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概説１ 尿路とは？ 

 尿路感染症という言葉は、一般町民の皆さんには聞き慣れない言葉か

も知れません。尿路というのは文字通り、尿が流れる路（みち）です。 

 さて、昨年の「一期一会」第２号に書いた「町民のための医学講座 その２５」の内容の大事

なところを復習します。腎臓の働きの中で最も重要なのは、血液の量と成分を一定に保つこと

でした。どうやって一定に保っているかというと、血液から尿をこし取って作り、尿の量や成分

の濃さを微調整して変化させることによって、血

液の側を一定に保っているのでした。 

 図１を参照して下さい。そのように左右２つある

腎臓で作られた尿は、腎臓の腎盂（じんう）という

ところに集合して、左右２本の尿管を通って膀胱

に貯まります。そして膀胱がある程度いっぱいに

なると、尿道を通って、尿道口から尿が外に出ま

す。 

 すなわち尿路とは、腎盂→尿管→膀胱→尿道

という、尿の流れる路ということです。 

 

概説２ 尿路感染症とは？ 

 通常私たちの尿と尿路は無菌状態に保たれて

います。尿路は尿道口で体の外と通じています

が、通常は少々細菌などの微生物が進入して

も、新たな尿で洗い流されるため、微生物が繁

殖することはありません。しかし、大量の微生物が進入したり、洗い流す尿が足りなかったり、

体が疲れて弱っていたりといった原因があると、尿路に微生物が繁殖、すなわち感染を起こ

すことがあります。 

 尿路に感染を起こし、それによる炎症の症状が出現することを総称して、尿路感染症といい

ます。尿路感染症のほとんどは、尿道口から尿道→膀胱→尿管→腎盂と尿の流れに逆行し

て（上行性）、微生物が繁殖して感染したものです。感染が尿道にとどまれば尿道炎、膀胱ま

で至れば膀胱炎です。実は、尿管炎というのは理屈の上では当然あるのですが、診断や治

療の上で膀胱炎と区別する意味がないので、そのような病名は使われません。そして、感染

が尿管の更に上、腎盂にまで及んだ場合は、単に腎盂炎と呼ぶこともありますが、感染による

炎症が腎実質にも波及するので、腎盂腎炎という病名が通常です。 

 すなわち尿路感染症とは、尿道炎、膀胱炎、腎盂腎炎の総称です。実は男性の場合、尿路

感染症としての前立腺炎ほかの尿路感染症もありますが、比較的頻度が低いので、今回は

説明を省きます。 

 

尿路感染症が女性に多いのはなぜ？ 

図図図図    １１１１    
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 通常はこの病気にかかるのはほとんど女性です。男性の場合は、膀胱から出た尿道は、前

立腺の中を通り、図には書いてありませんが、次に陰茎（ペニス）の中を通って尿道口に至る

ので、尿道は16〜20cmの長さがあります。一方、女性の尿道は4〜5cmの長さです。このよう

に、尿道口から膀胱までの距離が構造的に男性よりも女性のほうが短いためです。男性の場

合は感染が膀胱まで及ぶことはまれと言われていましたが、昨今、高齢化が進んだことに

よって、特に高齢の男性では珍しくありません。 

 

泌尿器科医による専門的検査が推奨される場合 

 尿路感染症は日常よくある疾患です。何科の専門疾患かといわれれば、泌尿器科というこ

とになりますが、通常はまず内科で診ます。腎臓と一部関係ありますが、特に腎臓内科が診

るべき専門疾患でもありません。 

 原因となる病原微生物は大半が大腸菌なのですが、大腸菌などの腸内細菌以外が原因の

場合や、しばしばこの病気を繰り返したり慢性化する場合、高齢者ではない男性がこの病気

にかかった場合などは、尿路結石や膀胱尿管逆流などの泌尿器科的な疾患を合併している

可能性があります。それらを専門的に検査する必要があるときには、泌尿器科への紹介が推

奨されます。 

 

尿路感染症の症状 

 尿道炎の症状は、尿道のしみるような排尿痛です。膀胱炎の症状は、尿道炎より強い排尿

痛、頻尿（ひんにょう）、残尿感です。感染が膀胱炎にとどまっている場合には、尿路感染症

の症状としての発熱はないと考えられます。ただし、風邪による発熱に膀胱炎を併発するとい

うことはあります。 

 腎盂腎炎の主症状は、悪寒やふるえを伴う発熱、腰背部痛、倦怠感です。食欲不振や嘔

気・嘔吐などの消化器症状を伴うこともあります。また、腎盂腎炎には、感染の経路から考え

ればお分かりだと思いますが、膀胱炎も起こしていることも多く、その場合は膀胱炎の症状も

伴います。 

 尿路感染症は日常診療で頻度の高い疾患であり、後ほど予防の項で述べるように性交渉

が本症の発症に関連することから、性的活動期と言える年齢の女性が発熱で受診した場合

には、常に腎盂腎炎の可能性を考えます。 

  

尿路感染症の診断 

 上記の症状があって、尿検査（尿沈渣）で炎症細胞である白血球が増えているのを認めれ

ば、ほぼ診断は確定します。尿沈渣で細菌を認めれば、より確かな診断です。しばしば赤血

球の増加も認めます。尿培養で原因微生物を特定すれば、診断としては完璧ですが、必ず

しも全ての尿路感染症に対して培養検査を行う必要はないでしょう。泌尿器科的基礎疾患を

合併している可能性が高いと思われる再発時や、免疫機能がかなり低下するような基礎疾患

がある場合には、培養検査を必ず行います。 

  

