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 町民医学講座  その147 

 歯磨きが心臓病を防ぐ？ 

       循環器内科医師      松井 寛輔 

 世界で最も患者数の多い病気をご存知ですか。それは歯周病です。

日本では成人の8割以上の人が罹患しています。歯周病とは、歯と歯茎

の間にある溝に細菌の塊ができる慢性の細菌感染症のことです（図１）。

この歯周病が

内科疾患にも

影響しているこ

とに、近年注目

が集まっています。 

「歯周病が冠動脈疾患を引き起こ

す」という説を私が初めて聞いたの

は、今から１０年以上も前のことで、当

初は「信じ難い」と思いました。しかし、

歯周病の患者は健常人に比べ冠動

脈疾患の発症が約1.5〜2.8倍高いこ

とが示されると、この説を否定できなく

なってきました。なぜ歯周病が冠動脈

疾患を引き起こすのでしょうか。今回はそのお話をしたいと思います。 

私たちの口腔内には、通常でも約300～500種もの細菌がいます。そのうち、歯周病の原因と

なる菌の種類は約10種類とされています。歯周病の細菌はバイオフィルム（歯垢）というネバネバ

したものに包まれているため、本来、人間の体内に侵入してきた細菌をやっつけてくれる働きを

持つ免疫細胞もその中へ入れず細菌を除去することができません。このため歯周病の予防に

は、原因となる細菌の塊をバイオフィルムごと除去すること、すなわち、日々の歯磨きを主体とし

た歯のケアが大切となります。それでは、この歯周病菌がどのように冠動脈へ影響するのでしょ

う。 

 歯周病菌が冠動脈疾患を引き起こすメカニズムとして３つの説があります。１つ目の説は、歯周

病菌が冠動脈に直接感染するというものです。 

細菌が血液の中に入ってしまうことを菌血症と呼びます。歯周病の細菌が歯肉から血液の中

に入ると、血流に乗った細菌が冠動脈の壁にくっついて壁を傷つけてしまい、傷ついた動脈壁

は動脈硬化を進展させるのです。歯周病が菌血症を合併する頻度は分かりませんが、抜歯、扁

桃摘出手術、外傷などでは予想以上に高い率で細菌が傷口から血液中に入り、菌血症になると

言われています。ですから、歯周病から菌血症になっても不思議ではないのです。菌血症にな

れば重症の敗血症になるのではと不安なりますが、恐れることはありません。たとえ血液中に細

菌が入り込んでも正常な免疫能力があれば通常は問題なく、私達の体内では白血球により細菌

は殺され処理されます。ただ、心臓の弁に異常のある方や人工弁に入れ替えた方は細菌が弁に

付きやすいため、抜歯の際は抗生物質の内服が必須となります。 

歯周病の細菌感染が冠動脈の狭窄を引き起こすという直接の証拠は、残念ながら現在のとこ

ろはありません。冠動脈に歯周病菌が存在しているという証明はされていませんが、大動脈瘤と

いう心臓以外の動脈の病変部位には歯周病の原因菌が存在していたことが証明されています。

このことから、歯周病の原因菌が、大動脈の場合と同様に、冠動脈にも直接感染し冠動脈を狭く

していると考えることは自然な発想だと思われます。 

２つ目の説は、冠動脈疾患の発症に炎症反応を示す指標となるマーカーのCRPが関与してい

るというものです。CRPとは肝臓で合成されるタンパク質で、感染症や腫瘍、膠原病など炎症が

あるときにその値は上昇します。冠動脈疾患患者では、明らかな炎症疾患がなくてもこのCRPが

軽度上昇しており、以前からCRPの上昇、すなわち他の疾患により引き起こされた全身の炎症反

応の持続が、冠動脈疾患を発症させるのではないかと考えられてきました。すなわち、細菌が冠

図１ 歯周病と健康な歯 
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動脈に直接感染しなくても、歯周病により炎症マーカーであるCRPが長い間上昇すれば冠動脈

