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  町民医学講座 その107 

 やってますか？骨盤底筋体操 

        泌尿器科医師     野崎 哲夫 

 骨盤底筋は、骨盤の一番下にあって、

まるでハンモックのように、その上に、

膀胱・子宮・直腸をのせています。しか

し妊娠・出産・肥満などによって、年齢

とともに骨盤底筋が緩んだりすることが

あります。すると、重いものを持った

り、くしゃみをした時に尿が漏れたり

（腹圧性尿失禁）（図１）、支えを失った骨盤内の臓器が膣か

ら落ちてくることがあります（骨盤臓器脱）。骨盤臓器脱では

膣の前方が弱くなると膀胱が、膣の後方が弱くなると直腸が、

そして膣の上部が弱くなれば子宮が落ちてきます。頻度とし

ては膣の前方の壁が弱くなって起こる膀胱脱が最も多いで

す。膀胱脱は高度になると自然に治癒することはなく、放置

すると股間にピンポン玉を挟んでいるような不快感や、膣のびらん・出血、残尿量の増

加、繰り返す尿路感染を引き起こす場合もあります（図２）。 

  

 腹圧性尿失禁や膀胱脱の

治療には大きく分けて保存

的治療と手術に大別されま

す。保存的治療というのは手

術をしないということで、骨盤

底をいかに若いころと同じよ

うな感じにするかということに

なります。それが骨盤底筋体

操です。腹圧性尿失禁や膀

胱脱の程度が軽い場合は、

骨盤底筋体操をするだけ

で、かなり症状が改善する人

もいます。さらに骨盤底筋群

はお腹・背中・太ももの筋肉

の出発点ですから、鍛えると

体に軸ができて、骨盤の歪

みも整い、お腹まわりのシェ

イプアップにも役立ちます。

男性の尿失禁にも効果がありますので、まず実践してみてください（図３）。上記のような保存的

治療を行っても改善が認められなければ、手術が必要となることもあります。 

図1 まんが：奥井識仁＆も

たいみゆき（講談社）より 

図2 まんが：奥井識仁＆もたいみゆき（講談社）より 

    図3 まんが：奥井識仁＆もたいみゆき（講談社）より 
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 腹圧性尿失禁の手術としてはＴＯＴ手術が主流になっており

ます。手術では尿道の下に支えとしてテープを挿入します（図

４）。手術にかかる時間は約30分、入院期間は数日程度で、合

併症のリスクが低く、体への負担も少ないため、健康に問題が

なければ高齢者でも可能な手術です。 

 膀胱脱の手術としてはＴＶＭ手術が主流になっております。

手術では膣と膀胱の間にメッシュ（図５）を置いて、弱った壁

を補強し、メッシュのアーム部分を骨盤靭帯に通してハンモッ

クのように膀胱を支える手術方法です。手術は約１時間程度で

す。 

 上記のＴＯＴ・ＴＶＭ手術には３つの長所がありま

す。 

（１）再発が非常に少ない。 

「従来法」の手術では再発率が高く、３割～４割の人

が再発するとされていましたが、この手術の再発はそ

れより圧倒的に少ないという報告が多いようです。 

（２）膣側から行う手術なので、おなかを切る必要が

ない。 

 手術は膣側から行いますので、お腹を切る必要がありません。お腹を切らなくて済む

ので痛みが軽く、外から見える傷もありません。 

（３）膣が狭くなったり変形したりしない。 

 特に膀胱脱に対する「従来法」の手術では、余った膣壁を切除して、強く縫い縮める

必要がありました。そのため術後、膣が狭くなったり変形したりするケースが出てきま

す。ＴＶＭ手術では、余った膣壁を切除したり、強く縫い縮める必要もないので、膣が

狭くなったり変形したりすることはありません。 

 

 成人女性の４人に１人が、何らかの尿のトラブルに悩んでいるといわれています。中

でも多いのが、尿もれの悩みです。尿もれが気になって、好きなスポーツができなく

なった、バスツアーや団体旅行はトイレが心配で気がすすまない……。このような悩み

を恥ずかしいと感じ、年のせいと思い込んだり、諦めて気持ちが沈みがちという方も多

いと思いますが、我慢は禁物です。尿もれは治すことも期待できる病気で、安全性の高

い手術方法も登場しています。泌尿器科を受診していただき、精査が更に必要がどうか

相談されることをお勧めいたします。 
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 1歳未満の皮膚炎とアレルギーの重症度の関係 

