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町民医学講座 その82 

  低体温症について   

                 総合診療科医師   酒井 英二  

 美幌町民の皆様、こんにちは。今年5月に国保病院に赴任

しました酒井英二です。前任地は沖縄県の宮古島という離

島で、8年間、一般内科や循環器疾患を診ていました。しか

し元々は北海道出身で、大学の医局に所属していた時は心

臓血管外科をやっていました。現在は、5月に当院を退職さ

れた雨宮先生が診ておられた総合診療科を引き継いで診療

しておりますが、「一領域にとどまらない幅広く豊富な医

療知識と正確な身体所見をとる技術が必要」とされ、「複数の疾患を有し、特定の専

門診療科のみでは対応困難なときに必要な科」、と言われるこの診療科では戸惑いも

多く、まだまだ自信はありませんが、一生懸命頑張りたいと思っていますので宜しく

お願いいたします。 

 

さて今回、町民の方よりお電話にて、「低体温症」について町民医学講座で取り上

げて欲しいとの御要望を承りました。熱中症については夏の間、ニュースやテレビ番

組でも多く扱われ、私自身も宮古島で多くの患者さんを診療した経験はありますが、

低体温症については経験も少なく、救急医学会等でも全国調査されたのは比較的最近

になってからのようです。一般に低体温症と言えば、冬山での遭難や水難事故などを

思い浮かべがちですが、この学会の調査では圧倒的に高齢者に多く、屋内発症が屋外

よりも多いなど、熱中症の傾向と類似することが明らかになったようです。 

しばらくぶりの北海道の冬を前に、この機会に私も低体温症について勉強させてい

ただき、皆さんにお伝えことにしました。 

 

【低体温症とは】 

まず低体温症の定義ですが、深部体温（直腸温や膀胱温、食道温など）が35℃以下

に低下した状態をさし、低体温麻酔のように意図的に低体温にした状態と区別するた

めに、偶発性低体温症とも呼びます。 

 

【原因・誘因】 

原因としては，①寒冷環境、②熱喪失状態、③熱産生低下、④体温調節能低下など

があり，これらが単独あるいは複合して発症します。 

具体的な状況としては、①遭難型（山岳事故や水難事故）と②都市型（寒冷から避

難不可能な状況：意識障害をきたす疾患、衰弱、浮浪生活者など）に分けられます。 

低体温症の誘因としては、①体温を失いやすい高齢者、乳幼児など、②熱産生の低

下（低栄養、下垂体・甲状腺・副腎などの機能低下）、③体温調節機能の低下（アル

コールや薬物中毒、脳血管障害、自律神経障害、高齢者など）が挙げられます。 

 

【症状・重症度】 

重症度はその体温により表1のように軽度、中等度、重度に大別され、筋肉代謝系

においては軽度で骨格筋は戦慄（ガタガタと体が震える）し、中等度で戦慄消失、重

度では硬直（筋肉が収縮し固まった状態）が起こります。神経系では感情鈍麻から昏

睡状態へ、呼吸器系では頻呼吸（呼吸数の増加）から徐呼吸（呼吸数の低下）・呼吸

停止へ、循環器系では頻脈（心拍数の増加）から徐脈（心拍数の低下）・心停止へと

抑制的に働きます。 
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         表1 低体温が及ぼす生理学的変化 

 

【治療】 

治療としては基本的に保温や加温を行います。 

健常人に生じた急性の軽度低体温においては、暖かい環境の中で、単純に頭部を

含め被い包む受動的な加温を行い、意識清明で飲水が可能な状態であれば、熱産生

を期待して糖分が含まれた温かい飲み物を摂取させることが勧められます。   

中等度以上の低体温では、中心部の加温を考慮せずに体表面のみを温めると、末

梢血管内の冷たい血液が中枢側に流れ込み、深部体温を更に低下させる結果になり

ますので、40～42℃に加温した生理食塩水などの輸液を行います。また40～45℃に

加温した酸素を加湿器を通して吸入させることも深部体温の上昇が期待できます。 

重度低体温では、温水によって腹腔内を直接加温する腹膜還流や、血液透析や人

工心肺などを利用して急速に血液を加温することが必要な場合もあります。 

これら体温管理以外にも、重症度によっては循環器系、呼吸器系、消化器系など

様々な臓器に対する管理や感染予防なども重要になります。 

 

【もしも・・・】 

もし、皆さんの身近で低体温症が疑われる方に遭遇した場合、まずは救急要請を

してください。低体温症ではわずかな刺激でも急変する場合があります。マッサー

ジや体をさするような行為は危険な場合がありますので、丁寧に優しく扱う必要が

あります。寒い環境から退避させ、衣服が濡れている時は乾燥したものに着替えさ

せてください。そして顔以外の頭から体全体を毛布などで覆ってください。ここで

体表面を急激に温めるのは危険です。嚥下が可能な場合は、アルコールやカフェイ

ン以外の糖分を含む温かい飲み物をゆっくりと飲ませてください。 

 

