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 町民医学講座 その97 

 尿酸の話 

           総合診療科医師   杉浦 有重 

§.痛風と尿酸について 

＜痛風の歴史＞ 

 紀元前5世紀頃にヒポクラテスが強烈な足の痛みで発症する病気をみ

つけ、「痛風」と名づけ、イヌサフラン（コルヒチン）をのませると効果が見

られることを記載しています。 

 歴史上の人物でも痛風に苦しめられてきた人は多く、マケドニアのア

レクサンダー大王、神聖ローマ帝国皇帝のカール5世、プロシャ国王の

フリードリッヒ大王、フランス王のルイ14世、その他宗教改革のルター、

ルネサンス芸術のレオナルド・ダビンチ、ミケランジェロ、文豪のゲーテ、スタンダール、物理学の

天才ニュートン、生物学のダーウィンなどがあげられています。 

 このように、かなり古くから痛風は知られていた病気ですが、すでに18世紀頃には血中尿酸と

痛風が関連することも知られていました。 

 日本では明治以前にはないとされた病気でした。特に日本で増加してきたのは1960年代に

なってからです。アジアでも痛風は急増中です。欧米化した食事内容の変化が原因で、動物性

蛋白の摂取量がふえたこと、飲酒量がふえたことなどがあげられるといわれています。 

日本では最近までは整形外科領域の急性関節炎のひとつとして、コルヒチンなど鎮痛薬や関

節炎の物理療法が主でした。現在では痛風は高尿酸血症の症状の一部と考えられ、尿酸はほ

かにもいろいろな影響を及ぼすことが知られてきました。 

 

＜尿酸について＞ 

尿酸は最初は膀胱結石の中から発見された物質です。尿酸は白色・無味無臭の物質で水に

溶けにくく結晶化しやすい性質があります。（図１） 

その後の研究で尿酸は生物の情報やエネルギーとい

う重要な役割を果たす物質の最終産物であるということが

わかりました。つまり遺伝子を構成するＤＮＡ、エネル

ギーを産生するＡＴＰというものが分解されると尿酸ができ

るのです。 

尿酸はほとんどの動物では分解されてしまい、尿素や

アンモニアとして体から排泄されるので、体内にはたまり

ません。しかしヒトや類人猿では尿酸を分解する酵素が

消失してしまっており、尿酸がたまる傾向があります。 

実は尿酸はビタミンCよりもはるかに強力な抗酸化物質

であり、体内に一定量存在することには大きな意義があります。ヒトの血中に最も高濃度で存在

する抗酸化物は尿酸であり、約半分にあたります。尿酸は老化や癌の原因である活性酸素から

守る防御機構としても大事なものです。 

霊長類がサルから分化した6000万年前にビタミンＣを合成する能力を失ったため、同じように

抗酸化作用の強い尿酸を代用として利用するため、尿酸を分解できないように変化したのだとい

う説もあります。霊長類が他の動物に比べて長寿であるのはこの尿酸のせいではないかともいわ

れているのです。 

 

＜プリン体について＞ 

 尿酸の原料となるのが「プリン体」と呼ばれるもので、細胞を構成する重要な物質です。ATP、

プリンヌクレオシド、核酸などに含まれます。食品中では旨みの成分であり核酸中に多く含まれま

す。そのため細胞分裂の盛んな組織にプリン体が多くなっています。尿酸値が高いといわれると

食事に含まれているプリン体ばかり気にする方が多いのですが、実は食べ物によるプリン体から

    図１ 尿酸の構造式 
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作られる尿酸は全体の20%ほどにすぎず、残りの

80%は体内にあるプリン体から作られているので

す。 

 体では新しい細胞が作られて古い細胞が壊れて

いく「新陳代謝」が行われていますが、細胞が壊れ

ていくときに遺伝子を構成していたプリン体が放

出、分解されて尿酸が作られます。（図２） 

また私たちが運動するときにはエネルギー源とし

て体内にある「ATP」という化合物が使われます。

ATPがエネルギー消費のため使用され、そのほと

んどはまた再合成・再利用されるのですが、一部は

分解されてしまい尿酸になるものもあります。 

 

＜高尿酸血症の危険＞ 

ヒトがプリン体の多いものを食べたり、激しい運

動をしたり、アルコールを飲んだりすると尿酸が作

られて体内に蓄積してしまいます。腎臓機能が低

下していたり、病気や薬の影響でも尿酸値が上昇

する場合もあります。 

 ①尿酸の蓄積が過剰（高尿酸血症）になると、血液に溶けきれなくなった尿酸が結晶となって関

節などに沈着します。体温の低い足部などで尿酸が溶解しきれず結晶化しやすいことが知ら

れています。70%は足の親指の付け根におこります。これに対して血液中から白血球のうちの

「好中球」が尿酸結晶を攻撃対象として捕食活動を起こすため炎症がおこり、関節炎となるの

です。これが「痛風発作」と呼ばれるものです。発作の痛みは骨折以上といわれ苦痛を伴い

ます。また耳や手足などに痛風結節とよばれる硬いしこりが見られることもあります。 

   痛風になる人の90%は男性です。特に30才から50才台までの、比較的体を動かして仕事を  

 している人、エネルギー消費が激しく大量の食事を取るような生活、またアルコールを多く飲  

 む人も尿酸値を上昇させます。 

   女性は女性ホルモンの働きにより尿酸の排泄がよいため発症する率はかなり低いです。し 

 かし閉経後にはホルモンの働きが低下して尿酸値も上昇します。そのため痛風になる女性は 

  閉経後の人がほとんどです。 

 ②関節に次いで尿酸の結晶が沈着しやすいのが腎臓です。尿酸結晶が徐々に蓄積していき、

腎臓の働きを低下させます。これは｢痛風腎｣です。腎機能が低下すればさらに尿酸も排泄

が不良となり、悪循環から腎不全となります。 

 ③高尿酸血症では尿が酸性に傾いていき、尿中の尿酸が溶解できなくなるので、尿路（腎臓、

尿管、膀胱など）に尿酸が核となったカルシウム結石が出来やすくなります。「尿管結石」も腰

や下腹部に激しい痛みの発作を引き起こします。 

 ④高尿酸血症により引き起こされる疾患としては上記の痛風、腎障害、尿路結石などがよく知ら

れていますが、最近ではメタボリックシンドローム、高血圧、脂質異常症、糖尿病などの生活

習慣病を合併しやすいことがわかってきました。尿酸値の高い人は内臓脂肪が多く、メタボ

リックシンドロームの発症率が高くなっています。 

 ⑤高尿酸血症に生活習慣病が合併しやすいことから動脈硬化のリスクも高まってきます。また尿

酸が直接血管の内皮にダメージをあたえて、動脈硬化の直接的な原因となる可能性も示さ

れてきています。したがって高尿酸血症は心筋梗塞や脳卒中のリスクにもなります。 

 