               小児科医師    古賀 正啓 

 アレルギー感作は子宮内感作・母乳感作・経皮感作・経粘膜感

作など様々に想定されてきましたが、一番重要なのは経皮感作

で、皮膚のバリアの破綻から始まります。湿疹を介して様々なア

レルゲンに感作されていき、アレルギーが進行していくのです。

犬猫のふけに感作されるとペットアレルギー、ハウスダストに感

作されると喘息・鼻炎・アトピー性皮膚炎のさらなる悪化、花粉

だと花粉症、食べこぼしだと食物アレルギーが発生していき、皮

膚の状態が悪くなるとこの悪循環が進み、これをアレルギーマー

チと呼ぶ訳です。ちなみに母乳中には卵と牛乳の抗原が分泌され、赤ちゃんの口囲湿

疹・よだれかぶれから感作されていきます。離乳食での初めての摂取で即時型アレル

図4 TOT手術 

図5 TVM手術に用いられるメッシュ 
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ギーが出るのはこのためです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 アレルギーマーチを起こさないためには、皮膚からアレルゲンを遠ざける（加湿、拭

き掃除、犬猫に触らないなど）、侵入門戸を塞ぐ（乳児の皮膚トラブルを起こさない、

すぐ治癒させる、まず皮膚炎に気づく）ことが大事です。 

 乳児の正常な皮膚は触ったらスベスベで、つまんだらプニプニして柔らかいのが正常

です。鮫肌・ゴワゴワしていると皮膚炎が起こっています。意外とこんなもんだと思

い、気づかれていません。 

 これらに関する面白い報告があります。両親ともアトピーの子供を新生児期から全身

保湿を続けていたら小児期の喘息・食物アレルギーが３割減少した。（乳児期の経皮感

作を裏付ける。）コレラ菌で腸管に炎症を起こしたマウスに餌をあげると食物アレル

ギーを発症する。（炎症を起こした組織から進入したアレルゲンには感作されやすい。

つまり普通に食事しても消化吸収されるが、呼吸器粘膜・皮膚炎から進入するアレルゲ

ンは感作されやすい。） 

 家族にアトピーが多く、これから出産予定のお母さんには、ぜひ新生児期から上記の

ことを実行してみて欲しいです。一歳までをTARC(アトピーの活動性の指標)＜800pg/ml

以下に抑えたら、経皮感作は防げるとする報告もあります。 
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 アレルギーは前頁下図のように４つの反応形式があり、一般に行うアレルギー検査は

IgEを見るもので、アレルギーのほんの一部を見ているに過ぎません。即時型アレルギー

は摂取して３０分以内に症状が出るので、原因が既に明らかであることが多く、検査も

確立しています。遅発型アレルギーは摂取して症状が出るのに数日から１０日ほどかか

り、症状だけ見ていても原因が何かわからないことが多いです。小児科でよく見かける

乳児の消化管アレルギーはIgEを介さないもの（遅発型）が多いので要注意です。 

 

 新生児ー乳児非IgE依存性消化管アレルギーとは 

 IgEが異常をきたさないため、症状や一般的なアレルギー検査によっては診断が困難で

あり、時として栄養失調から重大な後遺症を残したり、急性腹症として緊急開腹手術を

受けたりするケースも報告されています。アメリカやヨーロッパでも疾患分類が提案さ

れていますが、これは不十分なケースがあります。日本はこの問題を改善した病変の広

がりによりクラスタ分類した独自の疾患分類を提案しています。 

  

 上部消化管に病変があると嘔吐、下部消化管に病変があると血便などわかりやすい症

状が出ますが、小腸に限局するクラスター３は何も症状が出ず、成長障害のみが進行し

ていきます。 

 症状は血便などの軽症なもの（母乳性血便・結節性リンパ濾胞過形成）から嘔吐や無

気力、低栄養、体重増加不良、下痢などが慢性的に起こり、栄養失調、消化管破裂、

ショックなどに至ること（蛋白漏出性胃腸症）もあります。 

 アレルギーであるとの診断も困難になります。当然診断できないと治療もできませ

ん。 

 左下のCTのように小腸に腸管浮腫と、胃カメラをすると十二指腸以下に好酸球の浸

潤、絨毛の萎縮とその下の組織の過形成が見られるのが食物タンパク依存性胃腸症の特

徴で、乳児期にここまでの検査を行わないと診断もできません。治療は成分栄養と乳製

品除去で、最近経験した患者さんは事なきを得ました。 
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 子供の免疫発達と免疫寛容（食べて治すとはどういうことか） 