  区分 深部体温（℃）                   症  状 

  36 基礎代謝率の増大 

軽度 

35 戦慄による熱産生が最大 

34 健忘、構音障害 

33 運動失調 

中等度 

32 混迷、酸素消費量25％減少 

31 戦慄による熱産生が消失 

30 
心房細動、不整脈出現、心拍量１／３減少、筋硬

直出現 

29 瞳孔散大 

28 心室細動発生の危険性 

重度 

27 筋硬直が消失 

26 反射、痛覚が消失 

25 脳血流が２／３減少 

24 著しい低血圧 

23 角膜反射消失 

22 心室細動発生の危険性最大 
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【予防】 

最初に述べたように低体温症は熱中症と同様に環境要因、身体要因、そして社会

的要因が複雑に関連して発症することが特徴で、高齢者に多くみられますが、ほと

んどの場合は予防可能と言われています。高齢者の方は以下のことに注意してくだ

さい。 

  

 ①温かい環境を維持しましょう。 

室温は20℃以上に設定すべきで、特に寝室を暖かくしておくことが重要です。 

 ②衣類を重ね着しましょう。 

ウールや合成繊維で作られた衣類は、濡れても保温効果があるため、特に有用

です。頭部からも熱が多く奪われるので、帽子をかぶることも重要です。手や

足の指も保護する必要があります。 

 ③温かい食べ物や温かい飲み物をとるようにしましょう。 

  食物は熱産生のための燃料となり、温かい飲みものは体に直接熱を与え、また

脱水を防ぎます。 

 ④アルコール飲料は控えましょう。 

  アルコールは皮膚の血管を広げるので、一時的に体が温まったように感じます

が、実際にはより多くの熱を放散させます。 

 ⑤定期的に運動をしましょう。 

  運動することで、体の熱生産が増加します 

 

以上の事に注意して、町民の皆様には今年の冬も元気で過ごしていただきたいと

思いますが、真冬でも10℃を下回らない沖縄から帰って来て、初めての冬を迎える

私自身が一番気をつけなければならないのかもしれません。 

               

  

町民医学講座 その83 

  本当は恐ろしいアルコールの話      

                内科医師            西村 光太郎 

【はじめに】 

 町民の皆様、2015年4月から国保病院に勤務している内科

の西村光太郎と申します。四国の出身で、専門は内科・消

化器内科ですが、前任地で僻地医療に従事した経験から、

疾患の治療のみならず、患者さんの暮らしを支える医療を

心がけてきました。そんな中で、煙草、アルコールによる

健康問題にもしばしば直面し、患者さんの苦労を間近で見てきました。今回は「一

期一会」の貴重な紙面お借りして、私たちがこよなく愛しているお酒(アルコール)

の話をさせていただきます。 

 

日本人一人あたりのアルコール消費量はアメリカ、カナダ並みに多く、欧米人と

異なり、国民の半数が飲酒すると顔面が紅潮する、酒に弱い体質であることを加味

すると、日本人の飲酒量はきわめて多いと言えます。アルコールは我々の生活に潤

いをもたらす反面、様々なアルコール関連問題を引き起こします。いまだ多くのア
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ルコール依存症の方の治療がなされず、依存症に対する偏見も解消していないのが

現状です。飲酒運転による交通事故、鬱（うつ）病、自殺、身体疾患、家庭内暴力

や児童虐待、借金などの経済的困窮、職場の欠勤、休職、退職、また酩酊状態での

事故など様々な負の側面があることから我々は目を背けることはできません。2010

年のWHOでの総会決議で、アルコール依存症ばかりでなく、アルコールの飲み過ぎ

による多くの問題をアルコール関連問題としてとらえ、その予防対策を講じるべき

とされ、我が国の関連学会もこの方針のもと、対策に乗り出しております。 

 

【１.アルコールによる健康被害】 

日本人のアルコールによる死亡は年間約35000名で、これは交通事故死（交通事

故から24時間以内の死亡で統計的には年間7000名弱）の数倍です。死亡に至らなく

ても、本人にもたらされる様々な身体的、精神的な健康被害があり、社会的な影響

まで加味すると、更に大きな影響があります。有害なアルコール摂取者は全国に

200万人以上、そのうちアルコール依存症は80万人と推定されますが、アルコール

依存症の治療を受けている方は5万人に過ぎません。また、アルコールの乱用によ

る医療費、その他の社会的な費用の合計は概算で年間9兆円に及ぶとの研究があり

ます。 

 飲酒による疾患には様々なものがありますが、よく知られるものは、急性アル

コール中毒、急性肝炎、劇症肝炎、急性膵炎、肝硬変、肝ガン、大酒家突然死症候

群、各種の臓器のガン、糖尿病、感染症、外傷の危険の増大、高血圧、高脂血症、

脳梗塞、心筋梗塞、脳の萎縮、認知症、神経障害、精神障害などがあり、若年者で

は性機能の発達の障害、妊婦では胎児アルコール症候群が大きな問題になります。

大酒家突然死症候群は、中年男性の突然死の３分の１を占めます。アルコールのよ

る身体への影響は個人差もあり、同じような飲酒でも障害の現れ方は人により異な

ります。あの人が大丈夫と言って、自分が大丈夫とはかぎりません。飲めない体質

の方が無理して飲み過ぎると、有害物質の一つであるアセトアルデヒドが蓄積し、

悪影響が出やすくなります。一方、酒に強いからと言って、長期間大量飲酒をする

と、臓器の影響は強くなくても脳の萎縮が進行して、認知機能の著名な低下がみら

れるようになります。脳の中でもとりわけ、記憶を司る海馬や情動を司る前頭葉が

萎縮して、記憶障害、人格の変化が現れやすいと言われています。また、短時間で

の大量飲酒は、事故死、突然死、重症急性膵炎、劇症肝炎の危険があります。 

過度の飲酒の影響は、早期であれば断酒や節酒で改善する傾向があり、手遅れに

成らないうちに対処することが原則です。しかし飲酒の害への認識が低く、その結

果、アルコールにより毎年35000名もの尊い命が失われています。 

 