硬化症も生じやすいということです。ただ、このCRP上昇説については問題もあります。CRPの上

昇が動脈硬化の原因ではなく結果に過ぎない、との意見もあるからです。動脈硬化自体が血管

の慢性炎症なので、動脈硬化そのものがCRPを上昇させているとも言えます。そうなると、歯周病

と冠動脈疾患の関連におけるCRPの役割は弱いように思えます。 

最後に３つ目の説です。歯周病の患者には喫煙者が多いため、喫煙が冠動脈疾患も発症す

るという説です。すなわち、歯周病が直接冠動脈に影響するのではなく、喫煙が歯周病と冠動脈

疾患の両方を引き起こすという考えです。統計上、歯周病と心臓病の関連を喫煙だけで説明で

きるという報告がありますが、一方で、喫煙の影響を除いても歯周病は冠動脈疾患を有意に増や

すという、相反する報告もあります。つまり、喫煙が歯周病や冠動脈疾患に悪い影響を及ぼすの

は明らかですが、喫煙だけで2つの関係を説明できるかどうかとなると、難しいところです。 

以上の３つが歯周病と冠動脈疾患を関連づける説です。では、歯周病と冠動脈疾患以外の

病気との関係はどうなのでしょう。これに関してはいろいろあるようです（図２）。例えば、歯周病は

下肢の閉塞性動脈硬化症にも影

響するようです。冠動脈硬化症に

影響する細菌と下肢の動脈硬化

に関与する細菌はどちらも歯周

病の細菌ですが、それぞれ原因

菌が異なるという報告がありま

す。また、歯周病は糖尿病とも関

連があります。糖尿病の患者は

一般的に感染症を発症しやすい

ので、糖尿病患者に歯周病の人

が多いことは容易に想像できま

す。しかし、驚くのは歯周病の治

療をすると、糖尿病のコントロー

ルが改善するという報告です。歯

周病の細菌は炎症性サイトカイン

という物質を増加させます。この

サイトカインの増加が糖尿病の悪

化に関わっていることから、歯周

病を治療するとサイトカインの増

加も抑えられ、糖尿病のコント

ロールが改善すると報告されてい

ます。この他にも、歯周病は、誤

嚥性肺炎や、関節炎、低体重児

出産などとも関連があるとして予防

や治療の重要性が注目されています。 

 歯周病と冠動脈疾患の関連性について多くの研究が報告されていますが、現在もまだはっきり

とした結論は出ておらず、今後のさらなる研究の推移を見守る必要があります。海外の文献によ

ると、現時点での結論として、①歯周病が冠動脈硬化をきたす機序は確定されていない、②歯

周病患者に冠動脈硬化患者が多いのは事実、③結論が出るまでは口腔ケアをしっかりすべき。

喫煙も当然やめるべき、との３点が述べられていました。 

以上のことから、健康のためには歯科衛生が非常に大切であることは明確です。「なんだ、結

論は歯磨きか！」とがっかりされるかもしれません。でも、逆に考えれば、歯磨きをしっかり行うだ

けで全身の健康管理ができるのです。毎日、食後の歯磨きを習慣にするだけで、虫歯を予防す

るばかりか、歯周病から、心臓病や糖尿病まで予防できるのです。さあ、信じる方も信じない方も

今日から歯磨きを１日２回以上しましょう。歯周病の初期は自覚症状がなく、症状が現れたときに

図２  歯周病に関連する疾患 
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はすでに病気が進行しており手遅れの事も多いようです。早期に歯周病を見つけるためには定

期的な歯科受診が大切です。6ヶ月に一度の予防的な定期歯科受診が勧められています。 

 

 

 町民医学講座  その148 

 健康診断、癌検診をいかすために 

           内科医師             西村光太郎 

はじめに 

 美幌町の皆様、健康診断を受けていますか？受けっぱなしになってい

ませんか？今回は皆さんになじみの深い、健康診断についてお話ししま

す。すでにおわかりになっていることも多いとは思いますし、過去にお話

しした内容との重複もありますが、確認のつもりでご一読ください。 

 健康診断には様々な種類があり、目的は少しずつ異なります。しかし共

通して言えることは、自覚症状とは無関係に、身体の異常がないかどう

か、受診の必要がないかどうか、生活習慣の改善が必要ないかどうかを判断します。検診の種

類、予算などによって、調べる範囲がことなり、単純な検診より、多くの項目のある人間ドックなど

の方がより詳しく調べることができます。 

 