尿路感染症の治療 

 原因となる微生物に効く抗生物質の投与を行うことが基本です。通常は大腸菌なので、培

養検査を提出したらすぐに、大腸菌に効果のある抗生物質の投与を開始します。腎盂腎炎
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では通常、入院して抗生物質の点滴注射の必要がありますが、腎盂腎炎でも比較的軽い

場合や、膀胱炎、尿道炎では、飲み薬の抗生物質を使います。 

 飲み薬の中では、キノロン系と呼ばれる種類のものが最も多く使われます。それは体内で

変化を受けずに腎臓から尿路に薬が行きわたるため、尿路感染には効果が高いとされて

いるからです。しかし、膀胱炎や尿道炎で、尿の炎症所見や細菌の発現が比較的弱い場

合には、副作用や耐性菌の問題から、キノロン系を使うのを避けた方が良いこともあるで

しょう。 

 腎盂腎炎の場合、抗生物質のほかに、発熱や腰背部痛などの症状を抑えるために、解

熱消炎鎮痛剤の坐薬ないしは内服薬を使用したり、尿量を確保するためや発熱による衰

弱・脱水を改善するために、補液（水分と電解質の点滴）を行うこともあります。 

 膀胱炎では、抗生物質のほかに、頻尿などの症状を改善する薬を併用することもありま

す。 

 

尿路感染症の予防と注意点 

 膀胱炎を含め、すべての尿路感染症には予防のため以下のような注意が必要です。女

性の場合、外出先で排尿するのがどうしても男性に比べて面倒なために、ついつい尿を我

慢したり、排尿回数を減らすために水分をとるのを控えることがありますが、尿路感染の予

防という観点ではよくないことは明白です。尿路感染を起こしやすい人は、なるべく水分を

多くとるように心がけましょう。 

 もう１つ大切なことは、急性腎盂腎炎は性交渉の際に感染が起こる場合が多いとされるこ

とです。できる限り清潔な状況・環境に配慮することが、尿路感染症の予防には大切です。 

 

非定型的な膀胱炎は冷え性の女性に多い 

 若い女性や中年女性に多いのですが、膀胱炎の排尿痛、頻尿、残尿感などの症状が強

いのに、尿検査での炎症や細菌の所見に乏しい例をしばしば経験します。その中には尿

路感染症とは違い抗生物質が効かないが、症状が比較的強烈な「間質性膀胱炎」という疾

患もあるとされます。また、いわゆる冷え性の体質の女性の場合、膀胱炎症状を起こしやす

いといえます。冷え性の女性は尿路感染症も起こしやすいのですが、尿所見に乏しく、純

粋な尿路感染症とはいえない非定型的な病態も多いと考えられます。 

 いずれにしても、尿所見に乏しい膀胱炎症状、抗生物質がなかなか効かない膀胱炎症

状のときは、漫然と抗生物質ばかり続けるより、症状を抑える薬（例えば漢方薬や過活動性

膀胱治療薬）の方が有効かつ有益です。 

 冷え性の女性は、例えば冷房の効いたオフィスで長時間座るような場合は、なるべく体を

冷やさないような着衣や膝掛けなどの工夫をしましょう。 

  

尿路感染症の経過と予後 

 尿道炎や膀胱炎のみで大事に至ることはありませんが、治療の反応が悪いとき、それらを

繰り返すときには、泌尿器科的な合併症などがないか調べる必要があります。 

 合併疾患のない急性腎盂腎炎の場合、安静と抗生物質の投与により、数日から1週間程

度で自覚症状は消失し、治癒後の腎機能への影響もありません。しかし、治療が遅れると

敗血症（血液中に細菌が繁殖し重篤な病状になること）の原因になります。敗血症など重
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症の場合は、抗生物質の投与を２週間程度続ける必要があります。まれではありますが腎

盂腎炎が慢性化し、中には治療への反応が悪く慢性腎臓病の原因となり、末期腎不全から

透析に至ることもあります。 

 尿路感染症は日常よくある疾患ですが、決して甘くみることはせずに、きちんと医療機関

を受診し、病状によっては泌尿器科へ紹介を受ける必要があります。 
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    PM2.5PM2.5PM2.5PM2.5と心臓病と心臓病と心臓病と心臓病    

      循環器内科循環器内科循環器内科循環器内科    医師医師医師医師    松井松井松井松井    寛輔寛輔寛輔寛輔    

 最近、「PM2.5」が話題になっています。これは、石炭や石油を燃焼す

る火力発電所や、ガソリン車・ディーゼル車の排気ガスから生じる直径

2.5ミクロン以下の微小粒子物質（particulate matter）のことです。以前

から、PM2.5が呼吸器疾患に悪影響を及ぼすことは知られていましたが、今年２月の欧州

心臓病学会雑誌にこのPM2.5が心臓病の発症にも影響するとが報告されたことで、改めて

話題となりました。英国ロンドン大学が急性心筋梗塞などで入院した１５万人以上の患者を

対象に３年以上追跡した結果、PM2.5が１ｍ３あたり10μg(マイクログラム)増えるごとに死亡

率が20%増え、死亡者の12%にあたる人がPM2.5の人為的な発生により亡くなったと推定しま

した。それ以前にも、米国では約120万人を対象にしたデータからPM2.5が1m3あたり10μg

増えるごとに肺癌による死亡率が8%、心肺疾患による死亡が6%増えると報告されており、２０

０４年、米国心臓学会はPM2.5が心臓病の罹患率と死亡を増やすと報告しています。 

 

