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「一期一会」「一期一会」「一期一会」「一期一会」    によせてによせてによせてによせて    

               泌尿器科医師泌尿器科医師泌尿器科医師泌尿器科医師            西村泰司西村泰司西村泰司西村泰司 

 「一期一会」と言う言葉で思い出すのは、この言葉が好きだとラジオで

言っていた山口百恵さんです。そして百恵さんで思い出すのは、1974年

私が米国留学（3日に1回の当直、朝から晩まで手術で2度としたくない経

験です）直前に有楽町の線路脇のサラダが売りだったレストラン「赤びょう

たん」の4人（百恵さん、若くて背が低くあまり美人でない付き人＆我々2

人）しかいない狭い2階の部屋で彼女に会ったことです。それは彼女の最

初のシングル「としごろ」39位の次に発表された「青い果実（あなたが望む

なら私なにをされてもいいわ•••）」9位1973年9月の後で、1974年6月「ひと

夏の経験（あなたに女の子の一番大切なものをあげるわ•••）」3位が発表さ

れた時には既に私は日本を離れていました。まさにこれから彼女が売れ

るという時で、年を取ってから何度もなぜあの時にサインをもらっておかな

かったのだろうと思いました。図々しい表現で誠に恐縮ですが、私も写真

1の様に若くまたきれいな女性を連れていましたので、仕事で忙しい百恵

さんは中々恋人も見つからず羨ましいなという目でこちらを見てくれ、百

恵さんと私の瞳はばっちり会いました。私もまだ若いため（大学院を卒業

して医学博士にはなっていて、米国の患者を診療する資格試験も合格し

ていましたが）売れ出したばかりの歌手

のサインをお願いするなんてはしたない

という気持ちもありました。一緒にいた女性の手前もあったと

思います。もしも1人でいて、かつサインしてもらう適当な紙

があったらサインを頼んでいたと思います。永年東京での生

活をしていましたので、矢沢永吉(写真2)、小林幸子、西郷

輝彦、ちあきなおみ、美樹克彦、酒井法子などのサインはも

らっていますが、29歳の頃に狭い部屋で百恵さんと一緒

だったのは別格で実に良い思い出です。それから約40年

経った2012年に百恵さんの話が持ち上がります。ひと回り年

上の私の患者さんがお仕事、映画現像の関係で岩下志麻さ

んはじめ沢山の女優さんとのtwo shotをお持ちで、その中に

百恵さんとのものも（写真3）ありました。私が彼に先述の話し

をすると、その患者さん曰くその時にサインをもらわなかったけど、それはそれで良い思い出

になったのではと言ってくれました。ズッーとミーハー的雑談を続けてきましたが、無理にで

も、そして医療に関係したことで本稿の目的と結語を見つけなければいけませんね。人間の

引け際についてのお話にしましょうか。百恵さんのように引け際が良いのは格好良いですね。

石原裕次郎も美空ひばりも52歳の引け際でしたが病気＆

死亡引退はあまり良くありませんね。1944年2月25日生ま

れの私は何時も周りの人に言っているように2014年70歳

の誕生日で妻以外の女性との付き合いをやめました。格

好いい引け際と思うのですが自慢になりませんか？ス

ポーツ（美幌バドミントン協会でのバドミントン、ジョギング

5km、びほろ後楽園での水泳1km）は引退しないでまだ続

けています。ところで私は何時死んでもなるべく4人の子

供（48歳男、47歳女、46歳女、45歳女）に問題のないよう

に（と言っても必ず争いは起こります。従弟の妻から聞い

た話ですが、彼女のお父さんが亡くなられた時に、税理

士さんが「争わなければ遺産は余ります。争ったら足りま

写真写真写真写真1: 1: 1: 1: 山口百恵さ山口百恵さ山口百恵さ山口百恵さ

んに会った頃、んに会った頃、んに会った頃、んに会った頃、29292929

歳の筆者歳の筆者歳の筆者歳の筆者....        

写真写真写真写真2222    矢沢永吉氏からもらっ矢沢永吉氏からもらっ矢沢永吉氏からもらっ矢沢永吉氏からもらっ
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せん。」とおっしゃったそうです。まさにその通りと思います）貯金通

帳、登記書類、各種保険証書の場所、葬儀社名、などを書き、妻同

様に遺影、骨壺も用意してあります。 

 患者さんに接する限り準備されている方もたまにはいらっしゃいま

すが、前立腺癌などではほとんどの患者さんで死に向けての準備は

されていません。病気を切掛けにその後の人生設計をするのも良い

事ではないかと思います。勿論経済的なことからも人生設計をでき

ない場合もあると思いますが。緩和ケアーが得意の親しい後輩は

「死ぬ時は人生で色々と立派な仕事をしてきた患者さんも、たいした

事はしてこなかった患者さんも、みんな一緒。」と言います。ですから

死ぬ準備をしているつもりの私（写真4）も見苦しい死に方をするかも

しれませんが、まあ「潔い現役の仕事などからの引け際と死ぬ準備

はしておきましょうよ」、というのがこの依頼原稿の結びの言葉です。

お粗末でした。こんな事書くと患者さんこなくなるかなあ。逆に来ようと思う男性の患者さん

はいると思いますが。 

 