健康診断は、症状などの判断に向きません 

 自覚症状がある方が人間ドックで調べてもらおうというのは、

目的に合った利用法ではありません。胸の痛みがあっても、人

間ドックで異常を指摘されなかったから、「大丈夫だろう」などと

判断しないで下さい。例えば、安静時の心電図で異常がなくて

も、狭心症の可能性は否定できませんし、健康診断で痛みの

原因をきちんと網羅できている訳ではありません。実際の診療

では、健康診断よりも遙かに細かい考察・検討を行い、症状の

原因を突き止めていきます。自覚症状があっても、必ずしも疾

患があるとは限りませんが、だからと言ってぎりぎりまで我慢し

て、受診したときには手遅れにならないように、症状に関しては適切な判断を心がけて下さい。 

 人間ドックや健康診断の結果で指摘事項があり、受診の勧奨があれば、些細なことのように思

われても、必ず受診し医師に相談して下さい。その際には、専門医への受診が勧められている

時を除き、かかりつけ医があれば、必ずまずかかりつけ医を受診し相談して下さい。かかりつけ

医は患者さんの状態をよく把握していますが、検診結果はかかりつけ医にとっても重要な情報で

すので、必ず見せて下さい。よく、「薬を飲まされるから受診したくない」とおっしゃる方がおります

が、検診の結果異常で受診されても、生活習慣の是正などを提案されるだけの方が半数以上を

占めます。医者は薬を出したがる訳ではなく、薬物治療を避けられない方に対し、本人の納得の

上で処方する訳ですから、恐ろしがらずに受診して下さい。かかりつけ医のない方で、特に糖尿

病や高血圧などの生活習慣病を指摘された方は、地域の開業医の先生にまず受診することを

お勧めします。 

 

癌検診について 

 癌検診は、人間ドックなどに含まれるもの、他の機会に受けるものなど様々です。癌検診は、比

較的多く見られる種類の癌で、早期発見がしやすいこと、検診の方法が簡単で安価なもの、早

期発見・早期治療で寿命延長に貢献することがわかっている癌が中心です。希少な癌や、診断

治療の困難な癌は検診に適さず、自覚症状や他の検査の際に偶然に発見されることが多くなり

ます。検診が広く行われている大腸癌、胃癌、乳癌、子宮頚癌などは、患者数も多く、比較的簡

単な方法で検査ができ、例外的な場合を除いて早期発見・早期治療の効果が確立しています。

その中で、今回は私の専門分野である大腸と胃について、やや詳しく説明します。 
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大腸癌検診について 

 大腸癌は便検査を行い、便に微量の血液が混じっていないかを見ています。厳密に言うと、血

液の有無ではなく、便に混じる血液が基準の量を越えていれば陽性とされます。基準の数値を

高くしすぎると見逃しが多くなり、低くすると問題のない方の比率が増え、精査を要する人も増え

ます。そのちょうど妥当なところで線引きを行うのです。大腸癌があっても便が通過したときに出

血がなければ、便検査は正常となります。大腸癌１００個のうち５０個程度は、便検査で正常に出

るといわれています。２回行えば、理論的には１回目で正常とされた50個のうち２５個は陽性とな

り、２回検査を行うことで検査の正確性が増します。大腸癌があっても正常との結果が出て、精査

を行わなかった方でも、翌年に検査を行えば陽性に出る可能性が高まります。一年間で癌は進

行してしまいますが、大腸癌の進行はあまり早くないので、手遅れの可能性は高くありません。毎

年行うことで見落としの影響を最小限に出来ることから、必ず毎年の便検査を受けて下さい。統

計的には、８００名の便検査を行うと２０名程度の陽性者が出てきます。その中で、１名程度の癌

が発見されます。従って、１名の大腸癌患者さんを発見するのに８００名の便検査を要します。検

診対象者全員の大腸内視鏡検査を行うことは出来ませんし、受ける方も大変ですので、このよう

な方法が定着しているのです。捨てるうんこで命を拾うとの言葉がありますが、町民の対象者全

員が必ず年に１回の便検査を受けてください。検診の機会がない方でも、何かの折に受診した

時にご相談下されば、便検査を医療機関で受けることが出来ます。当院や、かかりつけ医に定

期的に通院している方も、主治医に相談して下さい。気になる自覚症状が出てきた方は、検診を

待たずに受診してください。 

 