日本では、PM2.5の環境基準値は大気１m3当たり35μg以下とされ、一日平均の値が70

μg以上となると「注意喚起」が発表されます。実際には、一時間値が85μg以上になると一

日平均が70μg以上となる可能性が高いので、85μg以上になった時点で「注意喚起」が行

われます。一方、中国北京市では最高993μg/m3というとんでもない高値になったこともあり

ます。困ったことに、３月から６月にかけてPM2.5は偏西風にのって日本に降り注いできま

人工衛星で見た人工衛星で見た人工衛星で見た人工衛星で見たPM2.5PM2.5PM2.5PM2.5の分布の分布の分布の分布    



６ 

す。北海道ではあまり注目されていませんが、現在では日本全国のPM2.5の値が連日イン

ターネットで公開されています。 

 

それでは、実際日本にはどれほどのPM2.5が飛来しているのでしょう。図１は世界の

PM2.5の分布を示していますが、中国で発生した高濃度のPM2.5がかなり西日本に飛来し

ていることが分かります。福岡市では今年２月２３日、PM2.5の計測値が104μgと無視できな

いレベルに上昇していました。 

 

一方、PM2.5は日本でも発生しており、主要幹線道路沿いでは基準値を上回るところも多

いとされています。PM2.5のうち、西日本では中国からの影響が５０％、関東では３０％と推

測されています。ただ、この値はここ１０年間あまり変化しておらず、中国からの飛来による汚

染報道にあわてないで冷静に対応することが必要です。 

 

 では、私たちはどのような対策が取れるのでしょうか。中国の発生源を絶つことが最も大

切ですが、直ぐにそのような対策が取られるかは疑問です。日本をはじめとする先進国が中

国へ技術支援することも必要ですが、それだけをのんびりと待つのではなく、私たち自身が

今できる防御策を講じなくてはなりません。その具体的な方法について次に述べます。 

① 適時、PM2.5の警報を確認して、PM2.5の値が高い時はなるべく外に出ない。 

② 室内ではPM2.5対策のある空気清浄器を使用する。 

③ タバコは吸わない。PM2.5の危険性よりタバコの危険性のほうが高い。室内の掃除機使

用も控える。 

④ 外出する時は、N95など防御効果の高いマスクを使用する。PM2.5は粒子が小さいため

通常のマスクでは捕捉できない。Ｎ９５の規格を有するもので品質保証されたものが安

心です。ただ、顔とマスクの間に隙間ができないようなフィット感の良いものを選ぶことが

大切。 

 

健康な人であれば過剰に心配する必要は有りませんが、幼い子供や高齢者、特に心肺

疾患を有している方は注意したほうが良いと言われています。 

 

    町民医学講座町民医学講座町民医学講座町民医学講座    その４２その４２その４２その４２    

  感染症の話その感染症の話その感染症の話その感染症の話その2222        予防接種について予防接種について予防接種について予防接種について    

                                小児科小児科小児科小児科    医師医師医師医師        高橋高橋高橋高橋    富彦富彦富彦富彦    

 今年度（2013年）から、ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチン、子宮頸

がんワクチンが、定期接種に加わりました。2年前から予算措置で、無料

接種はできたものの（自治体によって異なります）任意扱いのままだった

ものが、やっと定期化されました。さらに水ぼうそう、おたふくかぜ、B型肝炎、成人の肺炎球

菌の定期化を日本小児科学会などが要望しているようですが、国はまだ認めてくれません。

消費税増税の口実のひとつとして、定期化されるのではという噂がありますが、子どもを政治

に利用して欲しくはありません。 

 このように、予防接種には医学的な理論だけではなく、法律で規定される面倒な側面があ
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るので少し複雑です。 

 そこで今回は、感染症の話その2として予防接種について少し書くことにします。しかし、

予防接種について詳しく説明すると一冊の本になるくらい膨大になります。それほどの知識

はありませんから、今話題になっていることを中心に私の知っていることを書こうと思います

ので、少し、という訳です。 

 

    定期接種と任意接種 

 定期接種は、「国が接種を勧奨（勧奨接種）し、市町村長が接種を行わなければならな

い」と定められている予防接種です。対象となる人は、「受けるように努めなければならな

い」とされています。万が一健康被害が起こったときは、予防接種法によって救済されま

す。簡単に言うと国が、”お金を出してあげるから接種した方がいいよ。”と勧め、その代わ

り”何か問題があったら、手厚く補償してあげますよ。”というワクチンです。ただし、法律に

則って行われるので、対象年齢や接種間隔を守らないと任意扱いとなります。 

 これに対して任意接種というのは、予防接種法に定められていないワクチンや前述のよう

に定期接種からはずれてしまった場合です。任意接種は、原則として費用は自己負担で、

健康被害の救済は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法という長ったらしい名前の

法律が適用されるのですが、予防接種法の補償よりもかなり低いそうです。 

 

VPD（Vaccine Preventable Diseases） 

 VPDという略語が、最近のキー

ワードです。これは、ワクチンで

予防可能な病気という意味の英

語の略です。ワクチンが使える

のだから、国として、親として、自

然感染で重症化するよりは、予

防してあげるのが当たり前だとい

う考え方です。（日本では、自然

感染してしまった方がよいと考え

る保護者も多いのですが、重症

化率や死亡率は、圧倒的に予

防接種の方が少ないです。ただ

し、予防接種を受けても、100％

防げるわけではなく、不幸にして

重篤な副反応が出ることもある

のも事実です。） 

 我が国は、先進国と自負しな

がら、他の先進国と比べ、無料

でできる定期予防接種の種類が

大変少なく、接種率も低い傾向

にありました。そのためワクチン

後進国と言われ続けています。 

 日本で接種できるワクチンを表にしてありますが、小児に接種できるワクチンのうち、B型

肝炎、ロタウイルス、おたふくかぜ、みずぼうそう、インフルエンザの5種類が、未だに任意
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接種です。ちなみにA型肝炎は、我が国では16才以上にしか認可されていません。WHO