＜尿酸の正常値は＞ 

健康診断、人間ドック、町民検診などで検査を受けると検査の報告が来ます。「尿酸値」や「血

清尿酸値」と記入されています。病院などのデータをもらうときには「UA」（Uric Acidの略）という

    図2 体内で「尿酸」が作られる過程 
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項目で示されていることもあります。 

 報告書などには正常値、基準値として、男性では6.5mg/dl以下、女性では5.0mg/dlなどと記載

されていることもありますが、あくまで目標値と考えてよいです。一般的には男女ともに7.0mg/dlま

では基準値内と判断して、7.0mg/dl以上を高尿酸血症と診断します。通常の条件では血漿中で

尿酸は7.0mg/dlまでは溶けますが、これを超えると結晶になる傾向があるのです。 

 

＜治療について＞ 

高尿酸血症の人でも痛風を起こさないケースも少なくないため、尿酸を下げる必要はないとの

考えもありますが、上の述べたように高尿酸血症はメタボリックシンドローム、高血圧、動脈硬化、

脂質異常症、糖尿病などの生活習慣病を合併する割合が3倍以上も多くなると報告されており、

日本では早めの尿酸コントロールが勧められています。 

（1）痛風発作時の治療 

＊発作を起こしている関節などを安静にして冷やす必要があります。 

リウマチなどのように温泉など温める治療は炎症を重症化させます。 

＊コルヒチン錠を用いる場合は1日に6～8回に分けて服用します。 

これは炎症を抑えるものであって、尿酸値を下げる薬ではありません。 

＊その他消炎鎮痛剤（NSAIDｓ）やステロイド剤が発作時には使われます。 

＊痛風発作時に尿酸降下薬の投与を始めると、発作を増悪させるため使用はしません。た

だし服用中の場合は原則として中止はしません。 

（２）高尿酸血症の予防と治療 

    以前に痛風発作などの既往のある方や、健康診断にて高尿酸血症と判定された方は治

療を開始する必要があります。痛風を予防するというより高血圧症、腎臓病、脳卒中や心筋

梗塞などを予防して、高齢になっても健康的でいるために必要と考えたほうがよいです。 

    食生活について：肉食は尿酸値を上昇させ痛風を増します。魚にも多くプリン体が含まれ

ています。食べ過ぎに注意が必要です。野菜や乳製品は痛風を減らすといわれています。

また肥満度が大きいほど尿酸値は高くなります。食事量を減らしてよく歩き標準体重を守る

必要があります。 

    アルコールも飲むと尿酸値が上がります。特にビールにはプリン体が多く含まれていま

す。蒸留酒はプリン体が少ないとされています。果実やジュースなどに含まれているフルク

トース（果糖）は体内を酸性にして尿酸が析出（結晶化）しやすくなり痛風のリスクを増大させ

ます。 

    コーヒーや緑茶、紅茶などはカフェインの利尿作用により尿酸の排出を促進させて尿酸を

低下させますが、利尿効果も過剰となると脱水症状となり、かえって尿路結石などが出来や

すくなるため水分の同時併用が必要です。 

    日常生活においてあまりに過剰な肉体労働やストレスの多い環境では筋肉細胞が崩壊し

プリン体を多量に放出するため危険です。 

 「高尿酸血症・痛風の治療ガイドライン」では「適度な量の酒」、「プリン体の摂取を控えめ

にする」、「十分な水分摂取」、「尿をアルカリに保つ」、｢運動｣、｢ストレスの解消｣が勧められ

ています。また肥満体の方は標準体重に近づけるようにしましょう。 

 

    食事、生活行動、アルコールなど気をつけても高尿酸血症が改善しない場合には薬物治

療をおこないます。「尿酸が作られるのを抑制するもの」、「尿酸排泄を促進するもの」の2種

類があります。 

 

＜プリン体を多く含む食品について＞ 

   プリン体は上にも述べたように体内で産生される量のほうが多いのですが、さらに食事から

摂取されると、尿酸のプールを増大させて高尿酸血症の合併症のリスクも高くなります。 

 表１にプリン体を多く含む食品、少ない食品をあげています。表2には食品や嗜好品の痛風発
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作リスクをあげています。食事するときに参考にしてください。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

表1 プリン体を含む食品 

表2 
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 町民医学講座 その98 

 禁煙物語  煙草と決別した人々 

                  内科医師     西村 光太郎 

 美幌町の皆様、職員の皆様、北国の短い夏が終わり、さわやかな秋に

なりましたね。お元気でお過ごしでしょうか。 

 当院では昨年7月1日に禁煙外来を開始し、一年になりました。多くの

職員の方々の支援やご協力、美幌町の禁煙の支援制度、患者さんの

頑張りに支えられ、禁煙治療を継続することができました。禁煙治療開

始の条件とされている病院の敷地内禁煙に関しては、職員にもご不便

をおかけしましたが、趣旨をご理解頂けたことに感謝いたします。 

 

 今回は、禁煙しようかどうか迷っている方々、また、禁煙など論外と考えている方、家族が煙草

を吸って困っている方々、二十歳になったら吸おうと考えている若者のご参考になるよう、煙草の

害などという堅苦しいことは抜きにして、読み物風に書いてみましたので、どうか軽い気持ちで最

後までおつきあい下さい。 

  