 

 

 

 

 

 

 このような現象を人為的に誘導するのが経口減感作療法です。アトピーのコントロー

ルを改善してから開始する方が成功率が上がるようです。まだ確立した治療ではなく、

慎重さが求められます。当院でも安全のため、できるだけ５歳過ぎまで待ってから行

なっております。 

 一方、子供の免疫の発達との関係性は・・・ 

 

 

 

 

 

 

 

 図のように０歳から６ヶ月はアレルギーになる能力しかない時期でもあるのです。す

なわちこの時期に皮膚からアレルゲンに接触して感作されるとIgEだけが誘導され、悪循

環に陥り、一生アレルギー体質から抜け出せなくなる可能性があるのです。  

 また、炎症がある組織にはアレルギー促進物質（TSLP:thymic storomally lympho 

poietin）が発現しており、これは抗原提示細胞からメモリーTh2細胞へ誘導します。メ

モリーされるとアレルギー体質から抜け出せなくなるのです。免疫寛容が起こらない一

歳未満の時期をいかにアレルギー感作させずに過ごすかが大事なのです。 

 アレルギーの獲得また予防・軽症化に関して、新生児期から一歳未満までがいかに大

事な時期かわかっていただけましたでしょうか？ 
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 肝臓について知りましょう 

                    内科医師     小林 秋人 

 皆様、こんにちは。前回、漢方薬のお話をさせていただいた内

科の小林です。この原稿を執筆している時点で、美幌に来てから

10ヶ月が過ぎようとしております。美幌の冬は、もちろん札幌よ

り寒いですが、雪は同じぐらい降っており、予想より除雪が大変

です。 

 さて、今回のテーマは「肝臓」にし

ました。「肝心」という言葉は肝臓と

心臓が大事な臓器であることが転じて生まれたものであり、

「肝に銘じる」「肝が据わっている」など気持ちを表す場合

にも「肝」という言葉が使われるぐらい、大事だとされてい

ます。肝臓は人体の中で最大の臓器であり、男性で1.5kg、

女性で1.3kgあると言われています。過去の一期一会を見る

限り、あまり肝臓に絞った話はなかったようです。僕は肝臓

の専門医ではありませんが、消化器一般的なスタンスからお

話させていただきます。 
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① 肝臓の働き 

 皆様は肝臓がどんな働きをしているか、どの程度までご存知でしょうか。詳細は後述

しますが、肝臓は簡単に言えば超精密コンピュータです。心臓の手術の時に患者さんの

心臓の動きを止めてから、代わりに全身に血液を送り出す人工心肺装置があります。ま

た、腎臓の機能が低下し、尿が自力で十分に出なくなってしまった方のための人工腎臓

装置があります。胃や大腸など消化管は一部を切除しても、生きることはできます。し

かし、肝臓については人工肝臓というものを作るのは不可能と言われています。それで

は、具体的にどのような働きをしているのでしょうか。 

◎小腸から吸収されたアミノ酸を蛋白質に変える 

 人間は主に肉や魚、大豆、乳製品などから蛋白質を摂取します。小腸から蛋白質を栄

養として血管内に吸収する必要があるわけですが、蛋白質そのままだと分子量が大き

い、つまりサイズが大き過ぎて血管の中に入りません。そのため胃から出るペプシンや

膵臓から出るトリプシンなどの消化酵素が働き、蛋白質はペプチドに分解されます。ペ

プチドもアミノ酸の多数結合したものであるため、さらにアミノ酸への分解されます。

このアミノ酸が小腸の毛細血管から吸収され、門脈を経て肝臓に入ります。肝臓でアミ

ノ酸が再度、結合され蛋白質になります。その中でも大事なのがアルブミンと凝固因子

です。 

 アルブミンは血液の浸透圧（水やミネラルが出入りするために必要な圧力）を調節す

るために非常に大事な蛋白質です。調子が悪くなって食事が摂れなくなると、材料のア

ミノ酸が体内に入らなくなりますので、アルブミンは作れません。また肝硬変などで肝

臓の機能が低下すると、食事を摂っていても十分なアルブミンを作れなくなってしまい

ます。 

 血液中のアルブミンが少なくなりますと、血液の中の水分を十分保てなくなってしま

い、血管の外に水分が漏れてしまいます。症状としては、むくみ、腹水、胸水が出ま

す。腹水とは腹腔というおなかの空洞に水が溜まることです。胸水は肺の周りを覆って

いる胸膜で作られている胸腔というところに水が溜まります。本来、水がたまっていな