【２.身体的な問題以外に関して、影響は世代を超えてみられる】 

アルコールの害は、先程述べました本人への身体的な有害事象以外に、社会的な

問題があります。飲酒運転で検挙された方の半数はアルコール依存症との調査もあ

り、アメリカなどでは飲酒運転で検挙された人はアルコール依存に対する治療プロ

グラムが適用されているとのことです。日本の様に厳罰化だけでは根本的な解決に

はなりません。運転免許を失った依存症の方は、それに伴い仕事も失い、社会から

隔絶されて行くことが多くなります。その他、仕事の欠勤や、事故、能率低下、家

庭不和、犯罪、暴力問題がありますが、実際には表面化することは多くなく、特に

家庭内での飲酒の問題は家族で内密に処理され、表に出ないようにしていることが

多いとされています。一見普通の平和な家庭に見えても、また暴力や家庭不和に至

らなくても、飲酒によって親の役割の多くを放棄している場合も多く、また飲酒に

よる家庭内の問題に子供は大きな影響を受けます。そのような機能不全家族で育っ
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た子供は、小さい頃から親の代役になることを求められ、非常にしっかりと育つ反

面、幼い頃から自分の人としての感情を封印するようになり、成人してからも豊かな

人間関係の構築ができず、生きにくさを感じてアルコールや薬物に走ったり、様々な

適応障害を来しやすくなります。問題飲酒の影響は世代を超えて受け継がれてしまう

のです。 

 また、おおきな問題を起こさずに、普通に社会生活を営みながら静かに大量飲酒す

る、いわゆるサイレント依存症の方も多く、知らないうちに身体、精神、そして最後

に社会的にも悪影響が進んできます。いわゆる酒乱という人だけでなく、問題を起こ

さない大量飲酒者も、定年退職で朝から飲酒できる環境になって悪化する場合や、ス

トレスが加わって悪化することもあり、そうなる前に早めに異常に気がついて対処す

る必要があります。 

 

【３.それでは私たちはどうすれば良いか】 

アルコールは、これまで述べたように、負の一面があることから目をそらしてはい

けません。殆どの方が、無意識にそれを理解し、適量の飲酒を楽しんでおられます。   

一方、アルコールで体調を崩したり、悪影響が周囲に及ぶようになると、本人では

どうにも成らない状況になります。その時、本人は必ず問題を過小評価し、否認しま

す。そのような場合は、まず困っている家族など周りの人が医療機関に相談のために

受診をしたり、行政に相談をすることが重要です。そこでは断酒についての様々な相

談が可能です。また、断酒している依存症の方に、可哀想だからと言って、少しなら

いいとアルコールを勧めてはいけません。何年間断酒していても、一口のアルコール

から元の依存症に戻ってしまいます。私は、そのような患者さんから相談があって

も、決して少しならいいなどと無責任なことは言いません。適量飲酒の困難性こそが

アルコール依存症の最大の特徴ですので、一滴も飲まないことしか断酒を継続する方

法はありません。依存症は性格や心がけでなく、病気だという正しい認識が必要で

す。   

実際、芸能人や政治家、学者など、皆に尊敬され社会的にも成功を収めた方でも、

アルコール依存症になる方は少なくありません。病気ですので、治療法はあるわけ

で、断酒会への参加や、専門病院での診療をとおして、立派に断酒を継続し、人間ら

しい生活や豊かな人間関係を取り戻した方も大勢おります。  

まずは、家族や周囲の方から行動に移ることをお奨めします。また依存症に至らな

いまでも、大酒家(一日日本酒換算５合以上を１０年以上続けている方)は国内に120万

人おり、その方々の依存症への移行を食い止めることが重要です。大酒家は依存症と

紙一重で、疾患の危険も同様にあります。 

では、適正飲酒とはどれくらいのものでしょうか。身体や社会的に全く問題の無い

飲酒量は日本酒換算１日１合以内とされています。私の立場からは、一合以内をお奨

めしたいのですが、そんなものでは納得できない方も多いかと思います。そこで、私

が色々と調べ尽くし、考え尽くして提唱する以下の項目についてチェックして頂き、

当てはまるものがあれば、自身の飲酒習慣を真剣に見直す必要があると思います。 

 

 □一日に日本酒換算３合以上飲む 

 □月に１回でも、一度に５合以上飲む。 

 □食事を取らないで、酒を飲むことが多い。 

 □日中から飲むことがある。 

 □酒の影響で欠勤したことがある。 

 □飲酒で記憶の一部がない。 

 □最近飲酒運転をしたことがある。 
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 □飲酒が絡んで、喧嘩やトラブルを起こしたことがある。 

