれる」、「舌がもつれて話しづらい」などの「激しい頭痛」、「手足に力が入らない、しびれる」、「舌がもつれて話しづらい」などの「激しい頭痛」、「手足に力が入らない、しびれる」、「舌がもつれて話しづらい」などの

症状症状症状症状があればできるだけ早く救急病院を受診してください。 

めまいの受診には耳鼻科、脳外科、神経内科などの専門医がよいと思います。一般病院

でも専門的検査はできなくても症状から回転性めまい、浮動性めまい、脳貧血などの区別

や末梢性か中枢性のめまいかの判別はできます。これにより処置も行います。 

 また受診するまでにはめまいが治まっていることが多いのですが、そのほかの症状が出現

しているかどうかが大事です。上記のような神経症状以外にも手の振るえ、耳鳴り、難聴、意上記のような神経症状以外にも手の振るえ、耳鳴り、難聴、意上記のような神経症状以外にも手の振るえ、耳鳴り、難聴、意上記のような神経症状以外にも手の振るえ、耳鳴り、難聴、意

識障害、冷や汗、皮膚の乾燥、口の渇き、嘔気、嘔吐、動悸、血圧、脈拍などの全身症状識障害、冷や汗、皮膚の乾燥、口の渇き、嘔気、嘔吐、動悸、血圧、脈拍などの全身症状識障害、冷や汗、皮膚の乾燥、口の渇き、嘔気、嘔吐、動悸、血圧、脈拍などの全身症状識障害、冷や汗、皮膚の乾燥、口の渇き、嘔気、嘔吐、動悸、血圧、脈拍などの全身症状

が診断の区別に重要です。 

 日常生活では、規則正しい食事をとる、水分を十分補給する、毎日軽い運動をして血液

循環を良好にするなどが大切です。とくにストレスから発症するめまいの病気も多いので心

身の安静、十分な睡眠など心がけておくとよいでしょう。 

 

 

町民医学講座町民医学講座町民医学講座町民医学講座    その６３その６３その６３その６３    

    胆石症について胆石症について胆石症について胆石症について        

                            内科医師内科医師内科医師内科医師        國本國本國本國本    浩明浩明浩明浩明    

はじめにはじめにはじめにはじめに        

 食事で摂取した脂肪分やビタミンの消化・吸収を助ける黄褐色の

消化液である胆汁は、肝蔵で１日に700ml～1L作られ、胆嚢(たんの

う)に貯められます。食事をとると、胆嚢内で濃縮された胆汁は胆嚢が

収縮することにより胆道に送り込まれ、十二指腸に流れ出ます。胆

嚢、胆道に結石ができる病気を総称して胆石症と呼び、日本人の胆

石保有率は年々増加しており、現在では日本人成人の10人に１人は胆石をもっているとさ

れています。その理由としては、食生活の欧米化や高齢化、また検査が普及して発見され

る率が高くなったことなどがあげられています。性別では男性に比べ女性で多いといわれて

います。 

 

症状の現れ方症状の現れ方症状の現れ方症状の現れ方    
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胆嚢に結石があっても多くの場合は無症状で、症状が出るのは胆嚢結石のある方の20％

程度といわれています。上腹部の違和感や腹部膨満感など、胃や腸の症状と区別が難し

いことが多いのですが、胆嚢結石に特徴的な症状は胆石疝痛と呼ばれる腹痛です。これ

は脂肪分の多い食物をとったあとに起きる上腹部、とくに右季肋部（右の肋骨の下）あたり

の周期的な痛みで、背中や右肩のコリや痛みを伴うことがあります。この症状は胆嚢結石

が胆嚢の出入り口をふさいだり胆嚢管に詰まったりして、胆汁の流れを妨げることにより起

きます。その状態で胆嚢内に細菌が感染すると、高熱、痛みを伴う急性胆嚢炎を惹起しま

す。また胆石が胆道内に迷入し胆汁の流れが停滞するために起こる急性胆管炎は、黄

疸、発熱、腹痛を伴い、ショック症状など重篤な症状を

引き起こすので注意が必要です。 

 

検査と診断検査と診断検査と診断検査と診断    

 胆嚢結石の診断に最も有用なのは腹部超音波検査で

す。この検査で胆嚢結石の95％は診断でき、しかも結石

の性状もある程度把握することができます。腹部ＣＴ検

査は、胆嚢結石自体の診断能は超音波検査に劣ります

が、石灰化した結石の描出は優れています。 

 

