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町民医学講座 その77 

 コレステロールの話 

                      総合診療科医師  杉浦 有重 

§. コレステロールとは 

 最近は殆どの人が血中のコレステロールが正常範囲を越えて

高くなると動脈硬化など健康に悪影響をもたらすものだと知っ

ています。ただ体内でどんな役割を果たし、どのように代謝さ

れるかなどは知らない方が多いのではないでしょうか？ 

 

元来コレステロールは正常な体の機能を

保つために大切な働きをしているもので

す。コレステロール（図1）は細胞の材料と

なって私たちの体を作るという大きな役割

があり、ほかにもホルモンや胆汁酸などの

材料になっています。コレステロールとは

異なりますが中性脂肪は皮下脂肪の原料と

なったり、糖分や蛋白の2倍以上の熱量を出

すエネルギー源として働いています。これ

らコレステロール、中性脂肪、そのほかに

リン脂質、遊離脂肪酸など4種類をあわせて

「脂質」と呼んでいます。 

 

脂質には食事から体内に吸収されるものと、肝臓や腸で合成されるものがありま

す。こ れ ら は そ の 役 割 を 果 た す た め、血 流 に 乗 っ て 全 身 の 細 胞                      

に運ばれる必要があります。しかし脂質はいわゆる「あぶら」であり、そのままの

状態では水（血液）に溶け込むことができないため、タンパク質などの物質ととも

に「リポ蛋白」という水に溶けやすい粒子になって血液中に存在します。リポ蛋白

には「カイロミクロン」や「VLDL」、「LDL」、「HDL」などの種類があり、それぞ

れの役割をもって全身をめぐっています。 

 

コレステロールはリポ蛋白のひとつである「LDL」によって体の隅々まで運ば

れ、細胞の中に取り込まれます。LDLに含まれるコレステロールを「LDLコレステ

ロール」といいます。細胞に運ばれたコレステロールが利用されないで余っている

場合には、「HDL」の働きによって肝臓に戻されます。HDLに含まれるコレステロー

ルが「HDLコレステロール」です。戻ってきたコレステロールの一部は胆汁酸に変

化して十二指腸に排出されますが、その多くは腸で再吸収され、また肝臓にもどっ

てきます。体内のコレステロールのうち、食物から吸収される量は体内で作られる

量の1/3くらいです。健康な状態であればコレステロールを多く含む食事をとって

も、体内で作るコレステロール量が減るため、体内のコレステロール量は一定に保

たれます。 

 

中性脂肪は「トリグリセライド」ともいい、グリセロールに3つの遊離脂肪酸が

結びついたものです。主に身体活動のエネルギーとして使われます。食事から摂取

図1 コレステロールの構造 
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されたり、肝臓で合成された中性脂肪は主に脂肪細胞の中に蓄えられ、寒さや衝撃

から体を守る皮下組織となり、さらに必要に応じて遊離脂肪酸に分解されてエネル

ギーとして働きます。血液中にはカイロミクロンやVLDLと呼ばれる粒子状になって

存在しています。 

 

§.脂質異常症とは 

からだのはたらきを正常に保つには「脂質」が必要であり、そのため脂質は血液

に乗って体中の各臓器（細胞）に運ばれていきます。血中を流れる脂質の量は生体

によって微妙にコントロールされています。しかし油っぽい食べ物をとりすぎたり

運動不足が続いたりすると、血中の脂質が多くなったり、バランスが悪くなりま

す。この脂質のバランスが悪くなった状態を「脂質異常症」といいます（＊以前は

「高脂血症」といわれていました）。 

 脂質の中でもLDLコレステロールが多すぎる場合を「高LDLコレステロール血症」、

HDLコレステロールが少なすぎる場合を「低HDLコレステロール血症」、また中性脂

肪が高すぎる場合を「高中性脂肪血症」といい、これら3種の状態をあわせて脂質異

常症といいます。 

   脂質異常症の基準値 

 *高LDLコレステロール血症：LDLコレステロールが140mg/dl以上。 

  *低HDLコレステロール血症：HDLコレステロールが40mg/dl未満。 

  *高中性脂肪（高トリグリセライド）血症：中性脂肪が150mg/dl以上。 

 

運動不足、食事の不規則・過剰摂取・カロリーの取りすぎ、ストレス、アルコー

ルや喫煙などからおこる生活習慣病としておこるのですが、いっぽう遺伝性の家族

性脂質異常症も知られています。肥満・内臓脂肪の増加から始まるメタボリック症

候群とも深くかかわっています。 

 

ではなぜこの脂質異常症が問題なのでしょうか？実際には血液検査を受けないと

脂質異常症があるかどうかは知ることはできません。殆ど自覚症状がないため見過

ごされやすいのです。気がつかず長く放っておくと血管の壁にコレステロールがた

まり、血管そのものが硬くなり「動脈硬化」を引き起こします。この動脈硬化が進

行すると血管の壁が厚くなり、血液の通るスペースが狭くなり、更に進行すると血

液が十分に行き届かなくなるため、臓器が障害を受けるようになります。脂質異常

症をコントロールして動脈硬化の進行を食い止めることは、心臓や脳の重い病気を

予防し長生きにつなげるばかりでなく、認知症や寝たきりの予防にも有効であるこ

とが明らかにされています。 

 