いところに水がたまると苦しいです。このようにアルブミンは体の水分のバランスを保

つのに非常に重要な蛋白質です。 

 もう一つ重要な蛋白質が凝固因子です。日本赤十字で集めている献血による血液製剤

の中で、「新鮮凍結血漿」というものがあります。この中味で大事なのが凝固因子で

す。内科では滅多に使いませんが、外科的な手術や外傷の際に使われることがありま

す。凝固因子とは、皮膚や内臓などで出血を起こした際に、血液中の血小板と共同して

出血を止める役割をするものです。肝臓では凝固因子のほとんどを製造しています。肝

臓の機能が落ちると、この凝固因子が作られなくなり、出血しやすくなります。肝硬変

の進行した状態や劇症肝炎などで見られます。ワーファリンという薬に馴染みがある方

もいらっしゃると思います。ワーファリンという薬は血の塊を作りにくくする薬です。

その作用は止血作用を有するビタミンKを働きづらくして、凝固因子の一部の働きを抑え

ているのです。 

◎コレステロールを作る 

 コレステロールは卵などの食べ物から摂るほかに、主に肝臓と小腸で合成されます。

仕組みは複雑ですが、簡単に言えばLDLコレステロールが組織に運ばれ、HDLコレステ

ロールは組織から余分なコレステロールを運びます。コレステロールは細胞やホルモン

を形成する非常に大事な物質です。肝臓の働きが悪くなると、血液中のコレステロール

の数値は低下していきます。 

◎胆汁を作る 

 血液中のビリルビンを取り込み、肝臓で胆汁酸を合成し、水と合わさって胆汁ができ

ています。色はやや茶色がかった緑色ですが、97%は水でできているそうです。肝臓でで

きた胆汁は胆嚢に貯蔵され、濃縮されます。食事内容が胃から十二指腸に送られてくる
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と、コレシストキニンというホルモンの働きで胆嚢が収縮し、十二指腸内に胆汁が分泌

されます。胆汁の働きというのは今ひとつわかりづらいかもしれません。脂を溶かしや

すくための界面活性剤の働きをすると言えばいいでしょうか。食べた後のお皿に残って

いる油汚れをきれいに落とすために、台所洗剤には界面活性剤が入っています。その働

きと一緒のようです。この胆汁は、エコの考えでほとんどがリサイクルして使用してい

ます。回腸という小腸の奥の方で吸収され、血液を介して肝臓に戻ります。肝臓の働き

が悪くなると、胆汁が思うように分泌されず、皮膚が黄色くなる黄疸が出ることがあり

ます。 

◎体内の老廃物や薬物を害のないものに変える 

 これも非常に大切な肝臓の働きの一つです。体の中でいらなくなったアミノ酸のうち

の窒素化合物を尿素という小さい物質に変えて、腎臓から尿として排泄できるようにし

ます。この機能が落ちますと、アンモニアが体内にたまり、独特の臭いを発してしまい

ます。 

 次にアルコールの話です。よく知られている通り、アルコールを分解するのは肝臓で

す。「お酒を飲めない体質」についての話も聞いたことがあると思います。アルコール

が分解されると、アセトアルデヒドという物質に変わるのですが、これが「悪酔い」の

原因となります。これを分解する酵素がアセトアルデヒド脱水素酵素（ALDH）です。日

本人の中で、約4割がこの酵素の働きが弱く、「お酒は飲めるけど、すぐに赤くなる人」

です。また、数パーセントが酵素が全く働かない人で、「全くお酒を飲めない人」で

す。ご自分でどれに当てはまるかはだいたいわかると思います。 

 また、病院で処方される薬、市販薬などの薬は肝臓で分解、代謝されて安全な物質に

変えられます。それから胆汁に混ざって排泄されるか、腎臓から尿として排泄されるか

のどちらかとなります。肝臓の働きが落ちると、薬は全く飲めなくなると言っても過言

ではないでしょう。また薬を飲むことで肝臓の働きが悪くなる事もあります。医学的に

は「薬剤性肝障害」といいます。これも日常の診療ではよく見かけることです。 

◎糖質を蓄える 

 肝臓には便利な機能がありまして、血液中に余っているブドウ糖を飢餓状態の時に備

えて、グリコーゲンという糖質に変えて蓄えます。もし、何かの事情で食事から糖分が

摂れないときは、肝臓のグリコーゲンを分解してブドウ糖に変えて、エネルギー源にし

ます。しかしこのグリコーゲン、量としてはわずかであり、300から400kcal分しか貯蓄

できないようです。現代のように食料が豊富でなかった時代に飢餓対策のために人間に

備わった、一時救済の方法の一つでしょう。 

◎免疫機能 

 肝臓にはkupffer（クッパー）細胞という免疫を司る細胞がいます。この細胞が肝臓内

での異物や毒物を食べてしまう働きをしているようです。 

 