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７４その７４その７４その７４    

 大腸がんが増えています大腸がんが増えています大腸がんが増えています大腸がんが増えています        

                血液でも診断、もうすぐです血液でも診断、もうすぐです血液でも診断、もうすぐです血液でも診断、もうすぐです                            
                                    内科医師内科医師内科医師内科医師    高正高正高正高正    光春光春光春光春  

 食生活の欧米化などにともなって日本で大腸がんが増えています

が、近年、大腸がんは欧米よりも日本に多い状況です。  

 日本では毎年、約11万人が罹患し、平成24年には４万７千人以上

の方が死亡しております（日本の約2.5倍の人口を有する米国でも死

亡数は年間5万2千人程度です）。罹患者数は男性・女性ともに全悪性腫瘍の中で第２位

であり、死亡者数は男性が第３位、女性においては第１位となっております。 

 前回は胃がんとピロリ菌について書かせていただきましたが、今回は大腸がんについて

少し書かせていただきます。（3年前にも書かせていただき、同じ内容の部分が多々ありま

す。ご容赦ください） 

 大腸は結腸と直腸から成ります（結腸の長さは約90～120㎝、直腸は15～20㎝程度で

す）。大腸は右下腹部で小腸とつながっており、この接続部の下に長さ5～6㎝の袋状にと

び出し行き止まり（つまり盲端）になっている盲腸があります（その先に虫垂という細い管が

ついており皆さんがモウチョウで手術したというのは、この虫垂炎のことです）。 

 大腸はこの盲腸から始まり、まず上へ上行結腸、左横に横行結腸さらに下へ下行結腸と

続き左下腹部に達し、そこから上下にくねるＳ状結腸につながり最後に直腸を経て肛門に

達します。 

 食べた物は小腸で分解、吸収され18～24時間かけ残りかすとなり大腸に到達します。こ

の残りかすは大腸でさらに水分を吸収され大便となります。大便は大腸の筋肉層の蠕動に

より直腸の方へ送られ肛門から排出されます。 

 ちなみに小腸は十二指腸、空腸、回腸から成り長さは6～7ｍにも達します。小腸の内面

には無数の細かい ひだ    があり、その表面積を出来るだけ大きくして消化の効率を上げて

います（大腸の内面の ひだ    は小腸よりはるかに構造が単純です）。小腸の内面の表面積

写真４: 現在７１歳の写真４: 現在７１歳の写真４: 現在７１歳の写真４: 現在７１歳の

筆者筆者筆者筆者    
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の方が大腸に比べ圧倒的に広いにもかかわらず小腸に原発するがんは極めて稀であり、