§.脂質異常症と病気について 

LDLコレステロールは組織に運ばれる途中のコレステロールであり、血液中のLDL 

コレステロールが高すぎると、コレステロールが血管の壁に取り込まれて動脈硬化

が進みやすくなります。このためLDLコレステロールは｢悪玉コレステロール｣と呼ば

れます。一方HDLコレステロールは組織に余っていたコレステロールがHDLに回収さ

れて肝臓に戻る途中のコレステロールです。このためHDLコレステロールは「善玉コ
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レステロール」と呼ばれます。この値が低いと血管の壁にたまったコレステロール

を引き抜いて肝臓に戻すことができなくなり動脈硬化が進むことになります。 

 

食事からのエネルギーのうち、使いきれずに余ったものは、肝臓でトリグリセラ

イド（中性脂肪）に変えられ、血液中を移動して皮下脂肪や内臓脂肪に蓄えられま

す。したがって食べすぎ、飲みすぎや運動不足でエネルギーがたくさん余ると血液

中のトリグリセライドの量が増え、高トリグリセライド血症が引き起こされます。

トリグリセライドが高いと、やはり動脈硬化は進みやすくなると考えられ、極端に

高いと「急性膵炎」を引き起こす危険性もあります。 

動脈硬化が進むと血管内腔が狭くなり、血液が流れにくくなり、組織が酸素欠乏

状態になります。さらに進行して血管内の狭い部分に生じた血栓（血のかたまり）

などで血管が完全に塞がれてしまうとその部分の組織は死んでしまいます。心臓の

筋肉を栄養する血管（冠動脈）が狭くなれば狭心症や心筋梗塞を引き起こします。

また脳にいく血管がつまってしまえば脳細胞が死んでしまう脳梗塞となります。 

 

このように脂質異常症は放っ

ておくと大変なことになるた

め、早くからコントロールする

必要があります（図2）。動脈硬

化が原因で起こる病気として脳

の病気では「一過性脳虚血発

作」「脳梗塞」、心臓疾患では

「狭 心 症」「心 筋 梗 塞」が あ

り、その他にも「胸部・腹部大

動脈瘤」や「下肢の閉塞性動脈

硬化症」などがあります。この

ように脂質異常症から動脈硬化

症への進行すると、生命に重大

な危険を及ぼしたり大きな後遺

症を残す病気を引き起こす可能

性があるのです。      

 

§.脂質異常症の食事療法 

脂質異常症の原因としては遺伝性の高コレステロール血症もありますが、その大

部分は食べすぎ、体質遺伝、肥満、運動不足などからくると思われます。男性は中

年頃より、女性は更年期からコレステロールが上昇してきます。食事のカロリー量

としては理想体重の１Kgあたり25kcalと考えて計算します（肉体労働を主とする仕

事では体重1kgあたり30kcalとします）。60kgの方では1500kcalです。また油料理は

1日1品以内とし、コレステロールの摂取量を少なめにしてください。食物繊維の多

い野菜や果物、キノコ類を多くとるとよいでしょう。アルコールやジュース類は飲

みすぎると中性脂肪が上昇します。毎日30分くらいの軽い運動もコレステロールを

減らします。喫煙はHDLコレステロールを減らしてビタミンCを破壊します。コレス

テロールを多く含む食品のリストを示します（表）。 

 

図2 
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§.薬物治療について 

 食事療法でLDLコレステロール（LDL-Cと略します）が低下しない場合には「スタチ

ン」系の薬が第一選択です。これはコレステロールの合成に必要な酵素の働きを阻害

することによって「コレステロールの合成を抑える」ものです。1日１錠の服用で比

較的容易にLDL-Cを下げることが可能です。重症であるときにはストロングスタチン

といわれるものを用います。副作用としては肝障害や骨格筋障害が知られています。

筋肉痛が出現したら中止して受診するほうがよいでしょう。横紋筋融解症や筋炎も指

摘されていますがきわめて稀です。これ以外にも小腸からのコレステロールの「吸収

を抑制する」作用のある薬などもあります。さらにはLDL-Cを肝臓で代謝にて胆汁酸

として「排泄するのを促進する」薬もあります。 

高トリグリセライド血症（高TG血症と略します）には「フィブラート」系の薬剤が

使用されます。またフィブラートにはHDL-コレステロール（HDL-C）を増加させる作

用もあります。副作用としてはやはり肝障害や骨格筋障害が知られています。魚油に

含まれているEPAという物質も中性脂肪を下げる働きがあり薬としても広く使用され

ています。またこれを沢山食事として取ると心筋梗塞での死亡が低いといわれていま

す。 

 

§.ついでに脂肪酸について 

最近ニュースでも出ていましたが、アメリカの食品医薬局（FDA）がトランス脂肪

酸の食品への添加を2018年までに全廃すると発表しています。トランス脂肪酸は多く

摂取すると肥満を発症させやすく、動脈硬化などを引き起こし心筋梗塞や狭心症のリ

スクも増加させるとの研究がなされています。 

脂肪酸は飽和脂肪酸と不飽和脂肪酸に分けられます。不飽和脂肪酸は化学構造中に

2重結合部を持つもので、一般には飽和型の脂肪酸より不飽和型のほうが体によいと

されています。魚油やゴマ、オリーブ油など植物油に多く含まれているものです。し

かし不飽和脂肪酸にもトランス型とシス型の2種類があり、トランス型は天然の植物
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油などには殆ど存在せず、人工的に部分硬化油を製造する過程で発生するもので