 私の父方の祖父はヘビースモーカーでした。夏休みなどで祖父の田舎に行ったときには、よく

祖父の煙草を買いに近所のたばこ屋さんに行きました。祖父は煙草に火を付けると必ず、鼻に

手を当て、大きな咳払いをして痰を出すのが癖でした。その特徴的な咳払いを幼い私たちはよく

真似をしたものでした。その後まもなく肺癌の疑いが指摘されて煙草を止め、肺癌がないことが

わかり、また吸い始めました。その後肺気腫を発症し、自宅でも鼻から酸素を吸入し、入退院を

繰り返し、好きだった煙草は吸えなくなりました。76歳で肺気腫のため生涯を閉じました。煙草は

恐ろしいものだと身にしみました。 

 そんな経験もあり、また医師になって煙草の害と、それに苦しむ患者さんを大勢みてきたので、

四国の山間僻地である前任地で勤務していたときに、思い切って禁煙外来を始めました。禁煙

外来を始めるまでは、患者さんに煙草を控えるように勧めても、誰一人として禁煙出来た方はな

かったのです。 

 3年ほどの間に、禁煙に挑戦した方、失敗した方、過去に禁煙した方から色々なお話を聞きま

した。その中で私の印象に残る方々を紹介します。 

 重い持病があり、私がいくら勧めても禁煙を嫌がっていた方が、ある日突然禁煙外来に現れま

した。決心の理由は、幼い孫に「じいじはクチャイからイヤ」とだっこをさせてもらえなくなったので

した。医師の助言などより、家族の一言のほうがよほど効果があったようです。その方は受診以降

二度と煙草を口にすることはなくなりました。そのほか、禁煙を婚約相手に勧められた方。どうし

ても欲しい新車を購入するために、禁煙を条件に大蔵省（奥様）に許可を得た方。結婚して旦那

さんに知られないうちに禁煙したい、と来られた女性。根性がないから煙草の健康被害への恐怖

に負けた、と言う名言を残して禁煙を始めた方。子供が生まれて禁煙を始めた方。子供にかっこ

いい父さんの姿が見せたかった方。闘病中の家族の治癒を祈って禁煙した方。失業して新たな

職に就けるまでと禁煙した方。ご自分の持病の悪化で決心された患者さん。自力で９回禁煙して

(つまり９回再喫煙した)１０回目に、術前の患者さんに禁煙させるためにお互いに約束して、自分

もやっと禁煙できた外科医師など、皆さんいろいろな理由で決心をするのです。勿論、新年の目

標としてとか、体に悪そうだからとか、イベントが無くても禁煙する方も多いです。 

 禁煙された方は、殆ど全員、禁煙して良かったと口にします。ご飯がおいしい、空気がおいし

い、咳が減った、階段が楽に上がれる、小遣いが浮いた、家族が優しくなった、などなど短期的

に目に見える効果があり、長期的な効果は目に見えませんが、健康によくないことを辞めることが

出来た安心感は大きいようです。そして、禁煙が早ければ早いほど健康寿命が延長するので

す。禁煙して満足している方には、経験者として他の人たちの禁煙を勧める役割を果たして欲し

いと伝えます。医師の一言より、知人や家族の一言の方が遙かに効くからです。 

 ちなみに、私の父は、私が小さい頃、煙草など一度も吸ったことがないような顔をしていました
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が、その後の母の話では、昔とても貧乏だった頃、煙草を吸って痩せていたらしく、「煙草を吸う

お金があったら、牛乳でも買って飲めば」と母に言われて、まだ若くて素直だった父は直ぐにや

めたそうです。そんなことを母から聞いたとなどは、口が裂けても言えません。 

 煙草は軽い気持ちで吸い始め、辞めるときにも、各人さまざまな理由でおやめになります。人

生で大切なことは、時間の移り変わりにより変わってくるのでしょう。煙草の優先順位が下がり、そ

の弊害に向き合ったある時、長年親しんだ煙草と決別するのです。 

 しかし、煙草をやめることは、煙草が不要になっても直ぐにはできません。それはニコチン依存

症の為であり、吸わないとつらい症状が出てきて、また吸ってしまうのです。このために不要に

なった煙草から縁を切れないで、罪悪感を持ちながら煙草を吸うのです。 

 ニコチン依存から、楽に抜け出すのが禁煙治療です。健診などでは私は必ず煙草の話を聞き

ます。辞めたことがある方には辞めた理由を、継続している方には、その気持ちを聞きます。多く

の方は、本当はやめたいと思っています。生涯煙草を止めないと公言している愛煙家も、よく聞く

とやめる苦しみを味わうくらいなら、健康を害しても周囲に迷惑を掛けても吸い続けたいと考える

方が多いようです。そのような方々に、禁煙は決して困難ではなく、気軽に挑戦できるものだとお

伝えしたいと思います。内服薬で煙草が吸えない苦しみを大幅に緩和し、自然に煙草から遠ざ

かります。当院での禁煙成功率は80％であり、自信のない人もそうでない人も、私の前に座れ

ば、8割禁煙に成功したようなものです。だから、禁煙外来に受診した方に、あなたは既に8割方

禁煙に成功していますと説明します。 

 しかし、失敗する方や再発する方もゼロではなく、その方々には厳しくあたるのではなく、必ず

次に繫がるような対応をし、失敗体験、喪失体験とならないように心がけております。煙草をやめ

ようと行動に移したこと自体、なかなか出来ないことなので、禁煙治療に失敗したことなど、非難さ

れる筋合いはありません。また私の経験上、過去に禁煙に失敗した人のほうが、成功率が高いよ

うです。禁煙治療に失敗する方は、現在大きなストレスを抱えていたり、家族中が喫煙者、煙草

に関する仕事など環境が悪すぎる方にみられます。禁煙外来を受診されても、ストレスなどが過

大で、現時点で禁煙がどう見ても無理そうなら、無理な禁煙を勧めず、時期をみて再挑戦するよ

うに提案することもあります。 

 血圧でも血糖でもその数値がよければいいのではありません。私たち医師はその先にあるも

の、目指すものを考えて治療しています。だから、せっかく糖尿病の治療をしているのなら、同じ

ような弊害がある煙草のほうも考えてみませんか？という話になります。医者はお節介者ですが、

それが仕事ですので仕方がありません。これからも私達は町民の皆様にお節介を焼きにまわりま

すがどうかよろしくお願いいたします。 

 若者の皆様、煙草は体に悪く、小遣いの浪費になるばかりではありません。様々なアンケートで

は理想の異性の条件の上位に、煙草は吸わないとあります。若年からの煙草は短期間で依存に

至る傾向が強く、はじめから吸わない人生を選ぶことがとても重要です。喫煙者の皆様、禁煙の

決心がつきかねて迷っている方、禁煙治療の説明だけ聞きたい方、強制はしませんので一度相

談においでください。職員の皆様、失敗を恐れず、気軽に挑戦してみませんか？ 

 