日本国内では年間数百例しかありません。 

 大腸がんの発生の仕方には現在二つ考えられており、一つは腺腫（大腸ポリープの多く

がこれです）から「がん」が発生し発展していくとの考え方と、もう一つは腺腫を経ずに何ら

かの要因により「がん」が発生してくるとの考えです。大腸がんで最も多く見られるのは腺が

んで全体の95％を占めております。 

 大腸の壁は内側から粘膜、粘膜下層、固有筋層、漿膜下層、漿膜から成っております。

「がん」が粘膜下層までにとどまるものを早期がん。それより先に達しているものを進行がん

といいます。 

 早期がんのうち、粘膜内がん、粘膜下層への軽度浸潤（１㎜以内）がんで最大径2㎝未

満のものは内視鏡的に、ポリペクトミー（病巣頚部に通電する針金の輪をかけ、絞り、焼灼

切除します）、EMR（粘膜下層に生理食塩水などを局注、病巣を挙上させ、ポリペクトミーと

同様切除）で一括切除出来ます。また、径2ｃｍ以上でもESD（病変周囲、粘膜下層にヒア

ルロン酸ナトリウム溶液などを局注、挙上させ、専用の電気ナイフで病変周囲の切開、粘

膜下層の剥離を進め一括切除）で切除可能です。粘膜下層への浸潤が１㎜以上だと約

10％に近くのリンパ節に転移の恐れがあり手術をすすめます。進行がんはほとんどの場

合、手術となります。 

 大腸がんの症状ですが、早期がんであれば症状はありません。進行がんでも大腸の管

腔1/4周以下であれば症状はほとんどありません。しかし1/2周を越えると腸内容の通過障

害を起こす場合があります。左側結腸（下行結腸、Ｓ状結腸）直腸にがんが存在すると便

通異常（便秘と下痢を繰り返す等）、腹痛、腹部膨満感などがあり血便を伴うことがありま

す。また がん    が全周性ですと排便困難、腸閉塞を起こすこともあります。右側結腸（盲

腸、上行結腸）では、まだ内容物が液体であることが多く、そのため症状は左側結腸より出

にくく症状が出た時にはかなり進行して発見される場合が多いと言われており、実際、私も

今まで内視鏡の検査をしていてそう感じております。 

 次に大腸がんの危険要因ですが、危険要因として確実なものはアルコールで、ほぼ確

実なものは肥満、運動不足、可能性あるものは喫煙と加工肉と言われております。予防要

因としては運動がほぼ確実、可能性あるものはコーヒーとカルシウムでした。野菜、果物、

イソフラボン、ビタミン、カロテノイド、食物繊維、にんにく、肉、魚、牛乳、乳製品、穀類、食

パターン、葉酸等はいずれも関連を示唆するにはデーター不十分であったとの報告があり

ます。確実な危険要因としてあげられたアルコールについてですが、日本人を対象として

の研究結果によりますと非飲酒者を基準とした場合、飲酒者の大腸がんのリスクは１日あた

りエタノール量23～45.9g、46～68.9g、69～91.9g、92g以上（エタノール23gは日本酒で約

１合、ビール大瓶１本）と分けますとそれぞれ1.4、2.0、2.2、3.0倍と酒の量が増えればリスク

も上昇します。 

 次に検査、診断の方法ですが、大腸がんのスクリーニングとして一般的な方法は便の検

査です。これは大腸内のがんから出血が起こっているにもかかわらず、それが肉眼では判

断しにくい時に行います。方法は便の中に混じっているヒトヘモグロビンを試験薬を使って

判定するもので、便潜血検査といいます。便潜血が陽性だとしてもがんとは限りませんので

悲観しないでください。良性の病気でも、また何ともなくとも陽性になることが多々あります。

逆に陰性でも100％安心できません。大腸がんの20％はこの検査で陰性との報告がありま

す。 

 一番確実な検査は大腸内視鏡検査です。直接大腸を診るわけですからこれほど確実な

検査は現在他にありません。何か異常があれば一部組織を採って（生検）検査し確定診断

となります。 
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 ３年前、当院にこのオホーツク地域で最高レベルのＣＴが入りＣＴコロノグラフィー（ＣＴＣ）

が可能となりました。この検査はＣＴを用いて大腸を立体的に描出し診断するというもので

す。この検査にも問題点があります。内視鏡検査と違い色の変化は見ることが出来ず、便か

腫瘍か判定出来ないことがあります（将来は検査法も改善され判定可能になると思います

が）。解像力もまだ低く5mm以下の病変とか平坦型の腫瘍の描出は不良です。つまりＣＴＣ

での早期大腸がんの診断は難しい状態です。しかしＣＴＣも大腸がんにより腸管が閉塞して

いてその先を内視鏡検査出来ない場合とか、盲腸まで内視鏡が挿入出来なかった検査不

成功例では有効です。 

 

 ここでもう一つ、最近話題になっている検査法を紹介いたします。血液中のマイクロＲＮＡ

を計測してがんを早期診断するプロジェクトが日本で進行中です。５年後には実用化されそ

うです。 

少し難しい話になり恐縮ですが、人のタンパクはＤＮＡ上の遺伝子の情報がメッセン

ジャーＲＮＡ（以後ｍＲＮＡ）に転写されることにより細胞内のリボゾームで合成されます。マ

イクロＲＮＡ（以後ｍiＲＮＡ）は18～25塩基程の短い一本鎖ＲＮＡで相補的配列を有するｍＲ

ＮＡと結合することで、ｍＲＮＡからの遺伝情報を阻害したり、ｍＲＮＡを分解する働きがあり

ます。つまりｍｉＲＮＡは遺伝子の発現を調節するＲＮＡとい

えます。 

 人では2500種類以上のｍiＲＮＡの存在が予測されてお

り、細胞内や組織で200～300種類程発現しております。そ

の発現は組織特異的です。さらに同一組織でもがん部と非

がん部で、さらにがんの種類においても発現状態は大きく

異なります。 

 ｍiＲＮＡ－18aは大腸腺腫の患者さんの血中においても

健常者に比べ発現が高いことが示され、早期大腸がん診断

のマーカーとして期待されております。ｍiＲＮＡ－17－3ｐ、

ｍiＲＮＡ－92a,ｍ iＲ ＮＡ－29a,ｍ iＲＮＡ－21、ｍiＲＮ

Ａ－200cなども大腸がんの診断マーカーとして期待されて

おります。特にｍiＲＮＡ－29aやｍiＲＮＡ－200cは肝転移等

遠隔転移を認める大腸がんで有意に高値となることがわかっております。 

 血液検査で大腸がん、その前がん状態（腺腫など）の存在を診断出来るのは画期的なこと

です。しかしこの検査はがんの存在を知るものであり、その後の治療方針決定のためには病

変の部位、大きさ、形状、病理組織などの情報が必要です。やはり大腸内視鏡検査が必要

となります。 

  平成25年度の大腸がん検診受診率は全国平均37.9％、北海道は33％と極めて低い状

況です（一番は山形で55％）。もっと多くの方に受けていただきたいと思います。平成21年

度、検診受診者のうち便潜血陽性で内視鏡をうけた精検受診率は63.2％であり精検を受け

ていない人も多数おります。精検未受診者は精検受診者に比し大腸がん死亡リスクが４倍

以上となっております。 

  3年前にも言わせていただきましたが、もう一度言わせてください。検診で便潜血陽性の

方は必ず内視鏡の検査を受けて下さい。 

 また、陰性の方も出来れば内視鏡の検査をおすすめします。大腸の検査は皆さんが心配

するような大変な検査ではなく、大腸がんも早期で発見されれば、ほぼ100％大丈夫ですか

ら。 
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 （胃がんの原因、ピロリ菌の検査と除菌も忘れないでください） 

    