す。不飽和脂肪酸の酸化しやすいことを防ぎ、保存もきくため広く使用されてきま

した。これらはマーガリンやショートニングに多く含まれ、フライドポテト、パ

ン、ケーキ、ドーナッツ、クッキー、生クリームなどを作るためにも使用されてい

ます。アメリカだけではなく欧州でもトランス型の脂肪酸の使用を制限している国

が多くなってきています。日本ではまだ摂取量が極めて少量とのことで相対的に健

康への影響はないとする説もありますが、徐々にトランス脂肪酸を低減する方向に

向かうと思われます。 

 

町民医学講座 その78 

 消化器外科と一般外科 
             外科医師 西野 達生 

 美幌町の皆様、こんにちは。4月より国保病院に赴任致し

ました外科医の西野達生です。 

外科と言いますと皆様も耳になさる事が多い診療科だと思い

ますが、私が専門としておりますのは消化器・一般外科とい

う領域になります。 

 

 では外科というのはどういう診療科なのでしょうか。そも

そも外科とは手術という手法を用いて治療を行う診療科であ

り、歴史的には、薬を中心とした治療を行う内科学に対する

外科学という位置づけでした。ですから大昔は麻酔から全身・四肢（手足）に至る

あらゆる手術治療を扱う分野でした。しかしながら医療が高度化するにつれ、対象

とする身体部位に応じて専門化されて現在に至っております。専門化された中で

も、一般外科というのは他の科が分かれる元となった領域であり、もともとは広い

領域を取り扱っていたものですから、後で書きますように、比較的、総合的に色々

な分野を取り扱うという特徴があります。 

 

私の専門の一つである消化器外科というのは、主に胃・小腸・大腸・肛門などを

扱う分野です。他に、肝臓・膵臓なども消化器外科の分野に含まれますが、胃腸管

（消化管）を扱う分野と肝胆膵（外分泌臓器）を扱う分野は歴史的にある程度独立

しており、厳密に言えば私の専門は消化管外科ということになります。しかしなが

ら、胆石症などのありふれた疾患は消化管を扱う外科でも日常的に対象としており

ます。分かりやすく言えば、胃癌、大腸癌、腸閉塞症、虫垂炎、胆石症、腹膜炎、

痔核、痔瘻などが消化器外科で取り扱う主な疾患です。消化管のなかでも食道は少

し特殊です。こちらは胸部外科から発展した領域で、耳鼻咽喉科や頭頸部外科など

とも関わっておりますので、少々専門性が異なり独立した分野になります。 

 

また一般外科の領域は対象となる疾患が多岐に渡ります。乳癌や乳腺症、乳腺炎

などの乳腺疾患は一般外科の領域です（最近は、乳腺外科として独立しつつありま

すが）。腹壁の疾患、例えば鼠径ヘルニア（いわゆる脱腸）や臍部膿瘍なども一般

外科の領域です。骨折や、筋肉・腱・靱帯などの損傷を伴う外傷は整形外科の領域

となりますが、それ以外の一般的な外傷も一般外科の領域となります。骨折でも肋

骨の場合は、肺損傷を伴う可能性もあって、一般外科が治療します。その他には、

皮膚科とオーバーラップする部分もありますが、毛のう炎や癤（せつ、おでき）、

粉瘤腫などの皮下膿瘍や、脂肪腫、線維腫などの皮下腫瘍も一般外科の対象疾患で
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す。また熱傷や、虫刺され、蛇咬傷、褥瘡（床ずれ）などの外因による障害も、一

般外科の守備範囲となります。 

  

 その他、病院の診療体制に応じて、ある時は脳外科、またある時は整形外科、皮

膚科などなど、他の外科的治療を行う科の代理を行うこともあるのが一般外科の特

徴です。とは言え、あくまで代理ですので診断はさておいて、治療は応急処置の範

囲に留まる事もございます。 

 更に手術前後の全身管理も行う必要がありますので、高血圧症、糖尿病、心疾

患、腎疾患などの基礎疾患のコントロールもある程度は外科で行います。もちろ

ん、外科だけでコントロールが困難な場合は、専門の内科に治療して頂く事になり

ます。要するに、一般外科というのは「何でも屋」という感じの科とも言えます。 

 

さて、上にも書きましたように、外科と言えば手術という手法を用いて治療を行

う診療科なのですが、そもそも手術は体力の負担を伴ったり、痛みを伴ったり、あ

る種の臓器機能を失ったり等の、様々なデメリットがある治療方法です。ですから

基本的には、まず手術以外の方法で治療法があれば出来るだけそれを優先します。

それでも尚、手術をお勧めするのは、１）それ以外に方法がない場合、２）他の治

療と比べて手術を行った方がより良い治療結果が予想される場合、に限られます。

また手術を受けることによって生じうるデメリットを患者さんやご家族に十分に説

明した上で、２）の場合であれば手術以外の治療法と比較した治療結果についても

説明し、あくまで患者さん・ご家族のご同意の元に行うことになります。 

 