 □帰宅途中に外で寝込んでしまった。 

 □酒癖が悪いと言われる。 

 □酒を飲むと人間が変わる。 

 □酒を買うために、他人の金を失敬した。酒にまつわる嘘をつくことが多い。 

 □酒で体を壊した。 

 □寝酒を飲まないと眠れない。 

 □酒で人間関係を壊したことがある。 

 □子供（のように逆らえない立場の人）との大切な約束を、酒のために破ることが           

  ある。   

 □酒に酔って自分より弱い者に暴力をふるったり、暴言を浴びせたりしたことがあ  

   る。 

 □酒に酔って怪我をしたり、体調を崩して病院に運ばれたことがある。 

 □酒のせいで金銭的に困窮している。または、家族を金銭的に困窮させる。 

 □飲み出すと止まらない。 

 □酒を飲まないと調子が悪い。落ち着かない。 

 □仕事中に酒のことを考えている。 

 

 

皆さん、如何でしたか？耳の痛い事柄がありませんでしたか？ 

悲しく飲むやけ酒は、更に気持ちが落ち込んでストレスの解消にならないばかりか、

長引くと鬱病を発症したり、異常な飲酒行動に至る危険性が高く、そこから新たな問題

が生じて更に困窮するなど、悪循環の始まりになります。不眠解消の寝酒も、更なる不

眠を引き起こし、不眠を難治化させると言われています。実生活では苦しい時、つらい

時に酒の力が欲しくなることが多々ありますが、そういう時こそ酒以外の方法を見い出

したいものです。 

繰り返しますが、アルコール依存症は先に述べた適切な酒との付き合いができない、

性格ではない、れっきとした病気ですので、きっぱりと断酒して、酒のない生活を楽し

めるように治療に取り組まなければなりません。 

最後に、未成年者の飲酒は心身の成長や発達に重大な影響を及ぼし、生涯のハン

ディーとなりますので、厳に慎まなければなりません。 

 

  

 町民医学講座 その84 

  腰痛症とその予防                 

                整形外科医師     又吉 章政 

   平成27年6月1日から美幌町立国保病院整形外科に勤務して

いる又吉章政です。北海道は初めての勤務先です。至らない

ことが多々有ると思われますが、宜しく御願い申し上げま

す。 

 はじめに、整形外科という診療科は、基本的に骨関連疾患

が主です。整形外科を受診する患者さんは、腰痛、膝痛、頸

部〜肩痛の訴え（症状）が約7〜8割程度を占めています。 

  

今回はその中の腰痛について、簡単に説明させていただきます。 
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【腰痛の原因】 

腰痛が起こる原因としては、「姿勢の悪さ」、「激しい運動や労働」、「老化による

もの」、「内臓の病気」、「精神的ストレス」など、様々な原因が上げられます。  

一般的には、下記のように「背骨に原因があって起こるもの」と「内臓の病気が原因

で起こるもの」に大きくわけることが出来ます。 

 

 背骨に原因があるもの 

 椎間板ヘルニア  

 腰部脊柱管狭窄症  

 変形性脊椎症  

 骨粗鬆症・・・など 

  

 内臓の病気が原因で起こるもの 

 腎臓結石  

 尿管結石  

 大動脈瘤  

 婦人科の病気  

 悪性腫瘍・・・など 

 

内臓や精神的なストレスを除き、背骨が原因で起こる腰痛の場合は、脊柱及び、それ

を支える筋肉の異常が原因と考えられております。 

※腰痛は様々な原因で起こります。自己判断はせず医師の診断を仰ぎましょう 

 

 次に代表的な腰痛を引き起こす疾患について説明していきましょう。 

腰椎椎間板ヘルニア 

 症状 

・腰から足先にかけてしびれや痛み、筋力の低下などが起こります。 

・せきやくしゃみでも激痛が起こります。 

・神経根を圧迫して坐骨神経痛などの症状を引き起こします。 

・脊髄神経（神経根）を圧迫するため、坐骨神経痛などの症状を引き起こします。 

・ひどい場合は排尿ができなくなる場合もあります。 

・腰を曲げないと痛みで立っていられないほどの腰痛と下肢の痛みがあります。 

・前傾姿勢・イスに腰かけるのが辛く、横になっているのが楽というのが一般的な症状 

 です。 

  

 原因 

・加齢によるものや、背骨に予想以上の力がかかった事が考えられます。 

・髄核（椎間板の中心部にある）が弾力性を失い、繊維輪に亀裂が生じ、髄核が繊維輪

を破って飛び出して、神経を圧迫した結果起こるものです。 

・脊柱のクッションの役割を果している椎間板は、年齢とともに（20歳を過ぎ）次第に

衰えてくる為、働き盛りの20歳～30歳代の軽作業（事務、運転、セールス、看護、家



９ 

事など）の人に多く見られます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      図1  椎間板は中心の髄核とそれを囲む繊維輪で構成 

              椎間板は椎骨と椎骨の間でクッションの役割をする 

 

筋膜性腰痛症、いわゆる、ぎっくり腰 

 症状 

・腰部に痛みがあり、内臓疾患でもなく、レントゲン写真を撮っても異常が見られない

ものの総称です。 

・中腰で物を持ち上げたり、急に立ち上がろうとした時に激痛が走ります。 

・前にかがんだり、長く座っていると時に痛みます 。 

・寒いところで仕事をした時に痛む、などが一般的な症状です。 

・突然の激しい痛みに襲われるため、ドイツ語で「魔女の一撃」とも呼ばれます。 

・重く張ったようなだるいような痛みが続き、慢性化する場合もあります。 

 