（世界保健機関）は、世界のどんなに貧しい国の子供たちにも、これらのワクチンを定期接

種として、つまり無料で接種するように勧告してるそうです。そういう国と比べると日本はとて

も裕福なのに残念です。 

    義務接種と勧奨接種 

 先程書いた勧奨接種というのも問題です。外国は、基本的に義務接種です。日本も昔は

義務接種だったのですが、種痘禍事件などの影響で、1994年から、法による強制・義務接

種を国民の努力義務に変えてしまいました。国民性の問題もあるのですが、当然接種率は

低下してしまいます。 

 

    集団接種と個別接種 

 昔、保健所や学校で集団接種をしていたのを記憶している人も多いでしょう。集団接種

は、法で禁止されてはいませんが、学校側は反対しているようですし、いろいろな事情か

ら、地方自治体も多くの予防接種を個別接種に変えてきています。美幌町も今年度から、

BCGが個別になりました。この個別化も当然、接種率を下げます。現在の外国の実情はよく

知りませんが、以前読んだ文献では、アメリカでは、集団乳児健診の時に予防接種を行うと

書いてありました。 

 

    予防接種後進国からの脱却 

 何年か前まで日本国内では、麻疹（はしか）の自然流行が続いており、私も十数年前まで

は、かなりの患者さんを診察しました。はしかは、死亡率が高く、救えなかった子どもも複数

いました。そのため、長い間、欧米から”はしか輸出国”と非難されていました。しかし、やっ

と最近、ワクチンの2回接種が定着し、発生が少なくなりました。 

 2年前からヒブワクチンや肺炎球菌ワクチンが無料になり、昨年からポリオワクチンが生か

ら不活化へ変更になりました。そのため、接種の種類と回数が増え、保護者自らで、たくさ

んの予防接種のスケジュールを決めることが難しくなってしまいました。でも、これによって、

保健師や医療機関が介入して同時接種を含めた接種計画を積極的に指導するようにな

り、接種率が向上してきたようです。これは大変好ましいことで、早くVPDを全て定期化し、

ワクチン後進国と言われないようになりたいものです。 

 

    風疹流行 

 風疹が今流行しています。20歳代から40歳代の成人男性に多いようです。50歳以上の人

は、自然の風疹感染にさらされていた人が多いので、発症する可能性は低いでしょう。 

 風疹はいわゆる”三日はしか”と言われるぐらいで、普通はそれほど重症化しないのです

が、運が悪ければ、血小板減少症や脳炎を合併することもあります。何より、妊婦がかかると

胎児に重い障害が出ることがあり注意が必要です。 

 風疹の予防接種は、1990年以前は、女子中学生だけが対象でした。また、1990年から1

歳以上の男女に定期化された麻疹、おたふくかぜ、風疹の混合ワクチン（MMR）が導入さ

れたのですが、無菌性髄膜炎が多発した事が社会問題となり、風疹単独ワクチンに変更に

なりました。その後、麻疹、風疹混合ワクチン（MR）になりました。この三度にわたる変更で

の混乱から、年齢によっては未接種者が多くいるのです。さらに2回接種が定期化したの

も、今年23才以下の世代が対象です。（外国は今でもMMRが使用され、MRを使っているの
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は日本だけです。） 

 「20歳以上の成人は、できれば自分自身の母子手帳を参考にして、未接種者はもちろん

1回接種の人は2回目を考えてください。なお、風疹にかかったことがある人が接種を受け

ても問題ないので、記憶が不確かな場合は接種を検討してください。」と、厚労省や国立

感染症研究所などが勧告しています。そのため、今は風疹単独ワクチンが非常に不足し

てしまいましたが、麻疹こそ2回接種した方がよいので、費用はかかりますが、MRワクチン

をお勧めします。 

 ただし、妊娠中は、風疹の予防接種はできませんので注意してください。この場合、周り

の家族が、より積極的に予防接種を受けるのがよいでしょう。 

        

    町民医学講座町民医学講座町民医学講座町民医学講座    その４３その４３その４３その４３ 

        緑内障について緑内障について緑内障について緑内障について    

                            眼科外来眼科外来眼科外来眼科外来    看護師看護師看護師看護師        荒木三一子荒木三一子荒木三一子荒木三一子    

 緑内障は、何らかの原因で視神経が障害されることにより、視野（見

える範囲）が狭くなる病気で、眼圧の上昇がその原因の一つと言われ

ています。 

 目の中には、血液の代わりとなって栄養などを運ぶ「房水」と呼ばれる液体が流れていま

す。房水は、毛様体でつくられ、シュレム管から排出されます。 

 目の形状はこの房水の圧力によって保たれていて、これを眼圧と呼びます。眼圧は、時

間、季節により多少の変動はあるものの、ほぼ一定の値を保っています。 

 

○緑内障の分類 

  いくつかに分類され、眼圧が高くなる原因によって分けられます。 

  