私が研修医の頃、先輩の先生から「手術というのは、あくまで非常手段だ」と教

わりました。外科と言えば、とにかく手術というイメージもあるかも知れません

が、外科はむやみに手術を勧める科ではありません。本当に手術が必要であるかを

見極めた上で、患者さん・ご家族とともにより良い治療法を考えていくのが外科医

の姿だと私は考えています。 

 

また、疾患によっては放置すると次第に悪化して大変なことになるものもありま

す。早い内であれば手術以外の治療法も選択できるかも知れませんし、手術になっ

ても小さな手術で済むかも知れません。「早期発見・早期治療」という言葉もよく

ご存じかと思います。もちろん気になる症状がございましたら、早めに受診して頂

く事が一番だと思いますが、特に症状がなくても定期的な健康診断を受けて、大事

に至る前に病気を発見する事をお勧めします。 

 

町民医学講座 その79 

 泌尿器科とは？ 何を診てくれるの？ 

                           泌尿器科医師  野崎 哲夫 

 2015年1月から、当院で新しく開設された「泌尿器科」。泌

尿器科とはどのような病気を扱うのかわからないという方も多

いかもしれません。体内を巡った血液をろ過し、尿をつくる

「腎臓」、つくられた尿を膀胱へ送る「尿管」、尿を蓄えてお

く「膀胱」、膀胱にたまった尿を外に出す「尿道」などを総称

して「泌尿器」と呼びます。泌尿器科では排尿に関する臓器の

ほか、副腎や陰嚢、外陰までの広い範囲を扱っています。排尿
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に関係した症状などで日常生活に支障がある方は、泌尿器科を受診しましょう。 

【 排尿に関連した症状 】 

・ 過活動膀胱 

 過活動膀胱は「トイレが近い」、「急に我慢できないような尿意が起こる」、「ト

イレに行くまで、我慢ができず尿が漏れてしまう」などの症状を示す病気です。最近

の調査で、実際の患者さんの数は、800万人以上もの方がこの病気で悩んでいらっしゃ

ることがわかりました。 

 

 

・ 腹圧性尿失禁 

 腹圧性尿失禁は、骨盤底筋が弱くなることによって、尿道をうまく締められなくな

り、咳をする、くしゃみをする、笑う、走る、ゴルフなどのスポーツをするなど、お

なかに力が入ったときに尿漏れを起こす病気です。  

 

 初診で行う検査は、排尿に関係した問診、腹部エコー検査、尿検査など比較的簡単

な検査です。過活動膀胱や腹圧性尿失禁は、主に薬による治療や行動療法で大部分の

方に症状の改善が期待できます。 

 

・ 膀胱炎 

 膀胱炎の主な症状は、「何度もトイレに行きたくなる」、「排尿後に痛みがあ

る」、「尿が白く濁ったり、血が混じることがある」などです。膀胱炎が悪化する
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と、腎盂腎炎が起こる場合があります。 

 

・ 前立腺肥大症 

 前立腺肥大の症状は、「排尿後まだ尿が残っている感じがする」、「尿の勢いが

弱い」、「おなかに力を入れないと尿が出ない」、「夜中に何度もトイレに起き

る」、などがあります。  

 