胃癌検診について 

 胃癌検診に関しては、最近美幌町でも便検査を用いたピロリ菌の検診を行っております。ピロリ

菌陽性の方は、胃癌になりやすいことがわかっています。胃にピロリ菌を持つ方では、一生の間

に、１０名に１名の方が胃癌を発症するという統計的な推計もあります。一方、ピロリ菌に未感染

の方は、きわめて発症率が少なく、一生で５００から１０００名に１名以下とも言われます。ピロリ菌

は乳幼児期に感染するもので、それ以降の感染はほとんどなく、ある時点での判定で十分であ

り、その後の感染の可能性は無視できるとのことです。以上から、わずかな例外を考えても、ピロ

リ菌の有無で、胃癌のリスクが大きく変わることがわかります。従って、検診でピロリ菌の陽性が疑

われた方は、必ず受診して相談して下さい。高齢者では、ピロリ菌の感染が陰性でも、過去に感

染していたために胃が変化して、ピロリ菌が住めなくなって陰性化した方がごく少数おります。こ

のような方は、逆に胃癌の発生率が高いので、要注意です。また、タバコや過度の飲酒の習慣

のあるかたは、食道癌の可能性が高まることから、内視鏡検査が必要です。 

 数万人以上を対象に１０年以上かけて行ったある研究では、ピロリ菌がなく、萎縮（慢性胃炎）

のない胃の４０歳代の女性では、１０年間の追跡で胃癌の発生は２５００名に１名の割合であり、こ

のような方々に毎年内視鏡検査を行っても、２５０００名検査して１名程度の胃癌しか見つかりま

せん。私の様に２０年以上内視鏡検査をしてきた者でも、トータルの検査数は一万人台であり、こ

れがいかに少ない比率かわかります。 

 この程度のリスクの方に検診を行うことは、費用の面でも、安全の面でも、また医療資源の活用

の面でも、とても合理的とは言えません。当院でも人間ドックで毎年異常がなく、ピロリ菌のいな

いことがわかっている方は、胃検診の対象から除外したいと考えております。胃癌は確実に減少

傾向にあり、数十年後は珍しい病気になると思われます。検診対象をきちんと絞りこみ、確実に

早期発見・早期治療に結びつけるには、ピロリ菌の除菌を進めること、除菌後の毎年の内視鏡検

査（除菌しても胃癌の発生率が下がるのに１０年以上かかる）陽性判明者の内視鏡検査が重要

です。それらの方々は実はまだまだ大勢おりますが、検査はごく一部しか出来ておりません。美

幌町から胃癌を減らし、早期発見を進め、進行胃癌を出さないことが我々の目標です。 

 以前から、胃癌のリスク分類として、採血だけで行えるABC検診というものがあります。これは、

次頁の図のように胃癌になる危険を分類して、必要な方に対して検査を行うことを目的としていま

す。最近はピロリ菌の感染者は減少しており、多くの方はこの検査を一度行えば、胃検診は不要
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となるものと考えられます。

これを採用している自治体

や健保組合もあり、すでに

大きな成果を上げていま

す。具体的には、前年に例

年通りのバリウムによる胃検

診（バリウム検査では見落と

しが２～3割あると言われて

います）で胃癌を発見でき

なかった地域で、翌年この

方法を取り入れて対象者を

絞り、内視鏡検査を行った

ところ、10名以上の胃癌患

者さんが発見されたそうで

す。 

 一方、胃癌よりはかなり少

ないのですが、食道癌や他のまれな疾患などの可能性は完全に否定はできないので、タバコを

吸われる方や、飲酒が多い方などは検査をしても良いのかもしれません。 

 胃癌については思い入れもあり、しつこく解説しましたが、重要な点はリスクのある方は定期的

に内視鏡検査を受けること、リスクのない方は受けないことが重要です。リスクの度合いはABC検

診のみならず、一度内視鏡検査を受けるとはっきりわかります。従って、一度も受けたことのない

方は一度検査を受けておくのも良いのかもしれません。そして毎年、2年に1回、3年に1回、不要

な方など様々ですが、医師の指示に従って下さい。 

 