  ・原発緑内障   開放隅角緑内障 

             閉塞隅角緑内障 

 ・先天緑内障 

  ・続発緑内障 

  ・正常眼圧緑内障 
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○緑内障の症状 

  一般的に自覚症状がほとんどないので、気づかないうちに病気が進行しているケースが多

数みられます。視神経の障害はゆっくりと起こり、そのために生じてくる視野狭窄（見える範

囲が狭くなること）も、少しずつしか進行しないので、目に異常を感じることがほとんどないた

めです。 

  急性緑内障には急性隅角緑内障があります。これは、急に眼圧が上昇し、目の痛み、頭

痛、吐き気など激しい症状が起こりますが、このような発作が起きた場合は、直ぐに治療を行

い眼圧を下げる必要があります。時間が経つほど治りにくくなるので、早期発見、早期治療

が最も重要です。 

 一度障害された視神経は元に戻らないので、進行をくい止めることが目標になります。 
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○緑内障の検査 

 ・眼圧検査 ～ 直接目の表面に測定器具をあてて測定する方法と、目の表面に空気をあ

てて測定する方法があります。 

 ・眼底検査 ～ 視神経の状態を見るために視神経乳頭を観察します。 

 ・視野検査 ～ 視野の欠損（見えない範囲）の存在の有無や大きさから緑内障の進行の

具合を判定します。 

 

○緑内障の治療 

  進行をくいとめるため、眼圧を低くコントロールすることがもっとも有効とされています。 

 

 ・薬物療法 ～ 眼圧を下げるために使われる薬は、主に房水の産生量を減らしたり、房水

の流れを良くする薬です。点眼液からはじめ、内服薬も併用することもあり

ます。 

 ・レーザー治療 ～ 眼圧コントロールが不十分な場合、レーザーを虹彩にあてて穴を開け

たり、線維柱帯にあてて房水の流出を保進します。 

 ・手術 ～ 眼圧コントロールが不十分な場合、房水の流れを妨げている部分を切開して流

路をつくり、房水を流れやすくする方法や、毛様体での房水の産生を押さえる

方法などがあります。 

 

目を守るために･･･ 

  ４０万人以上の一般市民を対象に行われた緑内障疫学調査によると、緑内障患者は５．

０％、すなわち２０人に１人と予想以上に多いことがわかりました。また、緑内障患者の約９

割は、自身では緑内障と気づいていない潜在患者であることもわかりました。 

  緑内障は、日本を含め諸外国においても、失明原因の上位に位置します。悪化する前に

できるだけ早期に発見、治療を開始することが大切です。 

  発見の機会となる健康診断などを積極的に利用し、少なくとも年１回は定期検診を受けま 

 しょう。 

 

    町民医学講座町民医学講座町民医学講座町民医学講座    その４４その４４その４４その４４    

        ロコモティブシンドロームとは？ロコモティブシンドロームとは？ロコモティブシンドロームとは？ロコモティブシンドロームとは？    

                                リハビリテーション科リハビリテーション科リハビリテーション科リハビリテーション科    理学療法士理学療法士理学療法士理学療法士    村岡宏史村岡宏史村岡宏史村岡宏史    

 

 ロコモティブシンドローム、もしくはロコモという言葉を聞いたことがありま

すか？この言葉は2007年（平成19年）日本整形外科学会により新しい概

念として提唱されました。 

 そのためここ5～６年の間に目や耳にするようになった言葉であり、聞いたことがあるが何か

よくわからないというのが正直な感想だと思われます。今回はこのロコモティブシンドロームに

ついてお話をさせて頂きます。 
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そもそもロコモティブとは、英語：locomotive organ＝「運動器」の意味でありロコモティブシ

ンドロームとは、日本語：運動器症候群と言われています。ロコモティブシンドロームの定義

は「運動器の障害により、要介護になっていたり要介護になる危険の高い状態」とされてい

ます。 

運動器とは骨・関節・筋肉・靭帯・神経といった身体の運動に関わる組織や器官の総称で

あり、これらの運動器が密接に連携することにより身体は動くことができます。運動器のどれ

かひとつでも悪くなると上手に身体を動かすことができません。 

日本整形外科学会より提唱されたこの新しい概念では、加齢現象の１つとして考えられて

いた身体機能・運動機能の低下を我々自身で早期に発見すること、また身体機能・運動機

能の低下を自分自身で防いでいくことが大切だとされています。 

この定義と概念を簡単に言いかえると、「年をとると骨や関節、筋肉などが弱くなり、気が

ついたら体が動けなくなって寝たきりとなったり、お手伝いが必要になってしまいます。そう

ならないように自分たちで体を動かしていきませんか」ということです。 

ではロコモティブシンドロームが提唱された背景には一体何があったのでしょうか？それ

は日本が健康長寿国として世界一になったことが考えられます。今から13年前2000年に介

護保険がスタートし、その時の要介護認定者は約250万人（12月時点）でした。その後は

年々右肩上がりに認定者が増え続け、2010年には約500万人（12月時点）を超え、10年間

で2倍に増加しました。この要介護認定者のうち運動器が原因で要介護と認定された人は

全体の21.1%、要支援者では同じ理由で認定されたのは32.1%と大きな割合を占めています
2)。 

なぜロコモティブシンドロームになるのか？原因は主に3つ考えられます。加齢に伴う①筋

力の低下、②バランス能力の低下、③運動器疾患・・・特に③運動器疾患の中には「骨粗鬆

症、変形性関節症、脊柱管狭窄症」といった一度は耳にされたことがある代表的な疾患も含

まれます。骨粗鬆症は脆弱性骨折を引き起こしやすく、ちょっとつまずいて手をついた、尻

餅をついてしまった、それだけで手・腰（背骨）・足の骨折をしてしまいます。加齢に伴う筋力

の低下やバランス能力の低下は徐々に進行するので痛みが全くありません。「最近つまずき

やすくなった、椅子から立つときにちょっとフラフラする、前より歩けなくなった、歩くと息苦し

い」などと感じ始めた方は、気づかないうちにロコモティブシンドロームになっているかもしれ

ません。 

日本整形外科学会による7項目の簡便なチェックリスト3)があります。これを使って実際にロ

コモティブシンドロームのチェック（略してロコチェック）をやってみましょう。 

 