 前立腺肥大症に悩む人の数は、日本の55歳以上の男性の5人に1人と言われていま

す。上記のような症状に、心当たりがある方は前立腺肥大症の可能性があります。 

 治療は、それほど重症でなければ、まず薬物療法を行って、それでも症状の改善

が得られない場合は内視鏡手術を行います。おなかを切除せず、尿道から内視鏡を

挿入し肥大した前立腺を切除する方法です。 

【 尿路結石 】 

 一般に尿路結石といっても、場所や大きさによって対応方法が違います。 

尿管結石はとても激しい背中や脇腹の痛みがでます。疼痛コントロールに苦慮する

ことも多く、発熱を伴う場合には重篤な感染症を引き起こす事があり､早急な対応が

必要です。 

 尿管結石で手術が必要な場合、当科では最新のレーザーを使った細径軟性尿管鏡

による砕石（f-TUL）を行なっています。大きい膀胱結石や腎結石に対しても、経尿

道的あるいは経皮的な結石砕石術など、体に優しい手術治療を行っております。 

【 泌尿器科のがんとは？ 】 

・ 前立腺がん 

 最近、この病名を耳にされる機会も多いのではないでしょうか。公式に前立腺が

んを公表された各界の著名人も多数いらっしゃいます。男性では胃、肺、大腸がん

に次いで4番目に多く、今後、高齢化や生活環境の欧米化とともに、さらに増えるで

あろうと予想されています。前立腺がんは初期には症状がほとんどないので、早期

発見のためには検診、またはかかりつけ医で血液検査（PSA検査）を行うことが非常

に大切です。PSA採血で、異常値が認められた場合は、確定診断として前立腺生検

（局所麻酔で10分程度；原則１泊入院）を行っています。不安がらずに早めに医療

機関を受診しましょう。 
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・ 膀胱がん 

 もっとも多くみられる症状は肉眼的血尿です。しかし、上皮内がんの場合は頻尿・

排尿痛・残尿感といった膀胱炎と同様の症状を示すことがあり、専門的な鑑別診断が

必要です。外来で行う検査には、カラードップラー法を用いたエコー検査や、新しく

導入された軟性膀胱尿道ファイバースコープシステムを用い、患者様に苦痛の少ない

検査を行っております。表在性がんの場合は経尿道的膀胱腫瘍切除術を行いますが、

浸潤性膀胱がんの場合は膀胱を摘出する必要が生じます。 

・ 腎がん 

 腎がんの治療は、手術による外科的切除を中心に進めるのが基本です。手術では腎

臓を全部摘出する方法と、がんの大きさや場所により、がんの部分だけ切除し正常な

腎臓を温存する腎部分切除を検討します。手術は従来の開腹手術と腹腔鏡手術のいず

れでも対応できます。 

【 腹腔鏡手術 】 

 腹腔鏡手術は開腹手術と比べて、傷が小さく、術後の回復が早いなどのメリットが

あります。当科では学会で認定された腹腔鏡技術認定医が、責任を持って治療を行っ

ています。 

 当科で腹腔鏡手術が適応となる手術として、 

• 腎臓がん：根治的腎摘除術、腎部分切除術 

• 腎盂がん、尿管がん：腎尿管全摘除術 

• 副腎腫瘍：副腎摘除術 

• 腎盂尿管移行部通過障害：腎盂形成術 

• 尿膜管疾患   

などがあります。詳しくは外来担当医師へご相談ください。 

 その他、尿道炎、ED（勃起障害）治療薬、包茎手術等も行っており、泌尿器科に関

するお悩み事はどうぞお気軽にお尋ねください。 

 当科は西村泰司日本医科大学名誉教授と野崎の２人体制で外来・手術・入院診療を

行っております。患者さまの身体に負担の少ない治療を心がけ、ていねいな説明を第

一とし、最新の医療をもってご満足頂けることを目標に、今後も診療内容の充実に努

めて参ります。 

 

町民医学講座 その80 

  血管脈波測定 

                  臨床検査科技師  髙橋 大造 

 人は年齢を重ねるごとに血管は硬くなり老化していきます。こ

の老化現象は動脈硬化と言われ、血管壁が弾力性を失い、血管

内腔が狭くなって詰まったり、また破れやすくなって様々な疾

患を引き起こします。この全身の動脈硬化の程度を正確に計測

できれば、患者様の病状を正しく評価でき、心筋梗塞や脳梗塞

の予見・予防につながることになります。当院検査科で実施し

ている動脈硬化の検査法に、血圧脈派測定という検査がありま
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すので、今回ご紹介いたします。 

血圧脈波測定検査では、閉塞性動脈硬化症の診断で用いられるABI（足関節上腕

血圧比）と動脈壁硬化を表すPWV（脈波伝播速度）やCAVI(心臓足首血管指数)の測

定が可能です。ABIとは下肢血圧/上肢血圧で、0.90 以下の場合には，下肢の動脈

になんらかの狭窄または閉塞性病変が疑われ，値が小さければ小さいほど病変が高

度と考えられます。またPWVは動脈の脈動が末梢へ伝播する速度で、動脈壁の硬さ

や厚さに比例すると言われています。CAVIも動脈全体の弾性を表す指標で、PWVか

ら血圧による値の変動を除いたものです。 

検査はマンシェットを四肢に巻き、心電図クリップと心音マイクを付け、五分程

度横になっていただくだけです。高血圧、糖尿病、脂質異常症、慢性腎臓病などの

ほか、メタボリック症候群、睡眠時無呼吸症候群と診断された方、また足がしびれ

る・冷えるといった方やタバコを多く吸われる方は主治医に相談されてみてはいか

がでしょうか。また人間ドックのオプションとしても実施しております。 

あなたの血管の硬さは何歳に相当しま

すか? 

動脈の詰まりはありますか? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町民医学講座 その81 

 地方公営企業会計の改正について 

           総務担当主査  島 直史 

 今回、総務担当に紙面の割り当てを頂きましたので、昭和

4１年以来の全面的な変更がなされた地方公営企業会計制度

と当病院の状況について少しご説明させて頂きます。 

 そもそも地方公営企業会計とは何？、という方もいらっ

しゃると思いますので説明します。 

 国や自治体の会計は、単式簿記・現金主義という会計方式
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をとっています。これは現金という経済価値の増加である歳入（収入）と、減少で