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７５その７５その７５その７５    

    造影剤（ぞうえいざい）について造影剤（ぞうえいざい）について造影剤（ぞうえいざい）について造影剤（ぞうえいざい）について    
                                                            診療放射線技師診療放射線技師診療放射線技師診療放射線技師    佐藤佐藤佐藤佐藤    信智信智信智信智    
 ●ちょっとその前に ～X線の発見～ 

 1895年11月8日、ヴュルツブルク大学（ドイツ）においてクルック

ス管（真空放電管）を用いて陰極線の研究をしていたレントゲン

は、机の上の蛍光紙の上に暗い線が表れたのに気付きました。

この発光は光照射によって起こるが、クルックス管は黒いボール

紙で覆われており、既知の光は遮蔽されていました。状況的に作用の元は外部ではなく装

置だとレントゲンは考え、管から2メートルまで離しても発光が起きることを確認しました。こ

れにより、目には見えないが光のようなものが装置から出ていることを発見

しました。後年、この発見の時、何を考えたか質問されたレントゲンは、

「考えはしなかった。ただ実験をした」と答えております。実験によって、 

 

・ 1,000ページ以上の分厚い本やガラスを透過する 

・ 薄い金属箔を透過し、その厚みは金属の種類に依存する 

・ 鉛には遮蔽される 

・ 蛍光物質を発光させる 

・ 熱作用を示さない 

 

などの性質が明らかになり、また検出に蛍光板ではなく写真乾板を用いることで鮮明な撮

影が可能になりました。 

 光のようなものは電磁波であり、この電磁波は陰極線のように磁気を受けても曲がらない

ことからレントゲンは放射線の存在を確信し、数学の未知の数をあらわす「X」（エックス）の

文字を使い仮の名前としてX線（エックス線）と名付けました。 

 今年(2015年)は、X線発見からちょうど120年目にあたります。その間の放射線（Ｘ線）の利

用には目を見張るものがあります。とりわけ医療分野では、放射線（Ｘ線）の「物を透過する

性質」を利用するだけではなく、「遮蔽する物質（造影剤等）」との組み合わせでより良い情

報を得られるよう、現在も研究開発が続いております。 

 

●そもそも造影剤とは 

 画像診断の際に、画像にコントラストを付けたり特定の組織を強調して撮影するために患

者様に投与される医薬品です。組織そのものの写り方が変わるのではなく、生体組織とは

写り方が大きく異なる物質を取り込ませることで、画像上その組織の写り方が大きく変化し

たように見えるのです。例えばX線を用いた撮影においては、X線をよく遮蔽する物質が使

われます。いずれにしても、生体に与える副作用の少ない物質が造影剤として選ばれてお

ります。 

 

●造影剤の種類について 

 皆さんにとって一番身近なものに胃の検査で用いるバリウムがありますが、これも造影剤

の一つです。胃は本来、X線を透過してしまい、骨のような形で画像として写し出すことが

出来ません。そこで硫酸バリウムという原子番号の大きい物質を胃の中に流し込む事に

よってX線を遮蔽し、胃の形を画像上に認識出来るようにしております。ですから、胃を直

接見ているのではなく、胃の中に塗られたバリウムを見ていると言い換えることもできます。 

レントゲンレントゲンレントゲンレントゲン    
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 ほかには、ＣＴ検査で用いる造影剤もあります。造影剤を用いることにより、検査画像に濃

度差（コントラスト）がつき、より詳細な情報を得ることができます。通常は腕の静脈から注射

をします。投与後の造影剤は、血管を介して診たい部分や臓器に達し、血流状態や分布

状態を表します。これにより、造影剤を使用しない場合と比べて、より病気を見つけやすく

なります。 

 尚、当院では高性能なＣＴ（６４列）を設置しており、心臓に栄養を送るための血管（冠動

脈）の撮影も可能です。撮影後の画像処理（再構成）により立体的画像（３Ｄ）として情報提

供しております。 

 造影剤は、X線を用いた検査以外に、ＭＲＩ(核磁気共鳴）検査、エコー（超音波）検査でも

使用されております。 

 

 

 

●副作用について 

 造影剤を使用することによって情報提供は格段に進歩しましたが、良いことばかりではな

く注意を要する事もあります。造影剤を使用すると、たまに副作用が出る場合があります。 

 副作用は、発生するタイミングによって大きく2種類に分類されます。 

 

① 即時性副作用 

 造影剤の副作用は、ほとんどが投与直後に生じ、これを即時性副作用と言います。多く

は痒みや蕁麻疹、嘔吐、くしゃみ、喉の違和感などの軽い症状ですが、まれに呼吸困難、

ショック、アナフィラキシー様反応（※）などの重篤な症状を生じる場合があります。 

特に、アレルギー体質の方や気管支喘息の既往をお持ちの患者様は、副作用が出現しや

すくなると報告されています。また、腎機能が低下した患者様にも副作用がみられる場合が

あります。 

 