７項目のロコチェック 

 □ 片足立ちで靴下がはけない 

 □ 家のなかでつまずいたり滑ったりする 

 □ 階段を上るのに手すりが必要である 

 □ 横断歩道を青信号で渡りきれない 

 □ 15分くらい続けて歩けない 

 □ 2kg程度の買い物をして持ち帰るのが困難である（1リットルの牛乳パック2個程度） 

 □ 家のやや重い仕事が困難である（掃除機の使用、布団の上げ下ろしなど） 
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上記７項目のロコチェックで皆さんはいくつ当てはまりましたか？実は１項目でも当てはまっ

た方はロコモティブシンドロームの可能性があります。このチェックリストで大事なことは、「自分

たちの体の状態が現在どのような状態なのか」ということに気がつくことです。 

ではロコモティブシンドロームをどうすれば予防・改善することが出来るのでしょうか？一番有

効な方法があります。単純ですが運動を日常的に実施することです。 

体調に合わせて運動を実施することにより、ロコモティブシンドロームの予防・改善は可能で

あると考えられます。 

例えば大腿部の筋肉（大腿四頭筋）を鍛えることで、変形性膝関節症の機能面の改善や痛

みの軽減は可能です（残念ながら、関節の変形末期や手術適応の膝関節には改善が難しい

場合もあります）。また、日常的に運動を実施することにより骨密度が改善したという症例デー

タも報告されています（閉経後の女性を対象にした有酸素運動により、腰椎の骨密度の増加、

抵抗運動による腰椎の骨密度および大腿骨近位部の骨密度が増加傾向であった報告もあり

ます）。 

私の出身は九州ですが、北海道と違いほとんど雪が降ることがありません（年に3～4回、5セ

ンチ以内だと思います）。北海道は、約5～6ヶ月という長い冬の期間、雪に悩まされます。北海

道では季節・気候という外的な環境要因により、冬の期間どうしても歩く機会が減ってしまいま

す。秋までは杖で外出されていた方が、雪が溶けて春になると車いすが必要になっていたとい

う状況になりかねません。そのためにも、日常的な運動の習慣はとても重要になります。 

日本整形外科学会によるロコモティブシンドロームを予防する簡単な運動（ロコトレ）3)を2つ

紹介したいと思います。身体機能のレベルはそれぞれ人により異なります。どのくらい歩けるか

により運動の方法が変わりますので、自分に合った安全な方法で行う必要があります。 

 

１）片足立ち 

左右1分間ずつ、1日3回行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※転倒しないように必ずつかまる所がある場所で行います。 

※足は、5～10センチくらい浮かすように片足を上げます。 

※立ったときに不安定感がある方は、机や手すり等につかまって行っても構いません。 
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２）スクワット 

深呼吸するペースで、立ったまま膝の屈伸を5～6回くり返します。1日3回行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※椅子やソファの前で行ってください。 

※必ず上体を前傾させて行います。背すじを伸ばしたまま膝だけ曲げないでください 

（膝の負担が増えて痛みが出る場合があります） 

※立ったときに不安定感がある方は、机や手すり等につかまって行っても構いません。 

 

 この2つの運動で物足りなさを感じられる方は他の運動を追加されてもよいでしょう。運動の

基本はウォーキング（歩く運動）になりますが、腰や膝関節に少しでも不安をお持ちの方には

プール内でのウォーキングをお勧めします。プール内での運動は全身運動に加えて、リラク

ゼーション効果があります。また、浮力により腰や膝関節の負担が減りますのでたいへん理想

的な運動といえます。高血圧や心臓病をお持ちの方は、一度主治医と相談の上で運動を行

われたほうがよろしいと思います。 

 今回、ロコモティブシンドロームについてお話させて頂きましたが、日常的に運動する習慣

の重要性について再確認して頂けたら幸いです。美幌町民の皆さまがいつまでも健やかで

おられるよう病院スタッフ一同お手伝いさせて頂きますので、何かお困りの際にはぜひ来院し

て頂きたいと思います。 
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新しいスタッフの自己紹介新しいスタッフの自己紹介新しいスタッフの自己紹介新しいスタッフの自己紹介    