治療の方法治療の方法治療の方法治療の方法    

 胆嚢結石に伴う何らかの症状がある方は治療の適応となります。無症状の方の多くは積

極的な治療の対象にはなりませんが、定期的な検査（年に１～２回程度の腹部超音波検

査）を受けることが望ましいです。 

 ただし無症状の方でも、(1)胆嚢の壁が厚くなっている、(2)胆嚢が縮んでいる（萎縮
い し ゅ く

してい

る）、(3)胆嚢内の大きな結石や多数の結石のため腹部超音波検査で胆嚢の壁を正確に評

価することができない、(4)胆嚢の壁が全体に石灰化している（陶器様胆嚢）、などの所見が

認められる場合は治療の対象となります。 

 

ａ．胆嚢摘出術ａ．胆嚢摘出術ａ．胆嚢摘出術ａ．胆嚢摘出術    

 胆嚢結石治療の第一選択となっている治療法です。とくに腹腔鏡下胆嚢摘出術は世界

的な標準的治療法で、従来の開腹胆嚢摘出術と異なり、おなかの傷が小さく、手術後の回

復も早く、早期に退院・社会復帰が可能です。ただし胆嚢の炎症のため周辺の臓器（肝臓

や腸管など）と癒着している場合や、胃の

手術を受けたことのある方では、開腹胆

嚢摘出術を行わざるをえないことがありま

す。 

 胆嚢を残して結石だけをとれないのか

と疑問に思う方もおられると思いますが、

結石だけをとるほうが胆嚢ごと摘出するよ

りもむしろ手間がかかりますし、結石がで

きるような胆嚢が病気のもとであるわけで

すから、胆嚢摘出術は胆嚢結石の根治

的な治療といえます。 
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 また胆嚢を摘出した後の影響を懸念される方がいらっしゃいます。しかしほとんどの場

合、日常生活にまったく影響はありません。脂肪分の多い食事を大量に摂取したあとに下

痢を起こすことがまれにありますが、整腸剤などで対応可能です。 

 

ｂ．胆石溶解療法ｂ．胆石溶解療法ｂ．胆石溶解療法ｂ．胆石溶解療法    

 胆嚢の機能が保たれていて、大きさが１cm程度の石灰化していないコレステロール系結

石が対象となります。ウルソデオキシコール酸を含む薬剤を内服して結石を溶解します。手

術と異なりこの治療法には、体への負担がほとんどない、胆嚢を残せる、などの利点があり

ます。一方で長期間（数カ月～数年）にわたり毎日薬を内服する必要があり、また結石が消

失するのは30～50％で、消失しても数年で30～50％の方が再発すると報告されています。 

 

ｃ．体外衝撃波結石破砕療法ｃ．体外衝撃波結石破砕療法ｃ．体外衝撃波結石破砕療法ｃ．体外衝撃波結石破砕療法    

 体外から衝撃波を当てて結石を細かく砕く治療法です。胆嚢の機能が保たれていて、結

石の大きさが２cm以下で数が１個のコレステロール系結石が対象となります。胆石溶解療

法を併用することもあります。結石の消失率は60～80％と報告されていますが、この治療に

は特殊な装置が必要なため、どこの病院でも行えるわけではありません。 

 

最後に最後に最後に最後に    

 胆石症は、放置することによって癌化することはありませんが、悪化すれば急性胆嚢炎や

急性胆管炎など重篤な合併症を引き起こすことが珍しくありません。胆石症は早期には無

症状のことが多いので、早期発見・早期治療のためには定期的に健康診断を受け、異常を

指摘されれば病院で超音波検査、CT検査などの詳しい検査を実施されることをお勧めい

たします。 

 

町民医学講座町民医学講座町民医学講座町民医学講座    その６４その６４その６４その６４ 

        小児の予防接種について小児の予防接種について小児の予防接種について小児の予防接種について    

                        外来看護師外来看護師外来看護師外来看護師                    山本山本山本山本    美輝美輝美輝美輝    

 予防接種は人が感染症にかからないようにするために行うもの

です。弱毒化や不活化した細菌・ウイルスなどを免疫原 (ワクチン) 

として接種すると、その病原菌に対して免疫力を獲得できます。小

児の予防接種は、生後２ヶ月から始まります。予防接種のワクチン

にはたくさんの種類があり、複雑でよく分からないと思いますの

で、ワクチンで防げる病気にはどんなものがあるのか、また接種時

期と接種回数についてお話したいと思います。 

１．ヒブ（Ｈｉｂ）ワクチン （定期接種） 

 ヒブ（ヘモフィルス・インフルエンザ菌ｂ型感染症）を予防するワクチンです。 

感染すると脳障害を起こす細菌性髄膜炎や、呼吸困難になる喉頭蓋炎、細菌性肺

炎などを起こします。重い後遺症を残すこともあります。 

◎接種時期：生後２ヶ月から受けられます。６ヶ月までに１回目を接種した場合、全部

で４回になります。７ヶ月以降に接種開始の場合はご相談ください。 
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２．小児用肺炎球菌ワクチン（定期接種）  