 最後に 

 健康診断は多くの方々の健康を見守る大切な役割があります。健康診断をうまく活用して、健

康増進や疾患の早期発見に努めましょう。検診はその後の活用が非常に重要です。検診を受

けっぱなしにしないで、指摘事項や不明な点があれば、必ず受診して医師に相談して下さい。

健康診断をきっかけに禁煙に挑戦した方も多くなっております。少しでも皆様の健康づくりのお

役にたてればと思います。 
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 帯状疱疹 

           総合診療科医師         酒井 英二 

 美幌町のみなさん、こんにちは。 

 3月に入り、春が待ち遠しい季節になってまいりましたが、いかがお過ご

しでしょうか？季節の変わり目には何かと体調を崩しやすく、抵抗力が落

ちやすくなりますが、

そのような時に注意し

たい病気の一つに帯

状疱疹があり、私が

受け持っている総合診療科を受診される患

者様もいらっしゃいます。  

 今回はこの帯状疱疹について、みなさんと

一緒にすこし勉強してみたいと思います。 
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1.症状 

 まず2、3日～1週間ほど先行して体の片側に起きる違和感～

強い痛みの前駆症状があります。その後、痛みの部位に水疱

（水ぶくれ）を伴う発疹が神経分布領域に沿って帯状に現れま

すが、体の正中（真ん中）を超えることはありません。この症状

は、通常3～4週間ほど続き、水疱は徐々に破れ、痂皮（かさぶ

た）化しながら治癒していきます。この間も痛みは続き、軽い痛

みですむ方もいますが、夜眠れない程の強い痛みに悩まされる

方まで、個人差があります。 

 

 

 

2.原因 

 原因は唯一、水痘（水ぼうそう）ウイルスです。水痘

は１０歳以下の子供の約９０％がかかる感染症です

が、治った後もウイルスは体の神経節（神経の細胞が

集まった部分）に何十年も潜んでおり、普段は免疫力

によって活動が抑えられています。ところが中高年に

なり、ストレスや疲労、感染症、悪性疾患、生活習慣

病などによって免疫力が低下すると、急にウイルスが

暴れだすのです。ウイルスは神経に沿って移動し、皮

膚に到達し、帯状疱疹を発症させます。 

 

 

3.疫学 

 日本では帯状疱疹は年々増加傾向で、年間約６０万人の発症があり、80歳までに約３人に1人

が経験すると推定されており、５０歳以上が患者の約７割を占めます。季節的変動は、水痘の季

節性流行ほど明らかではありませんが、水痘とは逆で、冬に減少し、夏に増加する傾向がありま

す。 

 

4.合併症・後遺症 

①帯状疱疹後神経痛 

 帯状疱疹の皮膚症状

が治まった後も、何か

月、時には何年も痛み

だけが残ってしまうこと

があります。一般的に

は帯状疱疹発症後３～

６か月以上経過しても

続く痛みを指し、特に５

０歳以上では約２割の

患者が、このような状態

に移行すると言われお

り、年齢が高くなるほど

移行率が高くなります。 

②その他合併症 

 一般的な合併症として、発熱や頭痛がみられることがあります。また、顔面の帯状疱疹では、角

膜炎や結膜炎などを起こすことがあります。その他、稀に耳鳴りや難聴、顔面神経麻痺などが生
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じることがあります。これをハント症候群と呼びます。 

 また最近、帯状疱疹にかかったあとに脳卒中（脳梗塞、脳出血など）のリスクが高くなるという海

外の報告が注目されています。特に顔面、その中でも目に近い場所に出た場合は更にリスクが

高くなるとされており、帯状疱疹後の数日から3か月程度は注意が必要とされています。これはウ

イルスが脳血管に入って炎症を起こしやすいことが原因として指摘されており、早期治療によりリ

スクが低下することも報告されています。 

 

5.治療 

ウイルスの増殖は皮膚症状の発症から７２時間でピークに達するので、出来るだけ早期にウイ

ルス増殖を抑える抗ウイルス薬による治療を行うことが大切で、悪化を防ぎ、回復を早めることに

つながります。また、帯状疱疹による合併症や、後遺症である帯状疱疹後神経痛のリスクを軽減

する効果も期待できます。抗ウイルス薬は内服が一般的ですが、重症の場合は、入院して抗ウイ

ルス薬の点滴が必要なこともあります。 

その他の治療として、抗ウイルス薬のほかに、炎症や痛みを鎮める消炎鎮痛薬や、激しい痛

みのある場合には神経に直接痛みを抑える薬剤を注射する「神経ブロック」を行うこともありま

す。 

 