    内科（医師）内科（医師）内科（医師）内科（医師）    國本國本國本國本    浩明浩明浩明浩明    

  美幌町の皆様、初めまして、国本浩明と申します。私は北海道の生まれ

で、出身大学は札幌医科大学です。今回、ご縁があって美幌町立国民健

康保険病院に勤務させていただけることになり、心より感謝申しあげます。 

 私は、札幌医科大学第一内科入局後、道東方面では小清水赤十字病院

に勤務したことがあります。このため道東勤務の際には新千歳空港よりオ

ホーツクの玄関口である女満別空港を利用しておりました。勤務先を美幌

町に決めたのは何と言っても空港から10分で病院に到着できるアクセスの良さで、時間に余

裕のない私たち医師にとってこれは大きな魅力でした。 

 また、私の妻は皮膚科の医師をしております。最近、妻が子供を出産したこともあり、残念な

がら私が美幌町立国民健康保険病院に常勤勤務することは困難です。しかし、非常勤では

ありますが内視鏡検査などを含めた専門の消化器内科の分野で美幌町の地域医療に貢献

できればと願っております。微力ではありますが、精一杯頑張りますのでよろしくお願いいたし

ます。 

     看護師（外来）看護師（外来）看護師（外来）看護師（外来）    添田真理子添田真理子添田真理子添田真理子 

 ４月から内科外来に勤務しています添田です。  

 娘夫婦が美幌町に住んでいるので引っ越して参りました。わからないこと

ばかりですが、外来スタッフの皆さまに助けていただいています。皆さまにご

迷惑をおかけすることと思いますが、頑張りますのでよろしくお願いいたしま

す。 

 

 看護師（透析室）看護師（透析室）看護師（透析室）看護師（透析室）    金山弘実金山弘実金山弘実金山弘実 

 ４月から透析室に勤務しております金山です。 

 北見医師会の准看護学校を卒業し、脳外科病棟に勤務しておりました。

その後、結婚をして美幌に居住。３児の母となり長い間現場を離れていま

したが、今回ご縁があり国保病院に看護師として復帰することができ、とて

もうれしく思っております。 

 現在は透析スタッフの皆さまに親切に指導していただきながら業務にあたっています。 

 皆さまにはご迷惑をかけることもあると思いますが、患者様の話に耳を傾け信頼関係に努

め、笑顔を絶やさず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。 

 

視能訓練士視能訓練士視能訓練士視能訓練士    山本美穂山本美穂山本美穂山本美穂    

 ４月から眼科で勤務することとなりました、視能訓練士の山本美穂です。 

 専門学校を卒業してから、古川眼科で３年間勤務後、旭川医大で６年間

勤務しました。元々、地元で働きたかったので、今回採用となり、とても嬉

しく思います。スタッフの皆さんも、とても優しい方ばかりで安心しました。こ

れから、眼科に来院される方のお力になれればと思いますので、お困りな

ことがあれば声をかけて下さい！！早く外来に慣れるように、頑張りたいと

思いますので、皆さん宜しくお願い致します。 
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北海道の自然北海道の自然北海道の自然北海道の自然    第９回第９回第９回第９回    

        斜里岳登山斜里岳登山斜里岳登山斜里岳登山    

                循環器内科循環器内科循環器内科循環器内科    松井松井松井松井    寛輔寛輔寛輔寛輔 

 美幌町の住民ならば、斜里岳へ登ったことの

ある人は多いでしょう。今回はその斜里岳登山

について書こうと思います。斜里岳のたたずま

いの美しさは、登山家のみならず一般の人たち

の心をも引き付けます。夏の険しさは男性的で

すが、雪化粧した冬の凛とした姿は「美しき淑

女」のようです。この山は日本百名山の一つで、

この辺り一帯は斜里岳道立自然公園になって

います。標高1,547mのこの山は、千島火山帯に

属し、知床連山と阿寒・摩周火山群をつなぐ位

置にある休火山です。斜里岳は海底堆積層の

上に噴出した火山で、103万年前に古斜里岳が形成され、約25万年前の活動でさらに現在の

斜里岳が形成されました。｢シャリ｣は、アイヌ語の｢サル

（葦のある湿原）｣が訛ったもので、「斜里川」の水源の山

ということで「斜里岳」と呼ばれています。かって、アイヌ

の人たちは「シャリ」ではなく「オンネヌプリ」（オンネ＝

親、ヌプリ＝山）と呼んでいたようです。 

斜里岳のこれほど美しい山容を見れば、どうしても登

りたくなるのが山好きの性でしょう。斜里岳の登山ルート

には「清里コース」と「三井コース」の２つがあります。「清

里コース」は、道東でも数少ない沢登りを満喫できる人

気コースとなっています。ただし沢を下るのは大変危険

で す か ら、

下りは、尾根づたいに下る「新道コース」が一般的

です。斜里岳への登り口には山小屋とは思えない

ほど立派な「清岳荘」があります。清里町から「清

岳荘」へ行くには道案内の標識が少なく迷うかも

しれません。地図とカーナビを使って清里町郊外

から林道へ入り、約7km走ると広い駐車場のある

清岳荘（標高650m）に着きます。ここのトイレは有

料で、使用するには協力金を払う必要があ

りますが、山小屋のトイレとは思えぬ綺麗さ

に驚きます。清岳荘の傍に登山口があり、そ

こから山へ入ります。歩き始めて約１時間、

幾度か沢を渡渉しながら登ると「下二股」に

着き、そこから「旧道」と「新道」に分かれま

す。ここでは沢登となる「旧道」を登ります。

一般的に、川の岩はとても滑りやすいので、

斜里岳の遠景斜里岳の遠景斜里岳の遠景斜里岳の遠景    

羽衣の滝羽衣の滝羽衣の滝羽衣の滝    
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落ちないよう注意が必要ですが、斜里岳の岩は