 小児の肺炎球菌感染症を予防するワクチンです。感染すると細菌性髄膜炎や細菌性

肺炎などを起こします。聴力障害や「てんかん」など重い後遺症を残すこともあります。 

◎接種時期：生後２ヶ月から受けられます。６ヶ月までに１回目を接種した場合、全部で

４回になります。７ヶ月以降に接種開始の場合はご相談ください。 

 

３．四種混合ワクチン （定期接種） 

    このワクチンは以下の四種類の病気を予防することができます。 

【ジフテリア】 

 昔はクループ症候群の主な原因でした。気道がふさがって息ができなくなったり、菌の

毒素で神経麻痺や心臓の筋肉の炎症を合併することもあります。 

【破傷風】 

 死亡率２～４割とされる感染症です。破傷風菌が傷口から入って、菌の毒素で死亡する

こともあります。動物に噛まれたり、傷口が土で汚れた場合、破傷風ワクチン接種から５

～１０年以上経過していれば、その都度予防接種を追加しましょう。 

【百日せき】 

 風邪のような症状で始まります。近年の報告によると、４週間以上続く咳症状の人の４割

は百日咳のようです。今や百日咳は成人の感染症で、「四種混合」を受ける前の新生児

に移してしまう、というのが主な感染経路です。 

赤ちゃんに感染すると無呼吸や、呼吸困難になることがあり重症化します。 

【ポリオ（急性灰白随炎）】 

 小児単麻痺の原因となります。中東やアフリカでは未だに流行が続いています。 

 ◎接種時期：生後３ヶ月から３～８週間隔で３回接種します。３回目の後１２～１８ヶ月の

間で４回目を接種します。 

 

４．ＢＣＧワクチン （定期接種） 

     １５年間ほど効く結核のワクチンです。結核菌に感染すると肺結核を発症しますが、子

供の場合、結核性髄膜炎や粟粒肺結核になると重症化し死亡することもあります。接種

していれば小児結核は否定してよいというくらいに良く効くワクチンですが、成人結核の

予防にはなりません。ツベルクリン反応が陽性となります。 

◎接種時期：生後５～８ヶ月未満に１回接種されることが推奨されています。 

 

５．麻しん・風疹混合（ＭＲ）ワクチン （定期接種） 

   麻しんと風疹を予防する混合ワクチンです。 

  【麻しん】 

 熱、鼻水、せきなどの症状の後、全身に発疹が出て高熱が続きます。気管支炎、肺炎、

脳炎等を合併しやすく死亡することもある感染症で、まれに進行性の脳障害の原因に

なることもあります。 
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  【風疹】 

 体に赤い発疹が出ます。熱は出ないこともあります。妊娠初期に感染すると胎児に白内

障や心疾患を生じる感染症です。 

◎接種時期：１歳になったら１回目、小学校入学前に２回目を接種します。 

 

６．Ｂ型肝炎ワクチン （任意接種） 

     肝炎になると疲れやすくなり、黄疸が出ます。慢性化すると肝硬変や肝臓がんの原因

になります。母子感染の予防の場合は公費負担となっています。 

   ◎接種時期：生後２ヶ月から３回の接種が必要となります。 

 

７．ロタウイルスワクチン （任意接種） 

  乳児冬期下痢症を予防するワクチンです。感染すると高熱と嘔吐下痢が５日間ほど続

き、3歳未満ではしばしば入院が必要となります。白くて腐敗臭のする下痢がでるのが特

徴です。 

◎接種時期：２回接種と３回接種のものがあり、当院では３回接種を行っています。初回

は生後１４週６日までに接種することが推奨されています。接種間隔は４週間以上で、

３２週までに３回目を終わらせなければなりません。 

 

８．水痘ワクチン （任意接種） 

      水ぼうそうを予防するワクチンです。感染すると熱が出て、かゆみのある虫さされのよう

な発疹が現われ、水ぶくれになり全身に広がります。７日程度でかさぶたになります。水

ぼうそうは再燃した場合に帯状疱疹として発症します。未感染のまま抗体がつけば将来

帯状疱疹も発症しないことになります。２回接種が推奨されています。 

◎接種時期：１歳から。１回目から３ヶ月以上の間隔をあけて２回目を受けるとしっかりと

した免疫がつきます。 

 