  原因 

・筋肉・神経・関節への急激な負荷や過度の緊張と疲れが原因となります。 

・不用意に体をひねった、重いものを中腰で持ち上げた、前傾姿勢をとった時などに起

こりやすいです。 

・長時間同じ姿勢や無理な姿勢でいたり、筋肉疲労時、女性では月経時に骨盤や背骨の

靱帯が緩んで腰痛が起こる事もあります。 

・運動不足、肥満、全身の疲れなどにより、腰の筋肉の血行が悪くなり、筋肉疲労を起

こす事もあげられます。 

 

【腰痛の治療法】 

・保存的加療—安静、薬物療法（鎮痛薬、筋弛緩薬、注射など）、リハビリなど 

・手術的加療—髄核摘出術、脊柱管除圧術、脊椎固定術など 
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【腰痛の予防法】 

<正しい姿勢 ～それぞれの姿勢矯正に取り組もう！> 

 

「立つ」 

・軽くアゴを引き、背筋、膝をキチンと伸ばします。 

・真横から見た場合、耳から肩・股関節・膝・くるぶしを結んだ線が直線で描かれてい

ることが、一般的には良いとされているようです。  

  

 <壁を利用した基本ポジションのチェック（図2）> 

背中を壁にあてて立ちます。この時、後頭部・肩甲骨・仙骨（お尻）・踵、が壁につ

く状態であり、腰の後ろの隙間に手が入るくらいが正しい姿勢の目安になります。図2を

見ていただくと、脊柱は首から腰にかけて「S字」を描いているのがわかりますでしょう

か？腰の後ろの隙間に、拳が楽に入ってしまうのは、「出っ尻の状態」で、腰椎が彎曲

しすぎています。逆に、手が入らないようですと、「猫背」の状態で、腰椎の彎曲が少

なすぎることをあらわしています。 

（図2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「座る」 

・イスの座る場合はお尻が背もたれに密着するように、深く腰掛ける、軽くアゴを引

き、背筋をのばしてお腹をひっこめます。 

・ひざがおしりよりわずかに高くなるのが理想です。 

・イスが高すぎる場合は足を台にのせるか、ひざを組んで膝の位置を調節します。 

・あぐ ら、足を投げ出して座る、体育すわりは

腰に負担 をかけます。 

（図3） 
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「車の運転」 

・基本的にはイスの時と同じです。 

・膝が股関節(足の付け根）より少し高くなるように車の座席を前に進め、ハンドルが胸

の近くにくるように調節します。 

・座席に着くときは横向きでお尻から入り、それから足を入れ、前向きになります。 

・降りる時は横向きで足から外に出し、立ち上がります。 

（図4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「重いものの持ち方」 

・一度しゃがみこみ、腰を曲げないで、体全体で持ち上げるようにします 

・ひざを十分に曲げ、お尻を落として持ち上げます。 

・持ち上げるときは、荷物をお腹に抱え込んだ状態で、足の力で立ち上がります。 

・荷物を運ぶときは荷物を体に密着させて運ぶようにしましょう。 

（図5） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<腰痛予防体操をしましょう> 

腰痛体操を行う上での注意 

・決して無理をしないこと！ 

・無理に伸ばしたり、反動をつけない。 

・体操を行って痛みが増す時は行わない。 
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・痛みが激しい時は行わない。 

・毎日少しずつ、長期間続けること！  

・専門家の意見に従って行うのが良い。 

 

腰痛予防体操1 

①あお向けに寝て、両膝を抱え込む。 

②股を開いて膝小僧をわきの下に抱え込むようにして膝を引き寄せる。 

 これを20回繰り返す。 

 腹式呼吸（お腹でゆっくり息を吸って吐く呼吸法）で行うとより効果が高い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

腰痛予防体操 2  

①あお向けに寝たまま、両膝を立てる。 

②ゆっくりと息を吐きながら、頭を持ち上げ5秒停止、ゆっくりもとに戻る。 

 最初は2～3回から、慣れたら10回まで増やす。 

 

 

 

 

 

 

 

腰痛予防体操 3 

①あお向けに寝て片膝を反対側の足に交差させるように下ろす。 

②おろした足の膝を床につけるように体をひねる。 

 左右交互に10回ずつ。 

 上半身はなるべく床につけたままで、ひねった時に顔は足があった方を見ると効果的   

 で、最初は2～3回から、慣れたら10回まで増やす。 
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 町民医学講座 その85 

  膝の痛み                      

                外来看護師       阿部 奈緒美 

 〈はじめに〉 

 当院では、6月から整形外科外来が開始されましたが、小さ

なお子さんから90歳代の方まで、たくさんの患者様に受診して

いただいています。 

 来院される患者様の症状も様々で、体の各部位の痛みやしび

れ、違和感などの訴えが聞かれます。その中で、50歳代以上の

患者様に多く聞かれる症状が「膝の痛み」です。 

「膝の痛み」をもたらす病気としては炎症性、外傷性と様々なものが考えられます

が、そのうち代表的なものとして『変形性膝関節症』という疾患があります。『変形性

膝関節症』は中高年以上の女性の方に最も多く、患者数は約800万人と言われています。 

今回はこの『変形性膝関節症』について、どんな病気なのか、どんな症状が出るの

か、また日常生活上で注意できることなどを説明していきたいと思います。 

 