② 遅発性副作用 

 副作用症状のほとんどが投与後すぐに出現しますが、まれに検査をして1～2時間後から

数日後に遅れて出現する場合があります。 

 当院では、造影剤の副作用等に対応するため、事前に『造影剤検査問診票並びに承諾

書』への記入と腎機能検査を実施（医師の判断で実施しない場合もあり）しております。造

影ＣＴ撮影にあたっては、緊急時等に備えて看護師が立ち会い、冠動脈ＣＴの時には、更

に医師が立ち会っております。また撮影後すぐに帰宅していただくことはせず、血管確保の

ために準備した点滴（てんてき）が終了するまで院内で安静にしていただき、様子観察させ

ていただいております。 

 造影剤使用に関して、ご不明な点、ご不安等ございましたら、検査予約が組まれた段階

でも、また撮影前でも構いませんので、遠慮なく申し出ていただければ幸いです。 

 
 ※アナフィラキシー様反応 

   アナフィラキシーとは、複数のアレルギー症状が短時間で生じる状態を言います。複数臓器にアレル

  ギー反応が及ぶ場合、さらに症状が悪化し進行していくことがありますので、注意が必要となります。 

 

胃の造影写真胃の造影写真胃の造影写真胃の造影写真                バリウムバリウムバリウムバリウム    

冠動脈の３冠動脈の３冠動脈の３冠動脈の３DDDD画像画像画像画像                                CTCTCTCT用造影剤用造影剤用造影剤用造影剤    
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●最後にトピックスを一つ 

 当院では、北大放射線科医が中心となって作った会社が運営する遠隔画像診断のシステム

を導入しております。造影剤を使用し撮影されたＣＴ画像も含め、必要に応じて、読影レポート

の作成を依頼しております。そのシステムが本年４月より更新されました。送付（電送）した画像

データーはクラウド化した形で管理され、過去データーとして約１年半確保されるようになりま

した。まだ試験段階ですが、将来的には、依頼医と読影医の間で双方向のやり取りも可能に

なる予定です。また読影レポートと電子カルテ（導入予定）との連携も検討

しております。少しでも早く、そして正確に情報提供が出来るよう、放射線

科スタッフも日々、研鑽を積んでまいりたいと思っております。 

 
 参考文献：『放射線検査説明の手引き』（日本診療放射線技師会編） 

        『ノーベル賞受賞者たち(1) レントゲン』物理教育50巻4号 

        『ヨード造影剤副作用ハンドブック』（第一三共 2015年版) 

 

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７６その７６その７６その７６    

 「「「「1111日の始まりは朝ごはんから」日の始まりは朝ごはんから」日の始まりは朝ごはんから」日の始まりは朝ごはんから」    

            朝ごはんを食べよう！朝ごはんを食べよう！朝ごはんを食べよう！朝ごはんを食べよう！    

                                                                                    管理栄養士管理栄養士管理栄養士管理栄養士    竹田竹田竹田竹田    未来未来未来未来    

 みなさん、「朝ごはん」をしっかり食べていますか？厚生労働省が平

成25年に行った国民健康・栄養調査結果によると、特定の1日にお

いて朝食を欠食した成人は男性で男性で男性で男性で14.414.414.414.4％・女性％・女性％・女性％・女性9.89.89.89.8％％％％に達している

ことが報告されています。また、朝食欠食率は男女とも20代をピークとし、男性で男性で男性で男性で30303030％・女％・女％・女％・女

性性性性25.4%25.4%25.4%25.4%であることから若年者の朝食欠食率が目立っていると報告されています。当院で

栄養指導をする際、患者様に普段のお食事の聞き取りを行っていると、朝食後に服薬する

薬を処方されているにもかかわらず、朝食を欠食されている患者様や、最初から「食事は

昼食と夕食の2食のみ」と決めて、朝食を召し上がっていない患者様が多いと感じておりま

す。 

 「朝ごはんを食べることは体によい」と知ってはいるものの、「時間がない」「食欲が出な

い」などの理由で、実際には朝ごはんを抜きがち。そんな人も心機一転してみませんか。

今回は、朝ごはんを食べることの価値や重要性、またどんなものを食べたら良いのかを掲

げてみました。町民の皆様の生活改善のヒントになれば幸いです。 

＜＜＜＜    朝ごはんを食べるとよいことがいっぱい朝ごはんを食べるとよいことがいっぱい朝ごはんを食べるとよいことがいっぱい朝ごはんを食べるとよいことがいっぱい    ＞＞＞＞    

1.脳が活性化 

寝ている間も脳は働き続けているので、朝起きたとき脳はエネルギー不足の状態です。朝ご

はんを摂らないままでいると、エネルギーが足りず思考能力が落ちてしまいます。 

2.太りにくい 

 朝ごはんを抜くとその分摂取エネルギーが減ってやせると考えがちですが、実はかえって太

りやすいようです。ダイエット中も朝ごはんはきちんと食べるほうが必要な栄養素を十分に摂取

しやすく、健康的にやせられるでしょう。 

3.活動的になる 

 朝ごはんを食べることによって心身の活動が活発化し、その結果体温が上がります。朝食を

食べる習慣のある人は午前中に早めに体温が上昇し、それが維持されますが、食べる習慣が

ない人は体温が上昇しにくいことがわかっています。また、朝食を食べない人は、だるさや疲
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れを感じやすくなるようです。 