９．おたふくかぜワクチン （任意接種） 

 おたふくかぜ（流行性耳下腺炎）を予防するワクチンです。感染すると耳下腺の腫れが

 目立ちますが全身の炎症も起こし、よく髄膜炎を来します。重症化が防げれば良いで

 しょう。まれに精巣上体炎を起こし、男性不妊の原因になることがあります。２回接種が推

 奨されています。 

◎接種時期：１歳から。１回目の３～５年後に２回目を受けると、しっかり免疫がつきます。 

 

１０．日本脳炎ワクチン （任意接種） 

     日本脳炎ウイルスの感染を予防します。このウイルスに感染しても多くの場合は無症状

ですが、脳炎を起こすと死亡や後遺症を残すことが多くなります。（北海道のみ任意接

種となっています。） 

 ◎接種時期：通常は３歳から、１～４週間隔で２回。１年後に３回目。９歳～１２歳に追加

１回を接種します。 
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下記に美幌国保病院でよくある接種パターンをお示しします。生ワクチンのあとは４週間、不

活化ワクチンのあとは１週間、他の予防接種はできなくなります。 

         

                                                予防接種プラン例予防接種プラン例予防接種プラン例予防接種プラン例 

当院での予防接種の特徴は個々の希望にそってスケジュールを決めているところです。公

費負担分（前述の番号１～５の定期接種）と自費分（前述の番号６～１０の任意接種）をどうする

か、同時接種をするのかどうか、何種類まで同時接種するかなどの希望を聞いて予約をしてい

ます。１種類ずつ接種される方がおられる一方で、５種類同時接種される方もいらっしゃいま

す。  

予防接種の予約は、当院の総合受付か小児科外来で受け付けております。電話でのお申し

込みも可能です【電話(代)0152-73-4111】。 

 

町民医学講座町民医学講座町民医学講座町民医学講座    その６５その６５その６５その６５    

        COPDCOPDCOPDCOPDに対するリハビリテーションに対するリハビリテーションに対するリハビリテーションに対するリハビリテーション    

                                                                    理学療法士理学療法士理学療法士理学療法士                保浦啓一保浦啓一保浦啓一保浦啓一 

 今回はCOPD（慢性閉塞性肺疾患）のリハビリについて少しお話

したいと思います。 

COPDCOPDCOPDCOPDの概要の概要の概要の概要    

 COPDとは肺気腫や慢性気管支炎といった名前で呼ばれる、気

管支や肺が炎症によって障害される病気の総称です。原因の多く

は喫煙でCOPD患者さんの90%が喫煙者です。喫煙以外では粉塵
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や遺伝（α1-アンチトリプシン欠損症）、加齢なども原因となります。この病気になると肺胞や

気管支の障害によって、呼吸が上手くできなくなり、身体の中の酸素が不足した状態になりま

す。身体を動かすと必要な酸素量が増えるので、少し動くと息切れや息苦しさが出てきます。 

COPDCOPDCOPDCOPDの治療の治療の治療の治療    

 COPDの治療としては薬（吸入薬や飲み薬）が用いられます。COPDが重症になり、血液中

の酸素が非常に少なくなったときには、持続して酸素吸入を行うことが勧められます。またリ

ハビリも重要な治療法の一つです。 

リハビリの重要性リハビリの重要性リハビリの重要性リハビリの重要性    

 COPDのリハビリに対する効果について、近年、グローバルイニシアティブ（GOLD）でリハビ

リが有用であるとの証拠が示されました。米国心血管・呼吸リハ学会（AACVPR）の呼吸リハガ

イドラインにおいても、リハビリは強く奨められており、日本でも関連学会からCOPDに対する

リハビリのガイドラインが示されています。 

              呼吸リハビリテーションのエビデンスの変遷 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ※エビデンスの強さ A高い B中等度 C弱い  推奨レベル 1高い 2低い 

リハビリの目的リハビリの目的リハビリの目的リハビリの目的    

 COPDの患者さんは動くと息切れを感じる

ため、動くのが面倒になり、普段の生活では

安静にすることが多くなります。そのような状

態が続くと筋力は衰え、持久力は低下するた

め、軽い動作でも息切れが生じやすくなりま

す。これを「息切れの悪循環」と言います。こ

の悪循環を防ぐ、または断ち切るのがリハビ

リの目的です。 

リハビリの実際リハビリの実際リハビリの実際リハビリの実際    

 リハビリを実施するうえでの注意点として、

どのようなリハビリ(種類)を、どれくらいの強さ

（負荷）で行うか、何回繰り返す（頻度）か、どのくらいの時間で行うかは、その方の身体状態

によって異なります。決して無理をせず、担当医師やリハビリスタッフへ確認するようにして下

さい。 

1. 1. 1. 1. リラクゼーションリラクゼーションリラクゼーションリラクゼーション    

         ACCP/AACVPR   GOLD    ACCP/AACVPR     GOLD 

          1997年    2001年    2007年     2013年 

下肢トレーニング   A              1A        

上肢トレーニング   B       B       1A       B 

呼吸筋トレーニング    B       C             1B       C 

呼吸困難改善          A              A             1A       A 

運動耐容能改善    A       A               A 

健康関連QOL改善       B       A             1A              A 

入院日数減少          B       A             2B              A 

生存率改善            C              B                             B 
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 呼吸困難感がある患者さんの場合、呼吸補助