〈変形性膝関節症とはどんな病気？〉 

変形性膝関節症は加齢変化によって関節軟骨や半月板がすり減り、徐々に膝関節の変

性・変形が生じ、痛みなどの症状が起こる病気です。一般の人を対象とした疫学調査で

は、60歳以上の女性の約40％、男性の約20％に、レントゲン上、これらの所見がみられ

ます。 

変形性膝関節症になりやすい人の危険因子としては、肥満や筋肉の衰え、膝を酷使す

る仕事やハードなスポーツ、О脚・Ⅹ脚などが挙げられます。特に日本人では元々、О

脚の傾向があり、膝の内側に負担がかかりやすくなるため、90％近くが内側に変形がみ

られます。 

 

 

            大森豪、古賀良生ほか 変形性膝関節症に対する疫学調査より 

 

〈変形性膝関節症の症状って何？〉 

関節に変形が起こっても無症状の事も多いのですが、膝のだるさ、違和感、こわばり

などの症状から出始めることが多いです。以下に代表的な症状をあげてみました。 
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①疼痛 

 膝の軟骨がすり減るため、衝撃を和らげる機能が低下することで痛みが生じます。

初期には椅子から立ち上がる、階段を降りるなど、膝に負担がかかる運動開始時痛が

多くみられます。進行すると運動時痛が持続し、稀ですが安静にしていても痛みが出

ることがあります。 

②膝の腫れ 

   関節の炎症によって多量に生産された関節液が膝関節内に貯まってしまう事で起こ

ります。 

③可動域制限 

   膝の曲げ伸ばしの制限が生じます。日常生活では正座、しゃがむ、膝を伸ばすと

いった動作がしづらくなります。 

④変形 

   膝の内側に変形が生じてО脚が強くなることが多いです。変形が強くなると膝のぐ

らつきが起こるようになります。 

 

〈変形性膝関節症の日常生活の注意点〉 

①膝を深く曲げて座るのは避けましょう 

  膝関節を９０度以上曲げて座ったり、和式トイレでしゃがんだ後、立ち上がる時に

膝に負担がかかります。椅子やソファ、布団ではなくベッドを使うなど高さを一定に

保ち、立ち上がりの時に負担がかからないようにしましょう。 

②動き始めは徐々に慣らしていくようにしましょう 

  膝の軟骨のクッションが弱くなったり、膝を支える筋力が落ちてくると歩き始めや

下り坂で痛みが起こります。動くときには徐々に慣らし、階段では手すりを使いま

しょう。 

③肥満に注意！！ 

  立位の時、膝関節にはほぼ全体重がかかり、歩行では体重の２倍、階段昇降では３

倍、運動時には約７倍の体重がかかると言われています。体重が増加する事でその負

担はもっと大きくなります。 

④膝の負担を減らすため太ももの筋肉を衰えさせないようにしましょう 

   変形性膝関節症では、太ももや膝の周りの筋肉を鍛えて膝関節を支える力を強くす

ることが大切です。以下はインターネット上で紹介されていた運動療法の一例です。

水中歩行やプールでの運動は浮力のため膝への負担が少ないのでお勧めです。 

 

                     骨と関節を豊かに保つためにＲＩＣＨＢＯＮＥより 
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〈おわりに〉 

変形性膝関節症をはじめとして、膝の痛みを生じる疾患は日常生活への影響がとても

大きく、運動時の痛みが強く苦痛が大きいものです。しかし痛みが生じるからといっ

て、運動や旅行など生活の楽しみを諦めることはありません。膝の痛みとうまく付き

合って、生活を楽しむことが大切です。 

症状の進行も治療方法も人それぞれなので、症状が出た時にはお気軽にご相談くださ

い。 

  

  

 町民医学講座 その86 

  高齢者の骨折と橈骨遠位端骨折について                   

                   理学療法士      村岡 宏史 

 近年の高齢化社会の影響で、加齢に伴って引き起こされる骨

粗鬆症は増加傾向にあります。また骨粗鬆症による骨の脆弱化

は、わずかな外力にて骨折を引き起こしてしまいます。 

 その骨折の原因として、最も頻度が高いものは転倒です。転

倒の要因としては、つまずいた・滑った・ふらついたが大部分

を占めています。加齢による筋力・平衡機能の低下、視力障

害、姿勢異常（円背等）、神経・筋疾患の合併（脳血管障害

等）、内服薬の影響、認知面の低下などで、転倒のリスクは更に増大します。また自宅

内の環境因子も忘れてはいけません。床上の障害物（電気コード等）・滑りやすいカー

ペット・暗い室内・手すりの不備・体に合ってないベッドの高さ・室内の履物（スリッ

パ等）も転倒の要因と考えられます。 

 

それでは高齢者に起こりやすい骨折部位はどこでしょうか？65歳以上の方で転倒によ

り生じる骨折の主な部位は、手首、肩、背中、そして股関節の4か所です。それぞれ医学

用語で下記のように呼びます。 

 

1）橈骨遠位端骨折 

 転倒する際に手をついて起こる骨折。 

2）上腕骨近位部骨折 

 肩や腕から転倒し起こる骨折、手をつくことで起こる場合もある。 

3）脊椎椎体圧迫骨折（特に胸椎・腰椎） 

主に尻餅による骨折。物を持ち上げて骨折する場合や、原因がない場合もある。 

4）大腿骨近位部骨折 

 転倒による大腿骨の付け根周囲の骨折。 

 