4.身体のリズムが整う 

 朝目覚めて夜眠くなるという体のリズムは体内時計の働きによります。体内時計を正しく働か

せるためには、日光を浴びて朝ごはんを摂ることが大切です。 

5.やる気が出る 

 脳に栄養が供給されると、脳内物質のβ‐エンドルフィンが分泌されます。これが脳内のやる

気中枢を活性化し、物事への意欲を高めるといわれています。 

6.集中力が高まる 

 朝食を食べない人のほうが交通事故を起こしやすいという、車のシミュレーター運転による実

験結果があります。脳に栄養が届くことで集中力が高まるのでしょう。 

7.便秘を予防する 

 朝食をしっかりとると、胃に食べ物が入ることで腸が刺激され、活発に動き始めます。それに

よって便の排泄が促されます。朝食で水分を充分にとることも大切です。 

8.糖尿病を予防する 

 朝ごはんを抜くと、昼ごはんを食べたあとに血糖値が急上昇します。すると、膵臓から分泌さ

れる血糖を下げるホルモン、インスリンが多量に必要になり、膵臓に負担がかかります。こうした

食生活は糖尿病を招く一因になります。 

 朝ごはんを食べるとこんなに良いことがあるということを、おわかりいただけたでしょうか。で

は、次にどのようなものを食べたら良いのかを見てみましょう。 

＜＜＜＜    朝に食べたいもの朝に食べたいもの朝に食べたいもの朝に食べたいもの    ＞＞＞＞    

(1).目覚めの脳のエネルギー源！炭水化物 

  脳が必要とするエネルギー源は、炭水化物が分解されてできるブドウ糖。体を動かすのに

も必要不可欠な栄養素です。主にご飯・パンなどの主食主食主食主食から摂ります。 

(2).体温上昇＆体内時計のリセット役！たんぱく質 

  体内時計を正しく働かせるために、摂りたいもの。たんぱく質は体温を上げるのに役立つ栄

養素です。主に肉や魚、卵・大豆製品などの主菜主菜主菜主菜から摂ります。 

(3).栄養素をスムーズに運ぶ役！ビタミン＆ミネラル 

  三大栄養素を代謝し、体の機能を調節するために必要です。主に野菜中心の副菜副菜副菜副菜料理

や、果物果物果物果物などを摂り、不足しないようにしましょう。 

(4).水分補給、ほっと心を落ち着かせる役！汁物 

  みそ汁や野菜スープなどにたくさんの野菜、きのこ、海藻類を入れて、主食・主菜・副菜で

足りないビタミン・ミネラルなど補いましょう。 

では、実際の当病院での朝食メニュー例で確認してみましょう！！！ 

‐メニュー‐ 

・ご飯（主食） 

・みそ汁（汁物） 

・卵と絹さやの炒め物（主菜） 

・ほうれん草の磯和え（副菜） 



１０ 

・バナナ（国保病院では15時に提供しています） 

 

 

 

 

 

 

 

＜＜＜＜    終わりに終わりに終わりに終わりに    ＞＞＞＞    

 「朝ごはん」は1日のリズムと健康的な食習慣を支えてくれる、おいしい目覚まし時計です。み

なさまが幸せで健康な生活を過ごされることをお祈りいたします。 

 食事のことでご不明な点がありましたら、お気軽に「栄養科」までご相談ください。 

       参考文献：  栄養と料理 ２０１４ ４月号 女子栄養大学出版社 

    

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１７回第１７回第１７回第１７回    

 十勝幌尻岳登山十勝幌尻岳登山十勝幌尻岳登山十勝幌尻岳登山                                    循環器内科循環器内科循環器内科循環器内科    松井松井松井松井    寛輔寛輔寛輔寛輔    