筋（斜角筋・胸鎖乳突筋・僧帽筋）が過度に働

き、常に緊張した状態となります。これに対し、

呼吸補助筋の過度の緊張を緩め、ゆっくりとし

た呼吸を促す必要があります。      

○方法○方法○方法○方法：①安楽体位（自分の呼吸の楽な姿勢を

みつける）②呼吸補助筋のストレッチ 

③呼吸介助による呼吸調整（息を吐いたときに

胸郭を圧迫し、弾性を利用して吸気を促す） 

2222. 胸郭可動域訓練. 胸郭可動域訓練. 胸郭可動域訓練. 胸郭可動域訓練    

 COPDの患者さんは胸郭の動きが制限されてい

ることが多く、換気量の低下や呼吸困難感を強め

る一因となります。 

シルベスター法シルベスター法シルベスター法シルベスター法（息の吸ったときに両上肢を挙げ

て、吐いているときに降ろす） 

肋間筋ストレッチ肋間筋ストレッチ肋間筋ストレッチ肋間筋ストレッチ（肋骨に両手指をかけ、息を吐

いているときに下げて肋間筋を伸ばす） 

3333. 呼吸法. 呼吸法. 呼吸法. 呼吸法    

 息を吐くとき胸の中の圧は上昇しますが、COPDの方は十分に息を出しきらないうちに末梢

の細い気管支が周囲から押しつぶされ気道が閉塞するため肺内に空気が残ってしまいます。

そこで「口すぼめ呼吸」で息を吐くときに出口を狭くすると、気道内圧が上昇し細い気管支は

つぶれ難くなり息を十分吐きだすことができるようになるのです。 

○方法○方法○方法○方法：①しっかり息を吐いた後、鼻から息を吸う②吐く時は口をすぼめて「フー」と息を吹くよ

うにする③時間は吸う時の3～5倍で徐々に長くする。また1分間に10回程度ゆっくりとした呼吸

を意識する。他には腹式呼吸が有効です。 

4444. 運動療法. 運動療法. 運動療法. 運動療法    

 力を入れる動作をするときには、息を止めないで呼吸をゆっくり続けながら筋力練習を行っ

て下さい。また運動前後はできるだけウォームアップとクールダウンを十分にとるようにして下さ

い。 

上下肢の筋力訓練上下肢の筋力訓練上下肢の筋力訓練上下肢の筋力訓練：上肢では重錘（おもり）の反復挙上やゴムバンドを使った訓練をします。

ADL（日常生活動作）での呼吸困難（入浴動作、洗髪動作）に対し有効です。下肢では上肢

同様、重錘での反復挙上や歩行、立ち上がり訓練などがあります。 

呼吸筋の筋力訓練呼吸筋の筋力訓練呼吸筋の筋力訓練呼吸筋の筋力訓練(abdominal pad法)：仰向けに寝て両膝を立てた状態で上腹部へ重錘

（250g～3kg）を乗せ、口すぼめ呼吸を行う。10分を目安に呼吸可能な負荷量とします。 

持久力訓練：持久力訓練：持久力訓練：持久力訓練：有酸素運動を行います。重要な運動の一つで酸素を取り込みながら、歩行や自

転車こぎ（エアロバイク）をすることで運動能力を上げます。「運動の強さ」は年齢と安静時心拍

数、目標心拍数から計算し決めることができます（カルボネン法）。また運動中の自覚症状とし

ては「ややきつい」が目安となります。息切れや疲労が強く継続が難しい時は、1回あたり2～3

分間くらいの運動から始め、1日の運動時間の合計が20分間を目標としましょう。軽症のCOPD

の方は5分程度から開始し、徐々に時間を延ばして20分間以上が目標です。できれば最低週

3回以上で、6～8週間は継続させることが望ましいです。運動を実施するにあたり、可能ならパ

ルスオキシメーターを使いSpO₂（経皮的酸素飽和度）が90%を下回らないようにチェックすると

よいでしょう。 
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SpOSpOSpOSpO₂ ₂ ₂ ₂     90%90%90%90%以下→休息して回復を待つ（以下→休息して回復を待つ（以下→休息して回復を待つ（以下→休息して回復を待つ（95%95%95%95%程度まで）程度まで）程度まで）程度まで）                    パルスオキシメーターパルスオキシメーターパルスオキシメーターパルスオキシメーター 