② 肝臓の主な病気 

 ここまで肝臓の偉大で大切な働きについてお話してきました。肝心の病気の話です

が、肝臓の病気もいっぱいあります。紙面も限られていますので、その中で是非知って

いただきたい病気の要点をお話しします。 

◎脂肪肝 

 健康診断や人間ドックなどで「脂肪肝がありますね」と

言われたことがある方もいらっしゃると思います。僕も人

間ドックで腹部エコーをやっている時に、よく脂肪肝の方

を見かけます。実は、日本人の4人に1人が脂肪肝なのだそ

うです。これは飽食の時代の結果と考えられます。アル

コールをたくさん飲む方が脂肪肝になることも多いです。

脂肪といっても、口から揚げ物など油を使った料理をたく

図1 脂肪肝のエコー所見 
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さん食べるから、体の中で脂肪になるわけではありませ

ん。お米やパン、お菓子など炭水化物を過剰に摂ると、血

液中で脂肪に変えられ、肝臓に蓄えられてしまうという訳

です。この脂肪肝、どのように治すかというと、カロリー

制限と運動です。体を軽い飢餓状態にしますと、余分な脂

肪を燃やしてエネルギー源にする、というわけです。理論

は簡単ですが、実行はなかなか難しいでしょうか。 

◎非アルコール性脂肪性肝炎（NASH） 

 こちらは馴染みが薄いでしょう。要するにお酒を飲まな

いにも関わらず、アルコールをたくさん飲んでるのと同じ程度、肝臓に炎症が起きてい

る状態です。検査値の中のGOTとかGPTが100を超えてきます。脂肪肝の中では危険なタイ

プであり、放置すると肝硬変になってしまいます。治療法は通常の脂肪肝と一緒で脂肪

を燃やすことです。 

◎アルコール性肝炎、肝硬変 

 その名の通り、大酒家が肝臓を痛めつけ炎症を起こし、最終的には硬くなって機能が

落ちてしまう状態になってしまいます。炎症だけの時は、お酒を抜けば良くなります

が、肝硬変に至ってしまうとお酒をやめても治りません。月並みですが、お酒はくれぐ

れもほどほどに。 

◎ウィルス性肝炎 

 肝炎を起こすウィルスは実はたくさんあ

るのですが、代表的なものだけ書きます。 

●A型肝炎〜日本では少なくなりました

が、飲料水や生ガキの摂取後、２週から6

週間ほどの潜伏期を持って発症する事が多

いです。海外に行く時は注意が必要であ

り、前もってワクチンを打っておくと予防

できます。熱が出て体がだるくなって、皮

膚が黄色くなって発症する事が多いです。

治療はたいていは安静にしているだけで治

りますが、入院は必要でしょう。 

●B型肝炎〜日本ではウィルスの感染者が100万人以上いると言われています。ほとんど

が出産の時にお母さんの産道を通る時に移っています。現在では妊婦さんがウィルスを

保有している場合、子供に適切な治療をすれば感染しなくなっています。あとは、性交

渉で感染することがあります。くれぐれもご注意を。B型肝炎ウィルスに感染しても、

7〜8割が症状なく治癒しますが、残りは急性肝炎を起こします。中には劇症肝炎と言っ

て、命に関わる程の状態になることがあります。急性肝炎を起こしても9割は治ります。

残りの1割の方が慢性肝炎となってしまい、インターフェロンという注射で治療したり、

ウィルスを抑制する抗ウィルス剤を内服する必要があります。B型肝炎ウィルスキャリア

という状態があり、ウィルスを保有していますが、炎症を起こしていない方のことを指

します。 

●C型肝炎〜ほとんどが過去の輸血によって感染しています。刺青を入れたり、覚醒剤の

回し打ちによる感染例もあります。感染してもほとんど症状がないまま経過することが

多く、慢性肝炎の状態で見つかることが多いです。自然治癒はほとんど期待できず、治

療が必要です。つい最近まではインターフェロンというきつい注射を使う必要がありま

したが、ほとんどの場合、内服薬のみでの完治が期待できます。この内服を処方するた

めには、「消化器病学会専門医」もしくは「肝臓学会専門医」の資格が必須であり、私

は前者の資格を持っております。札幌で勤めていた時に諸先生のお力により取れたもの