日高山脈の最高峰は幌尻岳(ぽろしりだけ)（標高2053ｍ）です。「ぽろしり」はアイヌ語で「大

きい山」を意味し、実際に山を見ると、なるほどその名に相応しい山容だと納得します。しかし、

この幌尻岳は日高山脈でも新冠町側にあるため、残念ながら十勝平野からだとはるか遠くに山

の一部が小さく見えるだけです。一方、同じ「幌尻」の名前を持ち、十勝平野からその姿を望む

ことのできる山に「十勝幌尻岳」があります。実はこの山、エサオマントタッベツ岳から東に延び

る稜線上の山で独立峰ではありません。しかし、十勝平野から見ると「ポロシリ」の名にふさわし

い雄大な山として映ります。この2つの「幌尻岳」を区別するため、一般に日高山脈最高峰の幌

尻を「幌尻岳」、あるいは「日高幌尻岳」と呼び、十勝平野から見える独立峰ではない方を「十

勝幌尻岳」、略して「カチポロ」と呼ぶことが多いようです。惜しくも名称では傍流となってしまっ

た「カチポロ」ですが、山頂からの展望は「幌尻岳」に負けず劣らず素晴らしいことで有名です。

今回は、この「カチポロ(標高1846m)」への登山をご紹介したいと思います。 

美幌町からは十勝幌尻岳の登山口までは、車で約３時間かか

ります。私のカチポロ初登山の時は、その前日に美幌町で催さ

れた「日本名門酒会」で飲み、さらに２次会にも参加しました。翌

朝頑張って起床したものの、睡眠不足のまま午前４時半に美幌

を出発したのです。足寄町で自動車道に乗り、帯広で一般道に

降ります。車窓からは、西に日高山脈の山々が連なって十勝平

野を見下ろしている姿が見えます。とりわけ雄大なカチポロは、

朝日を浴びその姿をくっきりと現しています。帯広からは南に向

かい八千代町に入ります。道道２１６号線から戸蔦別川林道へ入り、途中で林道からオビリネッ

プ川沿いの、登山口へと向かう「オピリネップ林道」へ左折します。このカチポロの登山口へ入

るルートにはほとんど案内板がありません。そのため、初めての人には非常に分かりづらいの

で、あらかじめネットなどでしっかりと下調べをして行かれたほうが良いと思います。オピリネップ

林道の突き当りには、数台車が停められるスペースがあります。すでに午前７時半ですから、私

がその日の最後の登山者のようです。登山の準備を整え急いで出発です。登山道ははじめ沢

に沿って登ります、沢を数回渡渉しますが、川幅は狭く丸太の橋もあるので濡れるようなことは

カチポロ登山口の駐車場カチポロ登山口の駐車場カチポロ登山口の駐車場カチポロ登山口の駐車場    

副菜副菜副菜副菜    

主菜主菜主菜主菜    

主食主食主食主食    
汁物汁物汁物汁物    

果物果物果物果物    
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ありません。沢から離れると、見上げるような急登が始まります。

十勝平野から見ると穏やかな山容ですが、登山道は急登が

延々と続きます。本当に延々と。睡眠不足の身体にこの急登は

応えました。しかも、前日の刺身が良くなかったのか、お腹の調

子まで悪くなってしまいました。「ウゥッ」、これから先はちょっ

と・・・省略。 

 ヘロヘロになりながら、展望の悪い山道を３時間半かけて登

り、やっとの思いで稜線の肩に出ると、突然展望が開けます。山

頂まではあと少し、私も急に元気が出てきました。 

ついに山頂に立つと、西方向には十勝平野から見えな

かった日高山脈の峰々が幾重にも広がり、最高峰の幌尻岳

が遠くで威容を誇っています。いつもなら、山頂で早々に昼

食を終え、すぐに下山するところですが、体調不良で４時間も

かけ苦労して登った山です。そうすぐに下山する気にもなれ

ません。のんびりと昼食を摂り、日高の山々の眺望を心ゆくま

で堪能していました。しかし、さすがに１時間も山頂にいると、

他の登山者たちは皆下山してしまい、一人残された私は妙に

心細くなってきました。秋の日没は早いので、私もいつまでも

のんびりはしていられません。帰りは急な坂を長時間、休むこ

となく下りて行くことになります。膝の悪い私は走って下ること

はもちろんできませんし、一歩一歩慎重に下るので人一倍時

間がかかります。やっとのことで登山口までたどり着いた時

は、まさに「膝が笑う」状態でした。 

 幸いクマに出合うこともなく、予定通り明るいうちに下山す

ることができました。出発時に、数台あった車も、その時は私

の車が残るのみです。誰もいない山の奥深く、カチポロの麓で

私を待ち続けていた自分の車を見つけると、とても愛おしく感

じます。車のシートに座った途端、ホッとして緊張感から解放

され、まずはここでひと休憩したいところですが、美幌までは

長時間のドライブです。先を急がなくてはなりません。「笑う」

私の膝に比べ、デコボコの砂利道を力強く進む愛車のなんと

心強いことか。途中、芽室町の広大な牧場の脇に車を停め、

西日で霞む雄大な「カチポロ」に名残りを惜しむべく振り返る

と、改めて、よくあんな高いところまで登ったものだと、自分で

も驚きます。さすがに帰途の長時間の運転は途中で眠くなり、

足寄の駐車場に車を停めて、仮眠をとって帰りました。時間の

余裕のある方には、下山したあと山の麓か帯広辺りの温泉に

ゆっくり浸かって、翌日帰るプランをお勧めします。  

 北海道を代表する山脈はもちろん大雪でしょうが、私は日高

山脈も素晴らしいと思いました。日高山脈は、大雪山系のよう

に登山者が多くないため交通の便や山道は整備されておら

ず、しかも山が深いためテント泊をしながら登らなくてはならな

い山が多いのです。その点、日高山脈の中でも、この「カチポ

ロ」はアクセスが良く日帰りで登れ、しかも眺めの美しい山で

す。美幌からはちょっと遠いですが、本当に素晴らしい山です

から、皆さんも一度登ってみてはいかがでしょう。ただし、前夜

には十分睡眠を取るようご注意ください。 

丸太の橋を渡ります丸太の橋を渡ります丸太の橋を渡ります丸太の橋を渡ります    

十勝幌尻岳の山頂十勝幌尻岳の山頂十勝幌尻岳の山頂十勝幌尻岳の山頂    

山頂西側の日高山脈山頂西側の日高山脈山頂西側の日高山脈山頂西側の日高山脈    

右奥が（日高）幌尻岳右奥が（日高）幌尻岳右奥が（日高）幌尻岳右奥が（日高）幌尻岳    

日高山脈最高峰幌尻岳の日高山脈最高峰幌尻岳の日高山脈最高峰幌尻岳の日高山脈最高峰幌尻岳の

拡大写真拡大写真拡大写真拡大写真    

芽室から見たカチポロ芽室から見たカチポロ芽室から見たカチポロ芽室から見たカチポロ    
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外来診療案内 受付時間受付時間受付時間受付時間    午前午前午前午前    8:458:458:458:45～～～～11:00   11:00   11:00   11:00   午後 午後 午後 午後 13:0013:0013:0013:00～～～～16:00   16:00   16:00   16:00   TEL 0152TEL 0152TEL 0152TEL 0152----73737373----4111411141114111 