 

 町民医学講座 その99 

 ロコモティブシンドローム 

                  整形外科医師     又吉章政 

 ロコモティブシンドロームという言葉はあまり聞き慣れないと

思いますが、整形外科では今日超高齢社会を迎え、重要な疾患に

なりつつあります。今回はそのロコモティブシンドロームについ

てお話させてもらいます。 

 始めに、ロコモティブシンドロームとは 

 

定義：ロコモティブシンドローム(以下、ロコモ)は「運動器の障
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害によって、移動機能が低下した状態」をいいます。進行すると人の生活活動の自立性

を障害する、すなわち介護の必要性を高めることになります。2007年10月に日本整形外

科学会が提唱した概念です。 

 運動器の頻度の高い疾患として、骨粗鬆症、変形性関節症（膝、股関節など）、変形

性脊椎症、変形性脊椎症による脊柱管狭窄症などが挙げられます。これらは、疼痛、関

節可動域制限、筋力低下、バランス能力低下をきたし、人の移動機能を低下させます。   

 高齢者での特徴は、これらが関係し合い、複合して移動機能を低下させることです。

進行すると日常生活活動を制限し、要介護状態につながります。これらの運動器疾患が

原因になり、「立つ」、「歩く」機能が低下した状態がロコモといわれています。 
 

                           ロコモの概念図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

疫学：平成25年厚生労働省国民生活基礎調査の概況をみると、高齢者が要介護となる原

因の4位が「骨折・転倒」で11.8％、5位が「関節疾患」で10.9％と運動器疾患が続いて

います。これらの頻度を合わせると1位の「脳血管疾患（脳卒中）」の18.5％を上回り、

運動器障害が要介護の主たる原因となって、高齢者の生活の質（QOL）を著しく障害して

いることがわかります。超高齢社会を迎えた我が国では、高齢者のQOLの維持・増進や健

康寿命の延伸、医療費の抑制のために、ロコモの予防対策は重要な課題となっておりま

す。 

 ロコモの原因となる頻度の高い運動器疾患として、骨粗鬆症、変形性関節症がありま

す。 

骨粗鬆症：腰椎および大腿骨頸部の骨密度（DXA法）にて測定し、我が国の骨粗鬆症の有

病者数（40歳以上）を推定すると、腰椎で診断した骨粗鬆症の有病者数は約640万人（男

性80万人、女性560万人）、大腿骨頸部の骨粗鬆症の有病者数は1070万人（男性260万

人、女性810万人）と推計されました。これらの診断部位をまとめて、腰椎か大腿骨頸部

のいずれかで骨粗鬆症と判断された者を「骨粗鬆症あり」とすると、その有病者数は

1280万人（男性300万人、女性980万人）となります。また女性では大腿骨頸部の骨粗鬆

症は70代以上で大きく上昇しています。平成22年の年齢別人口構成に当てはめて、我が

国の女性の年間の骨粗鬆症発生者数は、腰椎は年間50万人、大腿骨頸部では年間105万人

です。 
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                 腰椎および大腿骨頸部の骨密度（DXA法） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変形性関節症：40歳以上でみると、変形性膝関節症の有病率は男性42.6％、女性62.4％です。

一方、変形性腰椎症の有病率は男性81.5％、女性65.5％です。変形性膝関節症、変形性腰椎

症ともに加齢とともに有病率は高くなります。男女別にみると、変形性膝関節症は女性に、変形

性腰椎症は男性に多いことがわかります。 
    

    

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変形性膝関節症の進行（K-L分類に基づく）grade0（正常）からgrade4（末期）までを5段階に分類 

変形性股関節症の画像診断 
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運動器疾患（骨粗鬆症と変形性関節症）の合併 

 加齢に伴い、骨粗鬆症に加えて、変形性膝関節症、変形性腰椎症などの複数の運動器疾患

の合併はよくみられるようになります。70歳以上なると男女とも95％以上が骨粗鬆症か変形性関

節症のいずれかの所見を有することがわかっています。有病者数は総数（男性2100万人、女性

2600万人）と膨大な数に上ります。またこれらの全てを合併している有病者を推定すると約540万

人（男性110万人、女性430万人）と極めて多数であることになります。特に女性では50代以降で

著明に増加しており、70代で29.2％、80代以上で42.9％が全てを合併していることになります。 

 

ロコモの原因となる頻度の高い運動器疾患（骨粗鬆症、変形性関節症）の対策と治療 

①骨粗鬆症の治療： 

1．運動療法：骨粗鬆症性の骨折（特に四肢の骨折）は、骨量の減少に伴って強度が低下した骨

に、転倒により外力が加わって生じることが多いのです。したがって、骨粗鬆症に対する運動療

法の主な目的は、骨に機械的刺激を与えることによって骨形成を促し、骨密度や骨強度を増加

させること、また身体運動機能の改善によって転倒を予防することです。しかし、誘因なく生じる

ことが多い椎体骨折に対しては、転倒予防以外の対策（薬物療法）も必要です。 

 最も骨形成を促しやすい運動は、ジャンプ運動など骨に直接的な刺激が加わりやすい運動と

考えられています。成長期に骨に刺激を与える運動を行うことによって最大骨量を高めておくこ

とは、将来の骨粗鬆症予防という観点からは非常に重要です。しかし、加齢と共にジャンプ運動

は困難となり、高度な骨粗鬆症患者では逆に骨折の危険性もあります。そのため中高年者に対

しては、骨密度の維持・増加に対して有効性があるといわれているウォーキングや筋力強化訓練

が勧めれています。転倒予防に対してもバランス訓練、下肢筋力の維持・強化訓練が重要と言

われています。椎体骨折予防では脊柱の後彎が増強すると、骨折が生じやすいため、脊柱後彎

を防ぐために、腹筋、背筋強化訓練も重要です。推奨される運動療法の条件は、目的とする効

果が期待できること、特殊な器具を必要としないこと、場所を選ばずに手軽にできること、単純で

継続しやすいことです。 

 