ある歳出（支出）だけを記帳してするものです。行政活動では、法令等に基づいて

徴収した税金を予算により配分することにより住民福祉の向上を計るという性格を

持っており、客観的で確実に確認でき、現金収支を厳密に管理できるこの会計方式

が有効だったためであり、行政サービスを提供する為の資金が不足しないよう計画

的に管理できるものでした。 

 ところが、この単式簿記では、翌年度以降に収入・支出となるものや減価償却の

ような現金の収入が伴わない収益・費用が反映できないため、現金という経済価値

のみしか見えず、財産を含めどれだけ収益があったのか、損したのかがわからない

ということになります。 

 このため、ほとんどの民間企業では、複式簿記といわれる会計方式を採用してい

ます。 

 この複式簿記・発生主義会計では、一つの取引によって生ずる価値の増加と価値

の減少との両面を記帳するため、物品を購入した時は物品の増加と現金の減少が記

帳されることとなり、経営状態や資産状況が明らかになるという面があります。 

 公営企業とは官公庁に属するものの、全ての住民が同量の財貨又はサービスを受

けるものではなく、かつその事業の効果も個々人に帰属するものであり、その財貨

及びサービスの提供を受ける個々人が費用を負担することが公平となる事業に対し

て、一般会計とは別の特別会計を設け、原則としてその経営に伴う収入をもってそ

の経費を賄う独立採算制をとるものとなります（特別会計の全てが公営企業ではあ

りません）。 

そのような公営企業の中でも、地方公営企業法が適用される事業には複式簿記・

発生主義を利用した地方公営企業会計が使われています。美幌町では、水道事業と

病院事業が該当します。 

つまり、公営企業ではあるがより民間企業のように採算性をもって経営する為の

会計制度が地方公営企業会計ということです。ですが、この地方公営企業会計は、

今まで通常の企業とは違う部分がありました。 

そこで今回の改正は、地方公営企業会計についても民間の企業会計基準との整合

性を図ることが目的となっています。 

主な改正点は①借入資本金の負債計上、②補助金等により取得した固定資産の償

却制度等、③退職給付引当金等の計上、④繰延資産、⑤棚卸資産の価額、⑥減損会

計の導入、⑦リース会計の導入、⑧セグメント情報の開示、⑨キャッシュフロー計

算書の導入 の9点です。 

なかでも、①、②、⑦は昨年までの会計制度での決算と決算書の見え方を大きく

変えるものとなっています。 

①は、起債（公的な借入）を資本（借入資本金）に計上していましたが、制度改

正により負債（建設改良企業債等）に計上することになり、非常に経営が悪く見え

るようになります。 

②は、取得した固定資産について、補助金・負担金で充当した部分を除いて減価

償却することができたみなし償却制度の廃止です。このことで、帳簿上では減価償

却費が増えることになりますが、補助金・負担金で取得した部分を長期前受金とし

て計上し、減価償却見合い分を順次収益化することで収益と損失の差額を埋めるこ

ととなります。 

⑦は、リース後に取得していた物件を固定資産計上するもので今後支払うリース
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料のうち利息相当分を除いた金額をリース債務として負債計上することとなりま

す。 

ということで、当病院の平成26年度の決算では負債が増加し厳しい経営状況とな

りましたが、より一層の収益確保、経費の削減を行い、健全な病院経営に努めてま

いりますので町民のみなさんのご理解とご協力をお願いいたします。 

 

新人自己紹介 

        

        看護グループ 神谷 圭香 

 5月から3階病棟で勤務しています神谷圭香です。 

 とても活気のある職場で、新鮮な気持ちで働かせて頂いていま

す。3年のブランクがあったため、知識や技術の更新が必要である

ことに加え、地域病院の役割について学ばなければならないと感

じています。 

 まだまだ皆さんに助けて頂いている毎日ですが、スタッフの一

員としてしっかり責任を果たせるよう努力していきたいと思いま

す。どうぞ宜しくお願いします。 

 

 看護グループ 田中さゆり 

 今年7月より内科外来で勤務させていただいております田中さ

ゆりです。4月に札幌より越してまいりました。 

 クリニック経験が長く、病院での経験が少ないため初めての事

も多く、至らず皆さんにご迷惑おかけすることも多くあることと

思いますが、一日も早く仕事を覚え頑張っていきたいと思います

ので、今後とも宜しくお願いいたします。  
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 看護グループ 永田清春 

 5月より人工透析科に配属となり働いています永田清春です。 

 初めて人工透析に携わり、毎日が勉強になる日々です。温かく

厳しい先輩たちに見守られ、ご指導頂きながら、いち早く成長し

たい一心で努力しています。患者様に安心して頂ける看護を提供

できる、そんな看護師を目指して頑張っていきたいと思いますの

でどうぞよろしくお願いします。  

         

 理学療法士 岸田 千佳 

 ７月よりリハビリテーション科で理学療法士として勤務してお

ります岸田と申します。 

 以前は札幌市の病院に勤務し、整形外科や内科、外科の患者様

を中心にリハビリを行っておりました。不慣れで至らないことも

多く、皆様にご迷惑をおかけすることもあるかと思いますが、１

日でも早く仕事を覚えて頑張りたいと思っておりますのでよろし

くお願い致します。 

 

 総務主幹 遠國 求 

 7月1日に総務主幹として着任しました遠國（とおくに）と申

します。 

 昭和62年に美幌町役場に就職して以来、通算12箇所目の職場

となりますが、病院勤務は初めての経験です。着任してからは

「本町には無くてはならない、町民の皆さんが安心して来てい

ただける病院」である事を改めて実感しました。これからもよ

り良い病院を目指し、スタッフの一員として頑張りたいと考え

ておりますので、宜しくお願いいたします。 

 

  総務担当主査 島 直史 

 5月の人事異動により、国保病院の総務担当に2度目の配属に

なりました島です。 

 平成17年4月から平成21年3月まで勤務しておりましたが、こ

の度6年ぶりに戻ってくることとなりました。 

 以前と同じ所もあれば変わっていることもあり、戸惑うこと

も多く、いろいろとご迷惑をお掛けすることもあるかと思いま

すが、少しでも皆さんのお役に立てればと思いますので、どう 

         ぞよろしくお願いいたします。 

 

  

 