 

 

 

 

 

 

腎臓内科 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    野崎哲夫野崎哲夫野崎哲夫野崎哲夫    休診休診休診休診    野崎哲夫野崎哲夫野崎哲夫野崎哲夫    休診休診休診休診    

午後午後午後午後    野崎哲夫野崎哲夫野崎哲夫野崎哲夫    休診休診休診休診    野崎哲夫野崎哲夫野崎哲夫野崎哲夫    休診休診休診休診    野崎哲夫野崎哲夫野崎哲夫野崎哲夫    

総合診療科 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    酒井英二酒井英二酒井英二酒井英二    杉浦有重杉浦有重杉浦有重杉浦有重    酒井英二酒井英二酒井英二酒井英二    杉浦有重杉浦有重杉浦有重杉浦有重    酒井英二酒井英二酒井英二酒井英二    

午後午後午後午後    杉浦有重杉浦有重杉浦有重杉浦有重    酒井英二酒井英二酒井英二酒井英二    杉浦有重杉浦有重杉浦有重杉浦有重    酒井英二酒井英二酒井英二酒井英二    杉浦有重杉浦有重杉浦有重杉浦有重    

内 科 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    高正光春高正光春高正光春高正光春    西村光太郎西村光太郎西村光太郎西村光太郎    高正光春高正光春高正光春高正光春    西村光太郎西村光太郎西村光太郎西村光太郎    高正光春高正光春高正光春高正光春    

午後午後午後午後    西村光太郎西村光太郎西村光太郎西村光太郎    高正光春高正光春高正光春高正光春    西村光太郎西村光太郎西村光太郎西村光太郎    高正光春高正光春高正光春高正光春    西村光太郎西村光太郎西村光太郎西村光太郎    

循環器内科 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    松井寛輔松井寛輔松井寛輔松井寛輔    休診休診休診休診    松井寛輔松井寛輔松井寛輔松井寛輔    休診休診休診休診    

午後午後午後午後    松井寛輔松井寛輔松井寛輔松井寛輔    休診休診休診休診    松井寛輔松井寛輔松井寛輔松井寛輔    休診休診休診休診    松井寛輔松井寛輔松井寛輔松井寛輔    

小児科 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    古賀正啓古賀正啓古賀正啓古賀正啓    古賀正啓古賀正啓古賀正啓古賀正啓    古賀正啓古賀正啓古賀正啓古賀正啓    古賀正啓古賀正啓古賀正啓古賀正啓    古賀正啓古賀正啓古賀正啓古賀正啓    

午後午後午後午後    古賀正啓古賀正啓古賀正啓古賀正啓    

    

古賀正啓古賀正啓古賀正啓古賀正啓    

    

古賀正啓古賀正啓古賀正啓古賀正啓    

15:00～～～～    

古賀正啓古賀正啓古賀正啓古賀正啓    古賀正啓古賀正啓古賀正啓古賀正啓    

    

脳神経外科 月（第２、第４）月（第２、第４）月（第２、第４）月（第２、第４）    火火火火    水水水水    木木木木    金金金金    

午前午前午前午前    宮澤隆仁宮澤隆仁宮澤隆仁宮澤隆仁    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    

午後午後午後午後    宮澤隆仁宮澤隆仁宮澤隆仁宮澤隆仁    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    

眼 科 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    医大出張医医大出張医医大出張医医大出張医    医大出張医医大出張医医大出張医医大出張医    医大出張医医大出張医医大出張医医大出張医    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    医大出張医医大出張医医大出張医医大出張医    医大出張医医大出張医医大出張医医大出張医    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    

泌尿器科 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    西村泰司西村泰司西村泰司西村泰司    野崎哲夫野崎哲夫野崎哲夫野崎哲夫    西村泰司西村泰司西村泰司西村泰司    野崎哲夫野崎哲夫野崎哲夫野崎哲夫    西村泰司西村泰司西村泰司西村泰司    

午後午後午後午後    野崎哲夫野崎哲夫野崎哲夫野崎哲夫    西村泰司西村泰司西村泰司西村泰司    野崎哲夫野崎哲夫野崎哲夫野崎哲夫    西村泰司西村泰司西村泰司西村泰司    野崎哲夫野崎哲夫野崎哲夫野崎哲夫    

外 科 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    西野達生西野達生西野達生西野達生    休診休診休診休診    西野達生西野達生西野達生西野達生    休診休診休診休診    西野達生西野達生西野達生西野達生    

午後午後午後午後    休診休診休診休診    西野達生西野達生西野達生西野達生    休診休診休診休診    西野達生西野達生西野達生西野達生    休診休診休診休診    

整形外科 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    又吉章政又吉章政又吉章政又吉章政    休診休診休診休診    又吉章政又吉章政又吉章政又吉章政    休診休診休診休診    

午後午後午後午後    又吉章政又吉章政又吉章政又吉章政    休診休診休診休診    又吉章政又吉章政又吉章政又吉章政    休診休診休診休診    又吉章政又吉章政又吉章政又吉章政    