6.予防 

 ２０１４年１０月に小児に対する水痘ワクチンが定期接種化されて以降、水痘の流行が激減し、

高齢者が水痘患者と接する機会が減ったことで、追加免疫効果を得られず、帯状疱疹ウイルス

に対する抗体価が低下している可能性が指摘されています。そのため、高齢化による影響に加

え、帯状疱疹の更なる増加に繋がることが予想されています。これを受けて、２０１６年から我が

国でも、５０歳以上の方を対象に帯状疱疹を予防する目的で、水痘ワクチンを接種することがで

きるようになりました。予防接種は帯状疱疹を完全に防ぐものではありませんが、たとえ発症

しても症状が軽くすむという報告があります。 

 ただ、発熱者や重い急性疾患にかかっている方、免疫不全や治療による免疫抑制状態の方、

妊娠している方、その他医師に予防接種を受けない方がよいといわれた方は接種を受けること

はできませんし、その他の持病や既往によっては接種判断に注意を要する場合もあるので、ま

ずは主治医やかかりつけ医に相談してください。 

 また現在のところ、ワクチンによる帯状疱疹の予防効果がいつまで持続するのかについては明

確な答えは出ておらず、接種後3～11年で予防効果が減弱するという報告もあり、長期的な予防

効果に関する正確な評価には、まだ時間がかかるようです。 

 

帯状疱疹は免疫力の低下によって発症するため、その予防にはワクチンだけでなく、日

頃の体調管理も重要です。食事や睡眠をしっかりととり、適度な運動をし、出来るだけストレ

スを減らし、免疫力を低下させないよう心掛けていただきたいと思います。 
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 骨密度について 

           放射線科技師           生駒 健覧 

 みなさん、こんにちは。屋外はまだ滑りやすく、まだまだ骨折の多い時期

です。と言うことで、今回は骨密度の話をします。 

  

 当院ではDEXA法を用いた骨密度測定装置を導入しております。 

＜どのような検査ですか？＞ 

 DEXA法とはDual Energy X-ray Absorptiometry法の略で、エネルギー

の低い２種類のＸ線を使って測定します。 
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 検査は台に五分ほど寝ているだけです。測定部位は基本的

に腰椎や脚の付け根（大腿骨近位）の骨密度を計測します。

検査に影響があるものがあれば、あらかじめ外していただきま

す。湿布、カイロ、洋服のボタン、ズボンのチャック等です。 

 

＜骨密度が低下する主な要因とは？＞ 

 骨密度が低下する要因として挙げられるのは ①運動不足 

②カルシウム 、ビタミンＤ不足  ③無理なダイエット ④塩分

の摂り過ぎ ⑤喫煙 ⑥アルコールの過剰摂取 ⑦閉経によるエストロゲンの欠乏 ⑧加齢など

があります。 

 

＜骨を鍛えましょう！＞ 

 骨は日々生まれ変わっています。骨

細胞が新陳代謝を繰り返し、約半年で

新しい骨細胞が作られます。血液中の

カルシウムは一定に保たれているため、

不足すると骨からカルシウムが溶けだす

量が増え、骨はもろくなります。骨を鍛え

る、つまり丈夫にするには、 材料となる

カルシウムを毎日の食事に取り入れるこ

とがポイントです。また骨の強さを保つ

ためには、カルシウムだけでなく、カル

シウムの吸収を助けるビタミンD、骨を造

るのに重要なビタミンKを多く含む食品を摂ることも大切です。それ以外にも野菜や果物、タンパ

ク質などさまざまな食品をバランス良く摂ることが基本になります。 

 骨には負荷がかかると、その負荷に応じて骨自身を強くする仕組みがあります。運動によって

骨に負荷が加わると、骨に弱いマイナスの電気が発生してカルシウムを呼び寄せ、骨にカルシウ

ムが沈着しやすくなり、骨密度を高めます。さらに、体を動かすことで骨の血流がよくなるため、

骨芽細胞の働きが活発になり、骨がつくられやすくなり骨密度を高めることができます。適度な運

動を心がけましょう。 

 