です。ですので、C型肝炎の感染の疑いがある方、治療を今までしていない方はいつでも

   図2 脂肪肝のCT所見 
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御相談下さい。 

●E型肝炎〜日本では珍しい肝炎と言われていますが、北海道では割と多いようです。生

後3ヶ月以内の豚レバー、鹿肉、猪肉を生で食べると感染しやすいようです。症状はA型

肝炎に似ており、急性肝炎を経て治ることが多いです。 

◎肝硬変 

 今までの話でちらほら出て来ていました。肝臓として

は末期の状態です。特に末期の状態を「非代償性肝硬

変」と言います。症状は多彩であり、体が黄色くなり

（黄疸）、おなかに水がたまり（腹水）、食道に血管の

こぶができたり（食道静脈瘤）、おなかの皮膚に血管が

たくさん浮き出たり（メデューサの頭）、傷が出血しや

すい、意識状態が悪くなる、などです。さらに、肝臓に

癌ができやすくなります。こうなりますと、肝臓は元に

戻せませんので、症状に応じた治療を行うこととなりま

す。できるだけ、肝硬変に至る前に手を打っておきたい

ものです。 

◎自己免疫性肝炎 

 中年以降の女性に多い病気です。原因は不明ですが、本来は細菌やウィルス、異物を

攻撃すべき免疫システムが誤って肝臓の細胞を壊してしまいます。診断は少し難しく、

詳しい血液検査と肝臓から組織を採る検査（肝生検）が必要です。治療は免疫や炎症を

抑えるステロイド剤が必要です。ステロイドは副作用がたくさんあり、なるべくなら使

わない方が良いのですが、やむを得ません。肝生検は当院でも行うことができます。 

 

③ 肝臓の病気にならないためには 

 ここまで肝臓の働きや肝臓の病気についてお話ししてきました。最後に、僕なりの肝

臓の病気にならない要点をお伝えします。 

・炭水化物を控えめにする。 

・野菜や果物からビタミン、ミネラルを豊富に摂る。 

・お酒はほどほどに。 

・薬やサプリメントは必要最低限のものだけ飲む。飲まないに越したことはない。 

・生肉は摂らない。海外で生水は飲まない。 

 

 こんなところでしょうか。ここまでお付き合いいただき、有り難うございました。 

 

 

町民医学講座  その110 

 尿路結石症について 

                       外来看護師     横井 紀代美 

 みなさん、こんにちは。H27年より泌尿器科の診療が開始され、

町民の皆様や網走・斜里方面からもたくさんの患者様が来院され

ております。 

 今回は尿路結石について皆様にお伝えしたいと思います。 

  

《尿路結石とはどんな病気？》 

 腎臓で排泄された尿は、尿管を通り膀胱に貯まり、尿道から排

泄されます。その途中で、尿の中に含まれている物質が結晶化して大きくなったものが

尿路結石です。結石は腎杯や腎盂の中で大きくなったり、尿管でつまったりします。小

さい結石であれば、尿と一緒に自然に体の外に排泄されます。 

    図3 肝硬変のCT所見 
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 《どのような症状？》 

 結石が腎臓の中にあるだけでは無症状の場合もありますが、尿管に落ちて、つまって

しまうと色々な症状が出ます。一番多いのが、突然起こる腰や下腹の痛みです。〝七転

八倒の苦しみ〟と言うのも聞いたことがあるかも知れませんが、激痛のため救急外来を

受診される方もしばしばおられます。 

 具体的には、側腹部痛（脇腹の痛み）、下腹痛、血尿、頻尿、排尿後すっきりしない

といった膀胱炎のような症状が出る事もあります。 

  

《命にかかわる事はないですか？》 

 結石がつまった状態で腎盂腎炎をおこすと、腎臓に膿が貯まって敗血症になり、命に

かかわることもあります。痛みだけでなく高熱が出た場合は、すぐに外来を受診して下

さい。 

  

《どのような検査をするのですか？》 

 まずは検尿や血液検査、腹部超音波検査、レントゲン撮影、ＣＴ検査です。ＣＴ検査

は超音波やレントゲンで診断のつかない小さな結石も見つける事が可能です。 

 