2.薬物療法：BMD（骨密度）がYAM（若年成人平均値）80％未満がおよその治療の対象となりま

す。 

 

3.外科的治療 

 1）椎体骨折：椎体骨折後に椎体が遷延治癒や偽関節などの骨癒合不全を生じ、疼痛が持続

し、ADL（日常生活動作）障害が生じる場合、外科的治療の適応となることが多いです。椎体形

成術、脊椎固定術などを行います。 

 2）四肢骨折：特に下肢骨折では、長期臥床による寝たきり予防のため、全身状態が手術に耐

えられる患者であれば手術的加療を選択します。受傷後、適切な手術を行い、適切な後療法を

行ったとしても、全ての患者が受傷前のADLに回復できるわけではありません。身体機能（歩行

能力）の予後には、年齢、受傷前の歩行能力、認知症の程度が影響します。大腿骨近位部（頸

部、転子部）骨折の受傷後1年以内の死亡率は概ね10〜30％と報告されています。 

 

②変形性関節症（膝、股関節など）の治療 

1.運動療法：日常生活に過剰な負荷がかからないよう注意し、日常生活のなかで継続的に無理  

のない適度な運動や体操を行うことで、関節機能を維持することが大切です。ウォーキング、自 

転車、水泳、低負荷のエアロビクスなどの有酸素運動が有用とされています。 

 

2.薬物療法：消炎鎮痛剤、外用薬が主に選択されます。鎮痛効果が少なければ、関節内注射 

（ステロイド、ヒアルロン酸）を単独もしくは併用します。 

 

3.外科治療：保存的加療が奏効せず、歩行や階段昇降といったADLに支障が生じる場合に手 
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術（骨切り術、人工関節置換術）が選択されます。 

 

ロコモティブシンドロームの対策 

 対策としては、上記の運動器疾患の治療の運動療法と同様に運動器の日常生活での使い方

の指導、運動器疾患に対しての、早期の医療的介入が重要となります。運動介入にあたって

は、その目標を明確にし、負荷量が過剰になり過ぎないように対象者の運動器障害、移動機能

レベルに合った、指導が大切です。多くの高齢者では膝関節軟骨、腰椎椎間板に変性変化が

すでに始まっていることが多いため、膝や腰に負担がかからないように配慮する必要がありま

す。 

 運動を習慣的に行うことは、ロコモの予防・改善に有効と考えられ、運動習慣を身につけた中

高年者の割合を増やしていくことは重要と思われます。「年だからしかたない」とあきらめさせず

に、リハビリを継続させる必要があります。 

 

 

 町民医学講座 その100 

 胃バリウム検査について 

              放射線科技師    近藤 数磨 

 胃がんは現在も悪性腫瘍罹患率の上位を占めています。日本での

胃がん検診は当初からＸ線検査が中心で間接Ｘ線検査を主体として

スタートしました。その後、Ｘ線透視装置の普及と胃の二重撮影法の開

発により胃がんのＸ線画像診断は大幅に進歩しました。 

 しかし、時代の流れとともに近年では胃がんの診断は内視鏡検査に

取ってかわりつつあります。更にヘリコバクタ・ピロリ感染に注目した検

診のあり方が大きく変わろうとしています。今回、そんな中にあっても、

いまだに大切な検査として位置づけられている胃バリウム検査についてお話しします。 

 

１ 使用するバリウム（硫酸バリウム）とは？ 

 バリウムの歴史は古く、Ｘ線発見の翌年（１８９６年）イタリア人のＤｕｔｔｏ

が死体に石膏剤を注入して撮影したのが始まりと言われています。バリ

ウムの語源はギリシャ語の『重い』にちなんで命名されています。 

 現在では、医療用のＸ線造影剤のほか、科学的に安定な性質を応用

して塗料やプラスチック、化粧品などにも幅広くバリウムは使われていま

す。 

２ バリウム検査の特徴 

 バリウム検査（胃透視）は、正確には上部消化管造影検査といいます。

胃を膨らませるための発泡剤とともにバリウムを飲みながら、Ｘ線撮影を

行う検査です。 

検査では、寝台の上で何度か体の向きを変えるよう指示されます。これ

は胃の中のバリウム液を移動させ、胃壁全体に行き渡らせるためです。そして各部のバリウム液

の付着の仕方を見ることで、胃粘膜の荒れやポリープ、潰瘍、胃がんによる病変などを調べま

す。またバリウム液が食道から胃、十二指腸へと流れていく様子も確認できるので、その途中に

狭くなっている箇所がないかどうかもチェックすることが可能です。 

 つまりバリウム検査は、胃全体の形や胃粘膜の凹凸、食べ物の通り道の異常などを発見できる

検査ともいえます。 

 

３ 使用する物は？ 

  ① バリウム（１５０ｍｌ） 

  ② 発泡剤（５ｇ） 

バリウムと発泡剤 
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  ③ お水少量（発泡剤を飲む際に使用する） 

  ④ 薬剤（筋肉注射：ブスコパン又はグルカゴン、使用しない場合もある） 

  ⑤ 下剤（検査終了後に服用する） 

 

 ４ 検査の流れ 

 【 検査前日 】 

  ・前日の夕食は、午後８時までに済ませ朝食は取りません。水分は就寝時まで飲用は可能で 

   す。 

 【 検査当日・前処置等 】 

・検査衣服に着替えます。 

・事前に手渡してあった問診表の確認と、現在の体の状態を確認します。 

・筋肉注射を行います。この薬は副交感神経を抑制して胃の動きを抑える目的で使用されま 

 すが、薬剤アレルギーのある方や施設において使用をしないケースもあります。 

・顆粒の発泡剤（５ｇ）を少量の水で飲みます。 

【 撮影の流れ 】 

 ・バリウムをひと口含み、そのまま一気に飲み込みます。ここで、食道の撮影をします。 

 ・残りのバリウムをすべて口に含み、指示に従って飲み込みます。 

 ・台が後ろに倒れ、体を仰向けやうつぶせ、左右に回転させるなどの指示が出されます。 

 ・バリウムを胃壁全体に薄く付着させるためです。 

 様々な角度から撮影が行われます。呼吸をすると胃が移動するのでブレを防ぐために、 

 息を止めてくださいという指示があります。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・検査所要時間は、約１０分くらいです。 