＜いつ頃から検査を受けたらいいの？＞ 

 先に挙げた、ダイエットによる栄養不足や閉経も骨密度低下の要因であるため、骨密度が低下

しやすいのは女性だということがおわかりいただけると思います。実際に骨粗鬆症の患者の80％

が女性です。 

 わが国では、40歳以降の女性を対象に5年刻みに骨密度の節目検診を行う自治体が多くなっ

ています。 特に閉経後の女性は、可能であれば1年に１度検診を受けるとよいとされています。 

 

＜おわりに＞ 

 みなさん、ご自分の骨密度は大丈夫ですか？ 

 「私はあまり外出しないし、気を付けてるから大丈夫！」と思っている方もいらっしゃるでしょう

が、実は意外にも高齢者の転倒による骨折の多くが家の中で起こっています。さらに骨粗鬆症の

方であれば、転んでもいないのに骨折している「いつのまにか骨折」などと呼ばれるものまで起こ

りえます。 

 ご自分の骨密度は大丈夫か、１度受診されてはいかがでしょうか？ 
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 油（脂質）って悪者？油の使い方・摂り方について考えて見ましょう 

          管理栄養士             竹田 未来 

 病棟に入院されている患者様から、「栄養士さん、広報誌の一期一会

で、ぜひ油の使い方について書いてくれませんか？」というリクエストをい

ただきました。また日々の栄養指導の中でも「油の種類

でカロリーって変わるの？」、「オリーブオイルは身体に

良いのよね？」などの油に関する質問も多くいただくこと

がありますので、今回は油（脂質）にまつわるお話をさせ

ていただきたいと思います。 

 

油（脂質）の働き 

油（脂質）は炭水化物、たんぱく質と並ぶ三大栄養素の一つです。油はカロリーが高く太る原

因と考え、使うことを避けている方も少なくないかと思いますが、減らしすぎは便秘や肌のカサつ

き、また女性ホルモンの分泌低下の原因となります。摂りすぎはよくありませんが、油（脂質）は私

たちの身体に必要な栄養素の一つです。 

 

疲れている油（酸化した油）は危ない・・・ 

揚げ物に使う油は数回使いまわして捨てる方も多いかと思いますが、何度も繰り返し使用した

油から変な臭いが出てきたり、粘り気や加熱したときに泡が消えにくくなっ

たりすることはありませんか？この加熱により油が酸化した状態を「油が疲

れている」状態といいます。また油は長期にわたって保存していると、その

過程で空気中の酸素、光、熱、金属、微生物などの作用によっても酸化し

ます。この疲れている油を使っていると活性酸素や過酸化脂質という有害

物質が体内で増えることにより、細胞膜にダメージを与え、組織の老化や

脳卒中、動脈硬化などの病気を引き起こす原因になります。 

                              

油の種類・特徴について 

みなさんはごま油、こめ油、オリーブオイル、えごま油、この4つの中で1番カロリーの高い油は

どの油だと思いますか？ 実はどの油も大さじ1杯（12ｇ）110kcalです。よくどの油を使ったらカロ

リーが抑えられますか？と聞かれますが、カロリーはどの油も同じです。いろんな種類があると同

時に原料によってそれぞれ特徴があります。 

ごま油…ごま油は大きく分けて2種類あります。焙煎ごまを絞った茶色のごま油は独特の風味が

あるので、風味を生かした炒め物や揚げ物に、ごまをそのまま絞った透明のごま油は和え物や

お菓子作りに向いています。 

 

こめ油…米ぬかから作られた油です。揚げ物に使うと脂っこくなくさっくり仕上がります。 

 

オリーブオイル…加熱しすぎると酸化しやすいので軽い炒め物やそのまま料理にかけるのがお

すすめです。 

 

えごま油…しそ科の植物えごまのタネから作られたのがえごま油で別名しそ油と呼ばれ、ごま油

とは別物です。加熱すると酸化しやすいのでドレッシングなどに活用するのがおすすめです。 

 

アマニ油…亜麻（あま）という植物のタネから採取される油。えごま油と同じく熱に弱く酸化しやす

い油ですので、サラダのドレッシングに活用したり、魚のカルパッチョ・魚のマリネにかけたりする

のも良いでしょう。 
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上手に油（脂質）とつきあいましょう 