《どのような治療を受ける事になるのですか？》 

 5ｍｍ以下の結石は痛み止めや飲水を励行することで、自然に排泄されるのを待ちま

す。10ｍｍを超える結石で痛みを繰り返す場合や、腎盂腎炎、水腎症が増悪する場合は

積極的治療の対象になります。 

 当院では、ＴＵＬ：経尿道的尿管結石砕石術を施行しております。尿道から細いカメ

ラを挿入し尿管内を観察し、ホルミウムヤグレーザーを用いて自然に排泄される大きさ

まで細かく粉砕、または鉗子で除去する方法です。3～4日の入院と手術室での麻酔を要

します。 

 

《再発すると聞きましたが？》 

 尿路結石の再発頻度は高く、体質や日常生活様式が関与していると考えられていま

す。摂取水分の不足、過剰のカルシウム、蓚酸、塩分、糖分、動物性蛋白質、アルコー

ルなどの摂取が結石再発を助長しているとされています。 

 予防について簡単に挙げてみましょう。 

①水分をしっかりとる。１日2リットルほど、水道水、麦茶、ほうじ茶が適しています。 

②適度な運動を続ける。 

③バランスの良い食生活を心がける。 

 予防はいつもの習慣を意識して変えるだけでかなりの効果が期待できます。結石だけ

でなく肥満を予防し、他の生活習慣病を防ぐためにも有効です。 

 結石が出てきたら、捨てずに持参してください。結石の成分を分析して、今後の治

療・再発防止に役立てます。 

 

《終わりに》 

 尿路結石は食生活の欧米化にともない増加しています。尿路結石と診断されても初め

は無症状のことが多く、つい安心して長い間放置してしまいがちです。すると次に受診

した時には大きな結石になっていることがあります。結石が大きくなると治療に難渋

し、さらには腎臓に負担をかけて腎機能を低下させることもあります。 

 

 「もしかしたら…」と感じている方は、お気軽に当院へご相談下さい。   
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 町民医学講座  その111 

 大腿骨頸部骨折について 

                     理学療法士    岸田 千佳 

 高齢となり骨粗鬆症になると、骨が脆弱化して転倒などの比較的

軽微な外力でも骨折してしまいます。今回、高齢者の骨折の中で入

院治療の必要性が最も高いと言われている大腿骨頸部骨折について

説明します。 

 

大腿骨頸部骨折の発生数 

1年間で男性約31,000人、女性116,800人と推計されています。年齢

別の人口10万人あたりの発生率は60～69歳では男性4.81・女性8.11、70～79歳では男性

18.12・女性39.71、80～89歳では男性61.03・女性157.14、90歳以上では男性146.62・女

性313.58と各年齢とも女性に多く、高齢になるほど発生が著明に増加しています。ま

た、屋外よりも屋内での受傷が60～75％と多くなっています。 

 

大腿骨頸部骨折の原因 

骨粗鬆症、加齢による筋力低下、視力・聴力などの低下により転倒し、直接的に大腿

骨を強打し骨折を生じる場合や、足を捻った際に骨折を生じる場合が多くなっていま

す。約90％は転倒によって起こり、寝たきりの原因の第2位に位置しています（第1位は

脳卒中）。 

 

大腿骨頸部骨折の分類 

大腿骨頸部骨折は骨折する場所により、大腿骨頸部内側骨折（大腿骨頸部骨折）と大

腿骨頸部外側骨折（大腿骨転子部骨折）に区別されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     大腿骨頸部内側骨折          大腿骨頸部外側骨折 

治療法 

①保存療法：骨折した足を引っ張り続けて安静・経過観察する 

②骨接合術：骨を金属などの器具で固定して、折れた部分をつける手術 

③人工骨頭置換術：骨折した頸部から骨頭までを切除して人工物で置き換える手術 

 年齢や全身状態（体力の低下など）、合併症、骨折の状況（骨折部の循環の程度、感

染の有無、整復・固定の容易さ）などによって治療法を選択します。大腿骨頸部内側骨

折は血行が絶たれ、骨癒合が困難な為、人工骨頭置換術が選択されることが多く、大腿

骨頸部外側骨折は血流が豊富なため、骨癒合が期待できますが、長期間寝たきりになっ

てしまうため、保存療法ではなく手術を行うことが多くなっています。 

 