・検査後はなるべくたくさんの水分と一緒に下剤を飲み、バリウムが固まる前に体外に排出 

   させます。 

 

 ５ 検査のコツあれこれ！ 

・発泡剤を上手に飲むコツは？ 

    舌先に発泡剤を触れさせるのではなく、舌の奥に全ての発泡剤を置き、一気に飲んだ方 

    が良いです。舌先で味わっていると発泡剤がブクブクと気体になってしまい、上手に飲め 

    ないで吐いてしまいます。 

・ゲップを我慢するコツは？ 

    発泡剤を飲んで検査開始から終了までひたすら我慢しますが、ゲップが出そうになったら 

    ツバを飲み込んだり、顔を若干下向きにすると結構我慢できます。 

・バリウムは、胃の内壁全体に塗り付けることにより胃の状態を写す目的がある為、ドロドロし 

 ていて若干飲みにくいです。発泡剤の時のように舌先で味わったりしたら飲みづらくなるの 

透視撮影装置 食道透視像 胃透視像 
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 で、暑くて喉が渇いた時、ジュースを飲むようにゴクゴク飲んだ方が良いです。 

 ・撮影台の上で体を回転する理由は、回転することによって胃の粘膜に付いている粘液を剥 

 がし取ると同時にバリウムを粘膜に付着させるためなので協力して下さい。 

 ・圧迫筒を用いてお腹を押す圧迫法は、バリウムで充満している胃を部分的に圧迫するこ 

 とにより、隆起性病変や陥凹性病変を見つけやすくします。 

   ・下剤を飲む理由は、飲んだバリウムを早く体外に出すためと便秘防止の為です。この下剤 

    は、大腸壁を刺激して腸の動きを促進して排便を促します。水分を多く摂るとより効果が出    

        ますが、効果には個人差があります。 

 ・ 便（バリウム）を早く出す為には、下剤の用量用法を守り、便が出るまで水・お茶などの水分 

  を多めに摂ります。食事は通常どおり摂って、可能であれば野菜などの繊維質の多い物を 

  食べるとより良いでしょう。バリウム便を出しきったかの目安は、便の色が白から茶色に変

わった時です。それまでは体に残った状態です。 

 

 6 検査におけるお願い 

     ・発泡剤（中身は重曹）を飲むと、胃の中でガスが発生し、胃が拡がり、粘膜のヒダが見やすく 

   なりますが、ゲップがしたくなります。ゲップをしてしまうと、胃がしぼんでしまうので検査の間 

   は我慢をして下さい。 

・バリウムの量は１５０ｍｌです。昔より量が減り、多少味もついているので飲みやすくなってい 

 ます。写真の写りをよくする為にも全量を飲用して下さい。 

・肩にする筋肉注射することで、喉が渇いたり、目のピントが合いにくくなったりしますが、検 

  査後１～２時間くらいで解消します。車で来院される方は、検査直後の運転は控え、ある程 

  度、状態が落ち着いてから行動して下さい。 

・帰宅後、お腹が痛いとか便が出ないとかいった場合には、病院へ電話をして下さい。 

 

 ７ 長所・短所 

  ① バリウム  

    胃カメラのような苦しさはなく、検査そのものは比較的楽です。胃の全体像がわかり、食道  

    や胃の動きの確認が出来ます。もし異常が見つかれば、あらためて医師から胃カメラの検 

    査を受けた方がよいと伝えられます。短所としては放射線の被ばくがあります。又、バリウ 

    ムを便として排出しないといけないので、便秘がちの方は要注意です。 

  ② 胃カメラ 

    カメラで実際に見るので、胃壁の色・状態等の様子が細かいところまでわかります。胃カメ 

    ラはある程度の太さがあるので、稀に食道・胃粘膜を傷つける場合があり、かつ飲み込む 

    までが大変です。 

 

 8 終わりに 

   最近、受診者（検診者）が選ぶことのできる検査の選択肢も増え、特に内視鏡検査を希望

する方が多くなってきています。検査の長所・短所はバリウムと内視鏡にそれぞれあり、どちら

が優位性があるかの判断は甲乙を付けがたいものがあります。かつ受ける側の生活スタイル

や環境によって大きく変わるところもあります。何回かバリウム検査をしたら胃カメラを受けると

いった流れを持つのも良いかも知れません。年齢やその時の状況にマッチした捉え方で受

けられることが何よりかと考えます。放射線科一同、バリウム検査を受ける方への後押しをして

おりますので、ご気軽に相談して下さい。 
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 町民医学講座 その101 

 転倒・骨折に負けない！強い身体を作ろう！ 

 ～サルコぺニアってなぁに？～ 

             管理栄養士   竹田 未来 

 皆さんは普段から身体を動かしていますか？町内の運動施設などを

活用されていますか？最近「体力が落ちた」「歩くのがつらくなってき

た」など、身体の衰えを感じることはありませんか。同時に食事は毎日き

ちんと食べていますか？「食が細くなった」「食べることがつらくなってき

た」など感じることはありませんか。運動不足や身体に必要な栄養を確

保できない状態が続くと、筋肉量が減少し、筋力や身体機能が低下し

転倒、骨折などで寝たきりとなり、将来介護が必要な状態になっていく可能性があります。 

この骨格筋量・筋力の減少によって特徴付けられる症候群のことを“サルコぺニア”といいます

す。このサルコぺニアを防ぐためには、日ごろの食事をしっかり摂ることと、身体を動かす習慣が

大切です。いつまでも健康な生活を過すために今日は“サルコぺニア”を防ぐためのお話をした

いと思います。 

 

＊まずはサルコぺニアの可能性をチェックしてみましょう＊ 

①両手に親指と人差し指で輪っかを作り、ふくらはぎのもっとも太い部分を囲んでみましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「囲めない」「ちょうど囲める」「隙間ができる」の順にサルコぺニアの可能性が高まるほか、身体

能力や転倒歴との関係も認められていると言われています。 

②立ったまま靴下が履けますか？ 

③片足で1分間立っていれますか？ 

 これらが行えないことも筋肉量が衰えていると言われています。 

 みなさんの結果はいかがでしたか？ 

 