１５ 

 総務担当 金子祐希 

 7月1日より総務担当として勤務している金子祐希と申します。 

 私は高校を卒業し、役場に勤めて4年目に突入して初めての人事

異動となりました。病院では聞いた事のない言葉がでてきたり、今

まで見た事のないものがあったり、すごく新鮮で毎日が勉強の日々

です。慣れない点が多く、至らない事が多いかと思いますが、少し

でも早く医師や看護師の方々が仕事のしやすい環境を作ることが 

出来る仕事をしたいと考えています。ご迷惑をお掛けする事がある

かと思いますが宜しくお願いします。 

 

北海道の自然 第18回 

 賢い粘菌 

                          循環器内科  松井 寛輔 

皆さんは「粘菌」という生物をご存じでしょうか。「粘菌」は別名「変形菌」とも呼ばれています。

数年前、この生物に関する研究で、ある日本人がイグ・ノーベル賞を受賞したことから、あまり知

られていなかった「粘菌」に注目が集まりました。これは、「人々を笑わせ、そして考えさせてくれ

る研究」に与えられるというジョークのような賞ですが、当の研究者たちはいたって真面目で

す。しかも、学問的にはジョークどころか極めてハイレベルです。「粘菌ってなに?」と思われる

人が多いでしょうが、意外と私たちの身の回りにある湿気の多い場所で人知れず生きていま

す。特に阿寒の森にはたくさんの種類の粘菌がいます。数十万年しかない人類の歴史に比

べ、粘菌は数千万年、数億年もの長きに渡り生存し続けており、地球の環境へ適応する能力

は人間よりはるかに高いといえます。それでは今回はこの粘菌のお話をしましょう。 

 この生物の日本名は、例えば「ムラサキホコリカビ」（図１）と言うよう

に、「○○ホコリカビ」と呼ばれていました。名前からカビの一種と考えら

れがちですが、そうではありません。植物と動物のどちらの特徴をも

持っている全く類似するもののない生物なのです。ですから、最近では

「カビ」の文字を消去して「○○ホコリ」と呼ぶようになりました。粘菌とい

えば、日本でこの分野の開拓者とされる「南方熊楠（みなかた くまぐ

す）」という市井（しせい）の学者が有名ですが、なんとこの学者から粘

菌を学んだ昭和天皇もこの菌の研究をされたことがあり、いくつかの新

種を発見されておられます。                                                     

 粘菌とはどんな生き物なのかご説明いたしま

す。まず、粘菌は「真正粘菌」と「細胞性粘菌」

に分類されます。この2つには同じ「粘菌」の名前がついていますが全

く別物です。「真正粘菌」はアメーバのような単細胞の生物です。遺伝

子的に同一の粘菌同士が接すると一緒になって一つの細胞になりま

す。細胞核は分裂して数が増え数億個にもなりますが、細胞質は分裂

せずに大きくなっていきます。このため単細胞なのに大きさがなんと1

メートルを越えるものもあり、これまでで一番大きかった粘菌は5平方

メートルの巨大なものだったようです。真正粘菌は水分や栄養の多い

場所ではアメーバのような形態（図２）をとりますが、乾燥した環境に曝

されたり強い光が当たったりすると、動きを止めキノコのように子実体を

形成します（図３）。 

図１ ムラサキホコリ 

図２ 変形菌 
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そして胞子が風に吹かれて飛んで行き、水

に浸かると再びアメーバになります（図４）。 

この胞子が「埃（ほこり）」のように空中に舞う

ため「○○ホコリ」という名前になりました。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 一方、「細胞性粘菌」は栄養の多い環境で

は小さな単細胞ですが、栄養環境が悪化す

ると無数のアメーバ状の細胞が集合し、ナメク

ジのような形となり移動を開始します。本来は

別々の細胞なのに、まるで一つの多細胞生

物のように行動するのです。そして真正粘菌

のように子実体を形成します(図５)。この時、

一部の細胞は茎を し死んでいきますが、

残りの大半の細胞は子実体となり子孫を残し

ます。すなわち、単細胞生物であっても集団

化すると、種の保存のために一部の細胞は自

己犠牲を払っており、多細胞生物と同じように

振る舞うのです。 

 

それでは、イグ・ノーベル賞を受賞した研究をご紹介しましょう。図６のような迷路を造り、そこ

に真正粘菌を入れると、すべての迷路に粘菌は足を伸ばし、道を埋め尽くします（図６左）。次

に、入り口と出口の２か所に餌を置くと、二つを繋ぐ経路（図６中央）は４つあるのに、最短の

ルートを残してすべて消えました（図６右）。 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 図５ 細胞性粘菌のライフサイク

図６ 迷路を解く粘菌 

図４ 真正粘菌のライフサイクル       図３ コカタホコリの子実体 
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粘菌は、「単細胞だけれども、迷路の抜け道を解く能力のある賢い生物だ」という、この研究