1.食事を摂るときは油の使った料理を重ねない 

揚げ物や炒め物と一緒に食べるものは、お浸しや酢の物など油の使わない野菜のおかずを

組み合わせ、食事バランスを整えるようにしましょう。調理に使う油は1人あたり1日大さじ1杯（12

ｇ）程度が目安です。また野菜を食べようという意識からマヨネーズやドレッシングたくさんかけた

野菜サラダなどは逆に油（脂質）の摂りすぎを招いてしまうので注意しましょう。 

2.疲れた油は使わない 

いやな臭い、粘り気、煙、泡が消えない・・・などの違和感のある油は油が疲れている状態です

ので使わないようにしましょう。この状態はフライ油も交換サインです。油の容器開封後は1～2か

月に使いきることが目安。お得だからといって大きいものを買うと、2か月以内に使いきれない可

能性が高くなるので、ご家庭の使用状況に合わせたサイズを購入することも大事です。また、光

でも酸化は進むため、透明な容器よりも遮光性のあるものを選ぶことや、保存しておく場所も暗く

て涼しい場所に保存するようにしましょう。 

3.用途によって油を使い分けてみましょう 

先ほどもお話したように、調理の用途に合わせて油を使い分けてみましょう。たとえば風味を生

かした中華料理や韓国料理などには焙煎ごま油を、手作りドレッシングを作るときはオリーブオイ

ル（中でもエキストラバージンオイル）やえごま油、アマニ油を、また最近流行りのココナッツオイ

ルをコーヒーやホットミルクなどに入れ、スペシャルドリンクとして飲まれる方もいます。料理によっ

て油を使い分けることで料理の幅がぐんとあがり、上手に仕上がります。 

 

 良い油というのは、酸化されてないピチピチの油といえます。使い方によって良いところがたくさ

ん引き出せますので、油（脂質）は悪者と思わず、食卓のヒーローとなる使い方をしてみましょう。

また、持病のある方はそれぞれの症状にあわせた食事療法が必要ですので、主治医に相談し、

指導を受けながら実行していきましょう  

 

 

 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2月初旬、全国各地でインフルエンザが猛威を振るっています。1月末ま

での推定患者数では、過去10シーズンの最大数を上回ったようです。現時点で、当院外来で診

断されているインフルエンザのほとんどはA型のインフルエンザですが、今年は2種類のA型イン

フルエンザが確認されているため、一度A型と診断され完治しても、違うA型のインフルエンザに

感染する可能性もあり、注意が必要です。また例年、A型インフルエンザは12～2月に流行するこ

とが多く、今後は春に向けてB型インフルエンザが多くなってきます。B型は、A型に比べて高い

熱が出ないことも多く、インフルエンザと気づきにくく、知らずに周囲に広げて流行につながること

もあります。またA型に比較して、下痢などの消化器症状が多いことも特徴です。  

 インフルエンザは飛沫感染と手指を介しての接触感染で広がっていきます。予防には、既に在

庫がなくなっているワクチン接種の他、適切な手洗い、マスクの着用、そして人混みを避けること

です。マスクは感染している人が着用することで、感染を防ぐはたらきの他、ウイルスが付いてし

まった手が口や鼻に直接触れることを防いでくれます。 

  

 皆さん、まだまだ寒い日は続く�月ですが、温かい春を迎えるまでもうちょっと頑張りましょう！ 
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外来診療案内 
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 

※ 土日・祝日は休診です   

電話：0152-73-4111 

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 午前   松井寛輔   松井寛輔   

循環器内科 午後 松井寛輔   松井寛輔   松井寛輔 

内科 午前     安井浩樹 安井浩樹 安井浩樹  

呼吸器内科 午後 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    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 

消化器内科 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  

午後       

午後及び金曜日は手術等により休診となります。 

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） 

  午前   野崎哲夫   野崎哲夫   

泌尿器科 午後 野崎哲夫   野崎哲夫     

  金曜日は、手術により休診となります。 

  午前   野崎哲夫   野崎哲夫   

腎臓内科 午後 野崎哲夫   野崎哲夫     

  金曜日は、手術により休診となります。 

                    

婦人科 
午前     小松孝之  小松孝之 小松孝之 

午後 小松孝之 小松孝之       

                                                                

脳神経外科 
午前 宮澤隆仁  

月2回指定日  
        

午後 

                                                                

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 