＊どんな食事をしたら良いの？＊ 

①主食、主菜、副菜を揃えバランスの良い食事をしましょう 

主食（ご飯、パン、麺など） 

炭水化物を多く含み、身体を動かすときの大切なエネルギー源となります。 

主菜（肉、魚、卵、大豆製品など）   

たんぱく質を多く含み、筋肉や身体を作るもとになります。 

副菜（野菜、きのこ、海草など） 

 ビタミン、ミネラル、食物繊維などを含み、身体の調子を整えます。 

（資料）株式会社トウ・キューピー 健やか通信 
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②たんぱく質を十分に摂りましょう 

 肉・魚・卵・大豆製品など 

 ～１回使用量の目安～             

 豚肉薄切り･･･2～3枚  魚･･･1切れ 

 卵･･･1個  大豆製品･･･豆腐100ｇ（約1/4丁）、納豆１パック など 

  

筋肉の材料となるたんぱく質が不足しないよう食事で十分に摂取することが大切です。 

 

③カルシウム、ビタミンＤも摂りましょう 

 カルシウム･･･骨や歯をつくる栄養素です。 

  また、筋肉や神経などの働きを正常に保つためにも重要な役割を担っています。 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ビタミンＤ･･･カルシウムをコントロールする栄養素で骨を強くする役割が知られていますが、筋肉 

を強くする役割も知られるようになってきています。食事から摂る以外にも日光浴によって皮膚で 

も作られます。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
（資料）金氏高麗人参株式会社 
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＊日ごろから動く習慣をつけましょう＊ 

例えば･･･ 

①暖かい日は外に出てウォーキングをしてみましょう。何か買い物をするときでも、車ばかりを使 

 用するのではなく、少しの買い物であれば歩いていくなど、意識をしてみましょう。 

  

②ラジオ体操など、家でも身体を動かしてみましょう。ＮＨＫなどでラジオ体操が放送されていま 

 す。ＴＶを見ながら一緒に体操するのも良いかもしれません。他にも外に出て草むしりや畑仕 

 事、ペットの散歩、家でこまめにお掃除をするなども良いかもしれませんね。 

 
 

最後なりますが、朝は朝のうちに起き、夜はしっかり睡眠をとるという生活リズムを整えることも

大切です。身体も心も健やかに、皆さんが毎日の生活を楽しく過ごせることをお祈りしておりま

す。 

もしも気になりことがありましたら、当院医師及びスタッフに相談してください。 

 

（参考文献） 

臨床栄養 医歯薬出版株式会社 

フレイル・サルコぺニア予防のための食事と運動 株式会社クリニコ 

 

 

新人自己紹介 

    

看護師  橋本 珠里  

 平成27年8月1日から、２階病棟で勤務しています橋本珠里です。 

早いもので、もう一年がたちます。年はとっていますが、実務年

数は12年程しかありません。12年の中でも病院、身体障がい者の

ケアホーム、保育園等、看護師として様々な場所、役割を持って

働きました。どの病院・施設も大変さはありましたが、いい仲間

と楽しく仕事ができて、実りの多い場所でした。こちらの病院に

も早く慣れ、仕事もしっかりこなしていける様、日々努力してい

きます。ベテランさんの多い職場なので、一緒に仕事をしていく

中で、頼もしい反面、甘えてしまいがちです。もう、いい年のお 

          ばさんなので、私もいつか周りから頼られる人になりたいと思いま 

          す。今後ともよろしくお願いします。  
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看護師  林 可奈子 

 昨年11月より3階病棟で勤務させていただいております林可奈子

です。前職は北見市内の消化器系医院で外来勤務をしておりまし

た。病棟勤務に戻るのは5年ぶりで、病棟の忙しさについていけ

るか心配ではありますが、先輩の皆さんからのご指導のもと、患

者さま、ご家族の皆さまに安心して入院生活が送れるよう関わっ

ていけたらと思っております。 

 まだまだ不慣れで至らない点があり、皆さまにはご迷惑をおか

けしますが、経験、知識を増やしながらがんばりたいと思ってお

りますのでよろしくお願いいたします。 

 

                                 准看護師  藤井 栄子 

 3月より、3階病棟に勤務して6ヶ月が過ぎました。働くきっかけ

は、病院内部が非常に忙しいとの話を聞いて、自分にも何か手伝

いができることがあればと申し込みました。それには、一昨年に

私自身の父親を見送ったこともあったように思います。  

 患者さんと向き合う中、家族に対する様々な思いをいつも忘れ

ずに接するよう心がけています。 

 久しく医療現場を離れておりましたが、技術的な面でも経験を

重ね、様々な場面を想定しながら適応力を身につけていきたいと

思います。入院患者さんに寄り添う心理的サポートと、患者さん

自身が持つ回復力を援助できるよう頑張ります。 

           この仕事の一番良いところは患者様を始め、スタッフの方々な 

          ど、色々な人達との出会いです。沢山の人達の中で学ばせていた 

          だきありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。 

 

看護助手  飛井 奈省江 

 昨年10月より国保病院の外来で看護助手として勤務をさせてい

ただいております飛井奈省江と申します。 

 主に、人間ドック・外来・入院等の患者様の内視鏡検査・エ

コー検査の補助的な仕事をしており、ほぼ内視鏡室の中におりま

す。勤務してからまだ日が浅いので、まだまだ未熟ではあります

が、これからもがんばっていきますので、どうぞよろしくお願い

致します。 

 

  

 

看護助手  武田 洋子 

 この度、2月より看護助手として採用となり、透析室に勤務して

います武田洋子です。出身は東藻琴村（現大空町）で、美幌に住

んで25年ぐらいになります。 

 医療機関への従事は初めてですが、今までの経歴と手話や点訳

などの経験が活かせることができれば良いと思います。まだわか

らない事や、手際が良くない事が沢山ありますが、良くなってい

くよう日々努力をいたしておりますので、どうぞよろしくお願い

します。 
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          看護助手  砂子 沙由梨 