                            85%85%85%85%以下→酸素投与または休息以下→酸素投与または休息以下→酸素投与または休息以下→酸素投与または休息        

                                                SpOSpOSpOSpO2222が戻らなければ運動を中止が戻らなければ運動を中止が戻らなければ運動を中止が戻らなければ運動を中止    

                        80%80%80%80%以下→運動は禁忌以下→運動は禁忌以下→運動は禁忌以下→運動は禁忌    

    

                                                                                                                                                                                            

5555. 日常生活指導. 日常生活指導. 日常生活指導. 日常生活指導                                                         

 COPDの患者さんには、日常生活の動作の中に息切れを生じやすいものがあります。以下

に具体的な例をいくつかあげておきましたのでご参考にして下さい。 

 

○全体的なこと○全体的なこと○全体的なこと○全体的なこと    

・基本的にゆっくり動く ・呼吸法で習得した「口すぼめ呼吸」を実際の動作に同調するよう

に行う ・動作を止めて息を吸い、息を吐きながら動作を行う ・息切れを感じたら途中で休

息を入れ、呼吸を整える ・動作を連続的に行わず、一つの動作の後には休息を取る。 

 

・入浴動作：・入浴動作：・入浴動作：・入浴動作：適度な高さの浴室用イスを利用する。動作前後で呼吸の調整を行い休息を取

る。前傾姿勢をとらないようにする。浴槽のまたぎ動作は座って行い、バスチェ

アーを利用する。浴槽からの立ち上がりには手すりを設置する。 

 

・着替え：・着替え：・着替え：・着替え：        イスやベッドに腰掛けて行う。衣服は床に置かず、ベッドか台の上に置き、かが

 まなくても良いようにする。上着は被るものより前開きのものとし、伸縮性のある

 ゆったりした服を選ぶ。 

 

・歯磨き：・歯磨き：・歯磨き：・歯磨き：        座ってできるようにイスを用意する。反復動作のため電動歯ブラシを使用する

 のもよい。 

 

・家事動作：・家事動作：・家事動作：・家事動作：休息を入れたり、座ってできるよう工夫する。前にかがんだり、両上肢を上に挙

げての作業は息切れしやすいので作業方法を工夫する。また物を持ち上げ

る、引っ張る、押すなど大きな力を要する動作には休息を入れ、息を吐く動作

に合わせて行う。息こらえはしない。 

 

 最後に、息切れした時の対応として、まず楽な姿勢を取ること。呼吸が吸えない状態であ

れば、吸うのは意識せず、息を吐くことを意識する。「口すぼめ呼吸」で呼吸を整え、介助者

がいる場合は呼吸介助を行ってもらう。また感染予防も重要で、うがい、手洗いの徹底や規

則正しい生活、湿度の保持（60%程度）が大切です。またインフルエンザワクチンの予防接種

を受けることもCOPDの患者さんにとっては極めて重要なことです。 
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北海道の自然北海道の自然北海道の自然北海道の自然    第１３回第１３回第１３回第１３回    