これらの骨折は4大骨折とも言われることがあります。橈骨遠位端骨折は比較的活動性

が高い年齢層に多くみられます。大腿骨近位部骨折は80歳代が最も多いのですが、橈骨

遠位端骨折は60歳代にピークが見られます。つまり、活動性の低い超高齢者では転倒し

た時に、とっさには手が出ないので肩や臀部を打ったりしますが、比較的活動性が高い

年齢層では転倒した際に、素早く手が出るために手関節を骨折するのです。 

それぞれの骨折の治療方針については主治医と相談の上、保存的な治療か手術を選択

することになると思います。 

 

次に上記1）の橈骨遠位端骨折について簡単にお話させて頂きます。 
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【橈骨遠位端骨折とは？】 

前腕の骨は橈骨・尺骨と2本の骨で構成されています。手のひらをついて転倒・転落す

ることにより、橈骨に外力が加わり骨折します。場合によっては尺骨や手関節（手根

骨）の骨折を併発される方もいらっしゃいます。 

転倒・転落によって骨折すると、折れた骨がずれます（皮膚から折れた骨が飛び出す

場合もあります）。これは骨転位という状態で、整復し正しい位置に骨を戻します。骨

折の転位方向によってコーレス骨折（背側転位）・スミス骨折（掌側転位）・バートン

骨折（手関節内骨折を含んだ骨折）と細かい名称がつく場合もあります。 

 

             橈骨遠位端骨折（コーレス骨折） 

 

 

年齢の若い方や骨転位が少ない方はギプス固定で保存的な治療を、また骨転位が大き

い方や高齢の方は、主治医と相談の上、手術による治療を選択されることが多いと思い

ます。また骨折の治療では、整復、固定、手術とともにリハビリテーションが大きな柱

となります。特に高齢者では早期からのリハビリが重要です。 

 

【高齢者の骨折の理学療法（リハビリの目的）】 

・疼痛に合わせた早期離床（特に手術後）、二次的な廃用予防（寝たきり予防） 

・筋委縮、関節拘縮の予防 

・日常生活動作の再獲得（トイレ動作・歩行・家事動作等を含む） 

・自主トレーニングや生活環境の指導 

  

 

上記以外では、ご家族のリハビリ見学や退院前自宅訪問により、ご自宅での福祉用具

や手すり設置・段差改修等の御相談にも応じます。また各職種が情報を共有し、共通の

認識を持つことで効果的なリハビリを行うことを目的としたリハビリカンファレンスを

行い、退院後の生活支援に向けての話し合いも行っています。 
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【まとめ】 

・人口の高齢化は骨粗鬆症と転倒の増加を招き、ひいては骨折の発生率を高めていま

す。 

・骨折に対する手術後は、早期に離床しリハビリを開始することが寝たきり予防には特

に重要です。 

・機能が回復し退院されても、高齢者の骨折や転倒のリスクが無くなったわけではあり

ません。骨折をきっかけに身体面や生活環境面を考え、今後骨折を起こさないような

意識を持つことが大切です。 
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・石川斎 武富由雄編：運動療法技術ガイド第2版ｐ763-767，2001年 

・石井清一監修：標準整形外科学p645-646，2002年 

・冨士武士：整形外科疾患の理学療法ｐ122-141，2003年 

 

 

北海道の自然 第19回 

  冬の雌阿寒岳登山 

                    循環器内科医師   松井 寛輔 

 日本百名山の一つである雌阿寒岳（めあかんだけ）は、約2万年前に火山活動を開始して以

来、現在でも、火口から轟音とともに水蒸気の立ち上る荒々しい山です。特に今年は7月28日か

ら火山活動が活発化し、噴火警戒レベル2となり、7合目以降の入山は規制されました。 

こんな危険な山ですから、地元の人々や観光客から恐れられ遠ざけられているか、という

と……、そうでもなく、山頂からみえる、雄阿寒岳（おあかんだけ）、その麓に広がる阿寒湖とい

う、絵画のような美しい景色を一目見ようと、今年も規制前までは多くの人が登山していました。

実は私もそんな1人で、一昨年の冬、単独での登山に挑戦しました。その時の思い出話をしたい

と思います。 

  

 実は、登頂した前年の冬に2度、そして登頂１か月前に１度の合計3度、訓練目的で雌阿寒岳

の5合目まで登っています。初めて冬の雌阿寒岳に入った時、恥ずかしいことに登り始めて30分

で道に迷ってしまいました。他人の足跡を追っていけば大丈夫と勝手に思い込んでいたため、

持参したGPSをチェックすることを怠ってし

まったのです。迷ったことにようやく気付く

と、「なんて馬鹿だ！」と自己嫌悪に陥りな

がら、登ったルートを下り、GPSを取り出し

正しいルートを探します。すると、尾根から

左に外れて谷に下る正しいルートを見つ

けました。雪の積もるその道にあったの

は、私が頼りにしようとした“人の足跡”で

はなく、“狐の足跡”だけ――。冬は登山

道がすっかり消えてしまうので、足跡は残

りません。夏の間に、登山道の屈曲点など

ポイントとなる場所の景色を細かく覚えて

おく必要があると思い知らされました。 

写真１ 樹林帯を抜けたあたり    
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樹林帯を抜けると、そこは一面固い氷に覆われていました。強い北風で軽い雪は吹き飛ばさ