リハビリについて 

①リハビリの目的：疼痛の軽減、関節の拘縮予防、上下肢機能低下防止、呼吸機能の維

持、身の周り動作の自立、安全な歩行など 
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②リハビリの実際：関節を動かす運動や筋力をつける運動を行います。また、骨折部位

の状態や痛みの程度を確認し、起き上がる練習や座る練習を始めま

す。座ることが出来るようになると、車椅子への移動練習を行い、

早期離床を図ります。その後、可能な限り立ち上がり練習や歩行練

習を行います。その他に、日常生活動作（トイレ動作・家事動作な

ど）練習など個人に合わせて行います。 

リハビリは手術の有無や手術の方法によって変わってくることがあります。また、全

身状態や認知症などによりリハビリが進まないこともあります。 

 

もし、疑問などがありましたら当院医師やスタッフにご相談ください。 

 

 

 

   編集後記 

                               総合診療科医師     酒井 英二 

 今年の冬は昨年と比べると寒さが厳しく、とても長く感じられるのは私だけでしょう

か？昨年は久々に北海道に帰って来たという緊張感があったせいなのか、それともしば

らくぶりの冬を楽しもうという感覚があったせいなのか、それほど辛くはなかったので

すが、二年目の冬はついつい弱音が出てしまいます。北海道出身者である妻がツルツル

路面で転倒し、骨折してしまった事も大きく影響しているかもしれません。今はただ春

が待ち遠しいばかりですが、この号が発刊される頃には、少しは春の訪れが感じられる

ようになっているでしょうか？ 

 

 さて、新聞記事その他でご存知の方も多いと思いますが、1月に待望の常勤呼吸器内科

医として安井浩樹先生が当院に着任されました。一般に呼吸器内科といえば、比較的大

きな医療機関にしかないことが多く、この規模の病院に赴任して頂いたことは我々医師

にとっても大変ありがたい事と思っています。今後人口の高齢化に伴い、慢性閉塞性肺

疾患（COPD）や呼吸器感染症、肺腫瘍などの呼吸器疾患が増え、呼吸器科の重要性は高

まっていくと思われます。是非、多くの町民の皆さまにもよく知って頂き、もしもの時

はご利用いただきたいと思います。 

  

 そして3月には、長く当院の医療の発展と維持に貢献されてこられた、副院長で内科医

の高正光春先生と、総合診療科医の杉浦有重先生が退職されることにになりました。非

常に多くの患者様が御二人の外来に通院されており、今後はそれぞれの疾患や状況に合

わせて、他医師の外来へ引き継がれる事と思います。 

 また昨年夏より当院外科が休診中となっており、患者様には御不便をお掛けしてまい

りましたが、4月より横山康弘先生が外科医として着任予定となっております。やむなく

一時的に他診療科に通院されていた患者様には、再び外科に戻って治療を行う必要の方

も多いと思います。 

  

 このように今年は3月、4月と外来診療体制に変更が続くため、毎号最終頁に掲載して

いる外来診療案内は3月からのものではなく、4月からの体制を載せました。今までとは

午前・午後の診療時間が変更になる先生の枠もあります。 

 是非、お間違いにならぬよう事前にお確かめの上、御来院ください。 
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外来診療案内 

診療科 時間 月 火 水 木 金 

総合診療科 
午前 酒井英二   酒井英二   酒井英二 

午後   酒井英二   酒井英二   

内科 

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 

呼吸器内科 

午前     安井浩樹 安井浩樹   

午後 安井浩樹 安井浩樹     安井浩樹 

月曜日の午後の診療は総合診療科のお部屋(6番）となります。 

内科    

消化器内科 

午前 西村光太郎 西村光太郎 小林秋人 西村光太郎 小林秋人 

午後 小林秋人   西村光太郎 小林秋人 西村光太郎 

火曜日の午後は内視鏡治療のため休診となります。 

禁煙外来 
呼吸器内科の安井医師、消化器内科の小林医師の診療時間に受診してくだ

さい。 

                                

外科 

午前 横山康弘 横山康弘 横山康弘 横山康弘   

月～木曜日の午後、金曜日の午前・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） 
午後   

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 

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 12：30～16：00 12：30～16：00 

手術等により診察時間の変更や休診となる場合がありますので、詳しくは当院までお問い合わせください。

※ 土日・祝日は休診です   

※受診の際は、下記の診療

体制をご確認の上ご来院願

います。

※平成２９年４月３日（月）からの診療体制です 

電話：0152-73-4111 