        「モール泉」を楽しむ「モール泉」を楽しむ「モール泉」を楽しむ「モール泉」を楽しむ    

                                            循環器内科医師循環器内科医師循環器内科医師循環器内科医師            松井寛輔松井寛輔松井寛輔松井寛輔    

温泉で有名な大分県の別府市に住んでいたこともある私ですが、恥ずかしながら北海道

に来るまで「モール泉」という言葉を知りませんでした。「モール」の語源はドイツ語の「Moor」

で「泥炭」を意味します。ヨーロッパには腐植物（腐食物ではない）を含む泥炭を直接肌に塗

る「モール浴」という美容法がありますが、これにならって日本でも腐植物の成分が含まれる

温泉を「モール泉」と呼ぶようになり、「モール浴」と同様の美肌効果があると謳われました。

しかも「モール泉」はドイツの有名な温泉地「バーデンバーデン」と北海道の「十勝川温泉」、

世界でこの２か所にしかないと宣伝され、世界的に極めて珍しい温泉とされていました。 

「モール泉」を理解する前に、「温泉」とは何なの

かを説明する必要があります。「温泉」とは「２５℃以

上の温水、あるいは指定された物質を含む湧水」と

決められています。即ち熱い温泉もあれば冷泉もあ

るわけで、低い温度の湧水を加温しても温泉と表示

して良いことになります。温泉には「温泉法」という法

律があり、それにより温泉を「泉質」で分類していま

す。①温水の溶存物が1g/kg未満で２５℃以上なら

「単純温泉」、さらにpH8.5以上なら「アルカリ性単純

温泉」です。②溶存物1g/kg以上なら「塩類泉」で、

例えば「塩化物泉」「炭酸水素塩泉」「硫酸塩泉」な

どがあります。さらにこれらの塩類泉に含まれている

物質により、ナトリウムやカルシウム、マグネシウムな

どの名前が分類名の前に書き加えられ「ナトリウム塩

化物泉」などと表記されます。③その他のグループ

として特殊成分（二酸化炭素、ラドンなど）を含むも

のもあります。 

 ところが、「モール泉」に入ったことのある人はすで

に気付かれたかと思いますが、成分表示を見ても

「モール泉」であるとの表示はなく、通常は「単純温泉」や「アルカリ性単純温泉」と記載され

ています。「モール泉」は「温泉法」により定められた「泉質名」ではなく、温泉の熱源によっ

て分類された名称だからなのです。一般に温泉の熱源には①火山の地下マグマによる火山

性熱源、②非火山性の地底深くの地下熱源、③非火山性で熱源不明なもの、④植物性熱

源の４つがあるとされています。ほとんどの温泉は火山性ですが、最近の掘削技術の進歩に

より１０００ｍ以上も深い地底から汲み出したも

のは、地底深くの地熱で温められたものが増え

てきました。一方、植物由来の温泉は古代から

の植物が堆積して亜炭に変化する際に生じた

熱によるもので、これが「モール泉」なのです。

石油や石炭になる前の状態とも言え、だから

「豊富温泉」のように石油臭い成分が含まれる

「モール泉」もあるのでしょうか。 

 モール泉の特徴は、お湯が褐色透明であるこ

とです。中にはかなり黒いものもあります。火山

十勝川温泉の地下の状況十勝川温泉の地下の状況十勝川温泉の地下の状況十勝川温泉の地下の状況    

十勝川温泉十勝川温泉十勝川温泉十勝川温泉    笹井ホテルの温泉笹井ホテルの温泉笹井ホテルの温泉笹井ホテルの温泉    



１５ 

系を熱源とするものにはこのような色のものはないよう

です。実は、この茶色の物質の正体は「フミン酸」とい

うもので、植物中の分解されにくいセルロースなど線

維物質が長い年月をかけて分解されたものです。「フ

ミン酸」は肌に良いと言われ、これが含まれる温泉で

は肌がツルツルした感じになることから「美肌の湯」と

して知られています。しかし、医学的にどのような効果

があるのか実証された研究はないようです。 

 近くに火山のない平地にある温泉はモール泉の可

能性があり、十勝川温泉はまさにそうです。ただ、十

勝川温泉の場合は、単なる「モール泉」ではなく地底

深くの地熱も寄与することで植物性温泉が高熱の状

態で湧出しているようです。太古の時代、十勝平野は

内湾で、周辺に湿原が存在し、泥炭が堆積していた

ことがわかっています。しかも知床阿寒火山帯のマグ

マが一部地底の亀裂のため熱源が浅いところまで来

ていると推測されています。 

 世界で２か所しかないとされていたモール泉です

が、「モール泉」と言う言葉は十勝川温泉の人が作っ

た造語とも言われています。それゆえ「モール泉」は

日本では十勝川温泉にしかなかったのです。実際は

同様の泉質ながら、「モール泉」ではなく別の名称で

呼ばれていた温泉がいくつもありました。例えば、東

京都大田区を中心とした数多くの温泉は「黒湯」と呼

ばれ昔から有名です。これらも植物由来の温泉で、

まさに「モール泉」なのです。その他近いところでは、

わが美幌町の「峠の湯」もそうです。はっきり「モール

泉」とは表示されていませんが、温泉通の人達に

「モール泉」と分類されています。十勝川温泉に近い

「幕別」や、「釧路湿原」「別海」にもモール泉がありま

す。また「札幌」や「北広島」「恵庭」にもあります。一

方、九州の別府温泉にはいろいろな泉質の温泉があ

りますが、「北浜」という温泉街の一角にもこの「モー