成果が評価され受賞に至りました。もちろん粘菌に迷路を解こうとする意志はありません。これ

は、この生物が「食料を見つけると手放さない」こと、しかもこの単細胞生物は「常にひとつの個

体として最短の距離で繋がっていたい」という特性があるため、その結果としてこのように迷路

の道筋を解くことができたわけです。この単純な特性で複雑な迷路問題を解くことができたとこ

ろにこの研究の面白さがあります。 

次は、粘菌の記憶力に関する実験をご紹介します。粘菌アメーバは１時間に約1cm足を延

ばします。ところが、この菌は寒さに弱く扇風機で風を当てると進むのが遅くなります。そこで、

１時間に１０分だけ周期的に扇風機を回すと、それに呼応して動きが遅くなります。これを数回

繰り返した後に、予定の時間になっても扇風機を回さないでいると、風が吹いていないのにも

かかわらず足の進みが遅くなったのです。すなわち、「粘菌は神経細胞がなくても記憶すること

ができる」という事実が判明しました。実は、生物の進化の歴史を振り返ると、「神経系」が誕生

したのは随分と後のことで、それまでは「神経系」なしに記憶や情報判断がなされてきたので

す。ですから、単細胞の粘菌と言って馬鹿にすることなかれ、彼らにも記憶する能力は備わっ

ているのです。 

さて、私は目の前にお菓子があると、後に残そうともせず、つい一袋全部食べてしまいます。

ところが、こんな私と違って粘菌はもっと計画的です。粘菌は細菌などを食べて生きています

が、親の粘菌はこの細菌を食べつくすことなく、細菌の入った「弁当箱」を子供の胞子に持た

せます。風で胞子が飛んで行った先に、たとえ食べ物がなくても、子どもの粘菌アメーバは持

参した「弁当箱」の細菌を食べて生きていくことができるのです。親が子を思う気持ちがこのよう

な単細胞生物にもみられるなんて、なんと素晴らしいことでしょう。いろいろ粘菌の特性を知る

と、見た目の気持ち悪さとは裏腹に、とても知的な宇宙からの飛来者のように思えてきます。 

阿寒の森には多くの倒木があり、これらは自然の力で分解されます。キノコや細菌、カビなど

がその働きをするわけですが、粘菌はそのキノコや細菌を食べて大きくなります。一方で、昆虫

や哺乳類の中にはこの粘菌を食べて生きているものもいます。どうやら粘菌は、森の自然サイ

クルの大切な歯車の一つとして働いているようです。粘菌を観察する時、小さな子実体には虫

眼鏡が必要ですが、大きな変形菌だと黄色などの目立つ色も多く肉眼で見つかります。森の

中に入る機会があったら、是非、この不思議な生き物「粘菌」を探してみてください。無気味な

粘っこい生き物がいたら、それは「粘菌」かもしれません。 

 

写真：阿寒ネイチャーセンターのブログ「阿寒にくればいいべさ。」より。 

参考文献： ① 「森のふしぎな生きもの 変形菌ずかん」川上新一、平凡社、２０１３ 

 ②「粘菌 偉大なる単細胞が人類を救う」中垣俊之、文芸春秋、２０１４ 

 ③「粘菌 その驚くべき知性」中垣俊之、PHP研究所、２０１０ 
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 受付時間 午前 8:45～11:00  

午後13:00～16:00 
 TEL 

  0152-73-4111 

                                               

 診療科 時間 月 火 水 木 金 

 
総合診療科 

午前 酒井英二 杉浦有重 酒井英二 杉浦有重 酒井英二 

 午後 杉浦有重 酒井英二 杉浦有重 酒井英二 杉浦有重 

 
内科 

午前 高正光春 西村光太郎 高正光春 西村光太郎 高正光春 

 午後 西村光太郎 高正光春 西村光太郎 高正光春 西村光太郎 

 禁 煙 外 来 
 担当医：西村光太郎  

  西村光太郎医師の診療時間に受診してください。 

 
循環器内科 

午前   松井寛輔   松井寛輔   

 午後 松井寛輔   松井寛輔   松井寛輔 

 

外科 
午前 西野達生 西野達生 西野達生 西野達生 西野達生 

 午後 
午 後 は 手 術 等 の た め 休 診 と な り ま す 。 

（ 急 患 の 方 の 診 療 は お 問 合 せ 願 い ま す 。 ） 

 

小児科 
午前 

古賀正啓 古賀正啓 
古賀正啓 

古賀正啓 古賀正啓 
 午後 

15:00～ 

診察 

 

整形外科 

午前 
又吉章政 

又吉章政 又吉章政 又吉章政 又吉章政 
 

第１・第３・

第５ 

 午後 
午 後 は 手 術 等 の た め 休 診 と な り ま す 。 

（ 急 患 の 方 は お 問 合 せ 願 い ま す ） 

   

 

泌尿器科 

午前 西村泰司 野崎哲夫 西村泰司 野崎哲夫 西村泰司 

 午後 野崎哲夫 西村泰司 野崎哲夫 西村泰司 野崎哲夫 

 
 金曜日の午前・午後は、手術により休診になることがありますので 

事前に電話にてお問合せください。 

 

腎臓内科 

午前   野崎哲夫   野崎哲夫   

 午後 野崎哲夫   野崎哲夫   野崎哲夫 

 
  金曜日の午後は、手術により休診になることがありますので 

 事前に電話にてお問合せください。 

 

脳神経外科 

午前 宮澤隆仁       

第２・第４ 
        

 午後 

 
 第２・第４月曜日が祝日の場合や、飛行機が欠航となった場合は 

 翌週の月曜日が診療日となります。 

 
眼科 

午前 
旭川医大出張医 

旭川医大 

出張医 予約検査 予約検査 

 午後 予約検査 

第１・第3・第5月曜日が脳神経外科の診療と重なった場合、整形外科は休診となります 

（急患の方の診療はお問い合わせください） 