 2月から3階内科病棟で勤務しております看護助手の砂子沙由梨

と申します。 

 以前は歯科医院に勤めていました。同じ医療の現場ではありま

すが、環境が違う点も多く、不慣れで、至らない点も多々あり、

職員の方々に助けていただきながら仕事をしています。皆様にご

迷惑をかけることもあるかもしれませんが、誠実に仕事に向き

合って、少しでもお役に立てるよう日々努力していきたいと思っ

ています。よろしくお願い致します。  

 

 

          看護助手  新田 美咲 

 5月9日より3階の看護補助者として働かせていただいている新

田美咲です。 

 高校卒業後に介護の職につきまして、病院で働くのは初めてで

す。まだまだ学ぶことがあり、早く仕事を覚えて頑張りたいと思

います。今後ともよろしくお願いします。 

 

 
 
 
 

放射線技師   安藤 宗之 

 はじめまして、皆さんこんにちは。4月より赴任いたしました放

射線技師の安藤宗之です。放射線技師としての10年目のシーズン

をここ美幌町で迎えることになりました。 

 以前は札幌の病院に勤務していましたが、国保病院には私に

とって初めての診療科があり、職場のルールが大きく変わりまし

た。まだまだ不慣れな点があり、周りのスタッフの方々には大変

迷惑をかけていると思います。1日でも早くスタッフの皆さんや患

者様に信頼して頂ける放射線技師となれるように、また患者様に

とって検査が安心・安全で気持ち良く終えられるように心掛けて    

         頑張って行きたいと思います。 

 

臨床工学技士  長谷川 隼人 

 5月から臨床工学技士として勤務している長谷川隼人です。 

 以前勤務していた病院では、臨床経験がほとんどないので、新

しい職場では学ぶことが沢山あり、まわりの皆さんにご迷惑をお

かけしますが、早く仕事を覚えられるように頑張ります。 

 また、早く患者様の医療面でサポートできるような臨床医工学

技士になりたいと思っています。今後ともよろしくお願いしま

す。  
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介護支援専門員  永倉 雅史 

 4月1日から地域医療連携室で介護支援専門員として勤務させて

頂いております永倉雅史といいます。 

 介護保険が創設されて16年が経過し、介護支援専門員（ケアマ

ネジャー）という職種も少しずつ地域の方々にご理解を頂いてい

ることと思います。 

 高齢者の方には、「治療」の場である病院と「生活」の場であ

る在宅を、入退院により行き来する事はとても負担の掛かること

と思います。少しでもその負担が軽減されますようお力添えをさ

せて頂ければと思います。宜しくお願い致します。 

 

          地域医療連携室主査  高山 吉春 

 平成28年7月1日付で地域医療連携室主査として着任しました、

高山吉春と申します。平成11年から平成15年まで病院勤務の経験

があり、その当時を大変懐かしく思い出しております。 

 また、皆さんと一緒に仕事をさせていただくことになり、大変

うれしく感じております。私自身、微力ではありますが、「町に

はなくてはならない、より良い病院」を目指し、チーム医療の一

員として皆さんと共に関わっていきたいと考えておりますので、

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

  

  編集後記  

                    総合診療科医師   酒井 英二  

 

美幌町の皆さん、こんにちは。 

この原稿を書いている時は、やっと夏らしい日が続くようになり、外来でも熱中症様の症状で

受診される方も多くなってきました。発刊される9月にはすでに涼しい時期となっている頃でしょう

が、時に思い出したように暑くなる日もあると思います。特に、外で仕事をされる方や室内であま

り動かないで過ごすお年寄りの方は、水分やほどよい塩分摂取と温度管理などを行い、熱中症

に気を付けていただきたいと思います。 

  

 さて、今回の一期一会では、町民医学講座のほか、たくさんの新人自己紹介を掲載していま

す。実は紙面の都合上、まだ紹介されていない新人職員もおり、次号に掲載予定です。 

 このようにたくさんの新しい方々が入職されることは大変喜ばしいことなのですが、その陰で、

様々な事情により退職されている方々がおられることも事実です。特に、７月末付で外科の西野

達生先生が退職されたことは、病院の機能上、大きな影響を与えています。 

 昨年の一期一会(２号)で、ご自身が町民医学講座で書かれていたように、「外科」とひとことに

言っても、消化器外科や乳腺疾患・腹壁疾患・皮下腫瘤のほか、外傷や虫刺され、褥瘡など、ま

さに「何でも屋」として幅広い診療領域をカバーされ、また整形外科や泌尿器科の手術助手もさ

れていました。現在、整形外科、泌尿器科、内科系診療科のスタッフ全員がそれぞれ協力しあ

い、外来通院患者様のフォローや対応可能な外科処置など、なんとかその穴を埋めようと頑張っ

てはおりますが、今後当然、対応困難な疾患もあると思われます。 

  

 町民の皆さまや各医療機関の方々には大変ご迷惑をお掛けしますが、なかなか直ぐに外科常

勤医師が補充されることは難しいかとも思われます。町には引き続き強力に募集をして頂き、な

るべく早期に外科診療の再開が可能になることを我々も願っております。 



２０ 

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

          受付時間 受付窓口 再来受付機（再来の方のみ）  

          午 前  ８：４５～１１：００  ８：００～１１：００  

          午 後 １３：００～１６：００ １２：３０～１６：００  

                       ※ 土日・祝日は休診です                      

 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  

 
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  

 

内科 

午前 
高正光春 

西村光太郎 高正光春 西村光太郎 小林秋人 
 

 小林秋人  

 
午後 西村光太郎 高正光春 小林秋人 

高正光春 
西村光太郎 

 

 小林秋人  

 月曜日の午前、木曜日の午後の小林医師の診療は、循環器内科の部屋となります。  

 呼吸器内科 午後       大松広伸    

 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。  

                                  

 
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  

 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い合わせ願います）  

 

泌尿器科 

午前   野崎哲夫   野崎哲夫    

 午後 野崎哲夫   野崎哲夫      

 金曜日の午前・午後は、手術により休診となります。  

 

腎臓内科 

午前   野崎哲夫   野崎哲夫    

 午後 野崎哲夫   野崎哲夫      

 金曜日の午前・午後は、手術により休診となります。  

 

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。  

                                  

 
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  
                                  

 
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  

                                  

電話：０１５２－７３－４１１１外来診療案内 