ル泉」があるようです。私が大分市にいたころに利用

した西大分の温泉もモール泉であったと後で知りまし

た。その他、青森県、宮城県、神奈川県、石川県、山梨県、福岡県、熊本県、鹿児島県と今

では北から南まで全国にモール泉が分布していることが分かりました。 

「モール泉」が数多くあるからといってその価値が下がるわけではありません。モール泉は

レジオネラ菌に対し強い殺菌力があり、アトピーを悪化させる黄色ブドウ球菌にも殺菌力を有

しています。それになんといっても「肌に良い」ツルツルした心地よい感触があります。今度、

モール泉に入るときは、露天風呂から美しい景色を眺めつつ、太古の時代にその場所がど

のような自然環境であったのか、などと思いを馳せながらお湯を楽しんでみてはいかがでしょ

う。 

参考資料： 

①温泉の写真はそれぞれのホテルのホームページから引用しました。 

②「十勝川温泉の地下の状況」の図は「十勝川温泉 第一ホテル」のホームページより引用しました。 

    
別海町郊楽苑の露天風呂別海町郊楽苑の露天風呂別海町郊楽苑の露天風呂別海町郊楽苑の露天風呂    

東京都大田区のホテル末広の黒湯東京都大田区のホテル末広の黒湯東京都大田区のホテル末広の黒湯東京都大田区のホテル末広の黒湯    

別府市のシーサイドホテル美松の別府市のシーサイドホテル美松の別府市のシーサイドホテル美松の別府市のシーサイドホテル美松の    

露天風呂露天風呂露天風呂露天風呂    
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外来診療案内 初診の方：初診の方：初診の方：初診の方：保険証を持って受付窓口へおいで下さい 

 午前８時４５分～午前１１時００分  午後１時００分～午後４時００分 

   診察券をお持ちの方：診察券をお持ちの方：診察券をお持ちの方：診察券をお持ちの方：再来受付機をお使いください 

 午前８時００分～午前１１時００分 午後０時３０分～午後４時００分 

 

総合診療科 

（杉浦、雨宮） 

腎臓内科 
（雨宮） 

内科 

 

 

循環器内科 

 

 

外科 

 

 

 

小児科 

 

 

 

眼科 

     旭川医科大学からの出張医の診察となります。 

     予約検査は医師不在です。 

 

    月月月月    火火火火    水水水水    木木木木    金金金金    

午前午前午前午前    出張医出張医出張医出張医    出張医出張医出張医出張医    出張医出張医出張医出張医    出張医出張医出張医出張医    出張医出張医出張医出張医    

午後午後午後午後    休診休診休診休診    休診休診休診休診    休診休診休診休診    休診休診休診休診    休診休診休診休診    

    月月月月    火火火火    水水水水    木木木木    金金金金    

午前午前午前午前    雨宮雨宮雨宮雨宮    杉浦杉浦杉浦杉浦    雨宮雨宮雨宮雨宮    杉浦杉浦杉浦杉浦    杉浦・雨宮杉浦・雨宮杉浦・雨宮杉浦・雨宮    

午後午後午後午後    杉浦杉浦杉浦杉浦    雨宮雨宮雨宮雨宮    杉浦杉浦杉浦杉浦    雨宮雨宮雨宮雨宮    休診休診休診休診    

    月月月月    火火火火    水水水水    木木木木    金金金金    

午前午前午前午前    高正高正高正高正    高正高正高正高正    國本國本國本國本    高正高正高正高正    休診休診休診休診    

午後午後午後午後    休診休診休診休診    國本國本國本國本    高正高正高正高正    國本國本國本國本    高正高正高正高正    

    月月月月    火火火火    水水水水    木木木木    金金金金    

午前午前午前午前    休診休診休診休診    松井松井松井松井    休診休診休診休診    松井松井松井松井    休診休診休診休診    

午後午後午後午後    松井松井松井松井    休診休診休診休診    松井松井松井松井    休診休診休診休診    松井松井松井松井    

    月月月月    火火火火    水水水水    木木木木    金金金金    

午前午前午前午前    古賀古賀古賀古賀    古賀古賀古賀古賀    古賀古賀古賀古賀    古賀古賀古賀古賀    古賀古賀古賀古賀    

午後午後午後午後    

    

古賀古賀古賀古賀    

    

古賀古賀古賀古賀    

    

古賀古賀古賀古賀    

15:00～～～～    

古賀古賀古賀古賀    

    

古賀古賀古賀古賀    

    

    月月月月    火火火火    水水水水    木木木木    金金金金    

午前午前午前午前    出張医出張医出張医出張医    出張医出張医出張医出張医    出張医出張医出張医出張医    予約検査予約検査予約検査予約検査    予約検査予約検査予約検査予約検査    

午後午後午後午後    出張医出張医出張医出張医    出張医出張医出張医出張医    予約検査予約検査予約検査予約検査    予約検査予約検査予約検査予約検査    予約検査予約検査予約検査予約検査    

北里大学からの出張医の診察となります。 