れてしまったのです。残る半分の道―しかも固く凍り付いた斜面―をアイゼンで登らなくてはなら

ないことが分かりました。 

さて、いよいよ登山当日。 

最初は、アカエゾマツの樹林帯をスノーシューで登ります。雪は深いですが、樹林帯は風がな

いので、気持ちよく登ります。とはいえ、-20℃という気温に合わせかなりの服を着込んでいるの

で、汗がじんわりと出てきます。なるべく汗をかかないようにゆっくり登り、ジャケットを脱いだり着

たりして細かく発汗を調整します。 

 4合目手前で小さな谷に下りると、分岐点が

あらわれます。片方は、夏の登山道で、沢を

渡り反対側の尾根を登ります。もう一方は、沢

に沿って山頂に向かうルートです。以前、ガ

イドの人に尋ねたときには、夏の登山道に

沿って登る方が安全だと教えてもらいました。

しかし、その日、登っていた大学生らしい3名

のチームと、30～40歳代の社会人2名の両

チームとも沢に沿って登っていきました。単独

登山だった私は、万一、滑落したとき誰も気

づいてくれないのはちょっと寂しいと思い、皆

と同じルートにしました。大学生チームには野

中温泉の飼い犬がついてきています。この犬

は真冬でも雌阿寒岳山頂についていく超ベテ

ラン登山犬です。 

 沢に沿って登っていくと途中に大きな岩があ

ります。この辺りから風が強くなり、雪面も氷に

変わります。岩陰で強風を避けながら、スノー

シューを外しアイゼンに履き替えます。大きな

手袋をつけたままアイゼンを装着するのには

コツが必要です。もしここで時間がかかればす

ぐに体が冷えてしまいます。そこから上はすり

鉢状の急峻な斜面が続きます。見上げると、

鞍部までの距離はさほど長くありません。急峻

な固い氷の斜面のため滑落しやすく、ピッケ

ルとアイゼンの効きを確認しながら一歩一歩

登ります。ここで転倒したら数百メートルは滑

落してしまいます。私は、何度か小休憩を取りながら、必死の思いで8合目手前の鞍部に出まし

た。三方を雪の斜面に囲まれた谷底から脱

出し尾根の上に出ると、急に視界が開け、正

面には「北山」と呼ばれる真っ白な尾根の姿

が広がり、その美しさに思わず息をのみま

す。ここで夏の登山道に合流です。8合目か

ら上は身の危険を感じるほどの勾配ではあり

ませんが、いよいよ体力的に厳しいところで

す。夏なら気楽に登れる雌阿寒岳ですが、さ

すがに冬は時間もかかるし体力も消耗しま

す。 

 

         写真４ ８合目  

    写真２ 谷の登り 犬がいます 

      写真３ 北山の尾根    



１９ 

そして、ついに憧れの厳冬期の雌阿

寒岳山頂に立つことができました。山頂

近くには雲が近づいていましたが、どうに

か隣の阿寒富士を眺めることができまし

た。ずっと夢見てきた冬の雌阿寒岳。山

頂からの景色には感慨深いものがありま

した。しばしの間じっと景色を見つめま

す。とはいっても、のんびりもできず数分

もすると降り始めます。 

 

冬山は登りより下りが危険です。登って

来た谷の斜面は急だったので、下りは尾

根を通る夏ルートを降りることにしました。

このルートで下るのは私一人でした。一面

雪と氷で真っ白の斜面ですから、どこが道なのかさっぱり分かりません。GPSで時々自分の位置

を確認しながら、登山道だと思われる方向に沿って下っていきます。このルートの斜面は緩やか

だと期待していましたが、思いのほか急峻です。しかもこちらは一層氷が固くてピッケルのシャフ

トが刺さらないところも多く、弱りました。ピックを氷面にたたきつけ、引っ掛かりを確保し、アイゼ

ンの爪を氷にしっかり突き刺し、時には四つん這いになりながら安全を確認して下ります。４合目

まで下ったところでようやく風が穏やかとなり、岩の上に座って昼食を摂ることにしました。 

私は、冬の野外での昼食はカップヌードルと決めています。魔法瓶に入れたお湯を注げば3

分で食べられるからです。雌阿寒岳に登頂した達成感と、極寒のなか温かいスープにありつけた

ことで、これまで食べた中で最も美味しいカップヌードルとなりました。 

食事を終えるとアイゼンからスノーシューに履き替え、深い雪の中を泳ぐように下ります。登山

口まで戻ると、体はヘトヘトでしたが、心の中は充実感でいっぱいです。無事に下山できたことに

感謝して、心の中で「山の神様」にお礼を伝えます。最後は、野中温泉に浸かって体を温めて帰

りました。 

 

―― 「なんで冬山なんかに登るの？」 「登るのが怖いからこそ登るんだよ、きっと」 

 

      写真５ 山頂から阿寒富士を望む  
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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 
 

 午後 野崎哲夫 西村泰司 野崎哲夫 西村泰司 

  金曜日は手術等のため休診になります。 

 

腎臓内科 

午前   野崎哲夫   野崎哲夫 

 午後 野崎哲夫   野崎哲夫   

   金曜日は手術等のため休診になります。 

 

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 

   