鉄成分のため赤茶けており登山靴であれば意外

と滑りません。「下二股」からは滝が続きます。「白

糸の滝」に始まり、「水蓮」、「羽衣」、「万丈」、「見

晴」、「七重」、「竜神」、「霊華」と８つの滝が続きま

す。暑い夏、水しぶきを浴びながら滝を登るのが

沢登りの醍醐味ですが、斜里岳の沢登ルートは

滝を巻いて登る「巻道」が完備されており、水しぶ

きでびっしょり濡れることはありません。岩を登る危

険な所には鎖やロープも張られており安心して登

れますが、それでも、岩登りが初めての人は少々

怖いと感じるかもしれません。沢を登りきるときつ

いガレ地が続きます。「胸突き八丁」と呼ばれるこ

の辺りは、急斜面で最も我慢のしどころです。ガレ

地を登り切れば「馬の背」で、急に視界が広がり

心は解放感で満たされます。山頂も目の前にせ

まり、山頂まではひと息です。山頂は予想外に広

く、知床・オホーツク海・阿寒の山々・中標津の平

原など道東を360度ぐるりと見渡せる最高の展望

地です。何時間でも山頂で景色を眺めていたいと

ころですが、下りの行程も長いので昼食を摂った

ら先を急ぎます。 

 下りは新道コースを取ります。「上二股」まで下

り、そ こ

で登ってきた「旧道」ではなく「新道」のコースを

下ります。しばらくすると登りが続き「下山ルート

なのになんで登りなの？」と苛立ってきます。と

ころが、能見峠を過ぎると一変して嫌になるほ

どの長い長い、しかも急な下りが続きます。「新

道コース」というと、新しくて整備された道をイ

メージしますが、殆ど整備されていない非常に

歩きにくい道です。この急勾配の下りはあまり

に長く続くので心が折れてしまいそうになりま

す。「下二股」まで下り、「旧道」と合流すれば沢

に沿って下ります。登って来たときと同じく数回

の渡渉がありますが、この頃には足も疲れて棒のようになっていますので渡渉の際は滑ら

ないよう注意が必要です。かく言う私も足を滑らせ、片足をザブンと川の中に入れてしまい

登山靴の中は水浸しとなりました。夏とはいえ山の水はとても冷たく、濡れたソックスと登山

靴には閉口しました。長い山行でしたから、清岳荘が見えるとほっとします。登りに３時間１

０分、下りに２時間４０分程度が一般的なコースタイムです。沢登りは天候によって大きく水

量が変わりますので、当日の天気だけでなく前日の降水量にも十分注意しておきましょ

う。 

 道東で暮らしていると斜里岳の素晴らしい山容を見る機会が多くあります。道東には住

んでいるけれど、まだ一度も登ったことのない方、この夏に登ってみてはいかがでしょう。

ただし、難しくない程度とはいえ岩登りの場所もありますので、山登りの経験豊富な方と一

緒に登られることをお勧めします。    

竜神の滝竜神の滝竜神の滝竜神の滝    

斜里岳山頂と銀色の斜里岳神社斜里岳山頂と銀色の斜里岳神社斜里岳山頂と銀色の斜里岳神社斜里岳山頂と銀色の斜里岳神社    

斜里岳山頂斜里岳山頂斜里岳山頂斜里岳山頂    
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外来診療案内 初診の方：初診の方：初診の方：初診の方：保険証を持って受付窓口へおいで下さい 

 午前８時４５分～午前１１時００分  午後１時００分～午後４時００分 

   診察券をお持ちの方：診察券をお持ちの方：診察券をお持ちの方：診察券をお持ちの方：再来受付機をお使いください 

 午前８時００分～午前１１時００分 午後０時３０分～午後４時００分 

外科 

 

総合診療科 
（杉浦、雨宮） 

腎臓内科 
（雨宮） 

 

内科 

 

 

循環器内科 

 

 

小児科 

 

 

 

眼科 

     旭川医科大学からの出張医の診察となります。 

     予約検査は医師不在です。 

 

    月月月月    火火火火    水水水水    木木木木    金金金金    

午前午前午前午前    内澤内澤内澤内澤    中野中野中野中野    松岡松岡松岡松岡    中野中野中野中野    松岡松岡松岡松岡    

午後午後午後午後    内澤内澤内澤内澤    中野中野中野中野    松岡松岡松岡松岡    中野中野中野中野    松岡松岡松岡松岡    

    月月月月    火火火火    水水水水    木木木木    金金金金    

午前午前午前午前    雨宮雨宮雨宮雨宮    杉浦杉浦杉浦杉浦    雨宮雨宮雨宮雨宮    杉浦杉浦杉浦杉浦    雨宮雨宮雨宮雨宮    

午後午後午後午後    杉浦杉浦杉浦杉浦    雨宮雨宮雨宮雨宮    杉浦杉浦杉浦杉浦    雨宮雨宮雨宮雨宮    杉浦杉浦杉浦杉浦    

    月月月月    火火火火    水水水水    木木木木    金金金金    

午前午前午前午前    高正高正高正高正    高正高正高正高正    國本國本國本國本    高正高正高正高正    休診休診休診休診    

午後午後午後午後    休診休診休診休診    國本國本國本國本    高正高正高正高正    國本國本國本國本    高正高正高正高正    

    月月月月    火火火火    水水水水    木木木木    金金金金    

午前午前午前午前    休診休診休診休診    休診休診休診休診    松井松井松井松井    休診休診休診休診    松井松井松井松井    

午後午後午後午後    松井松井松井松井    松井松井松井松井    休診休診休診休診    松井松井松井松井    休診休診休診休診    

    月月月月    火火火火    水水水水    木木木木    金金金金    

午前午前午前午前    高橋高橋高橋高橋    高橋高橋高橋高橋    高橋高橋高橋高橋    高橋高橋高橋高橋    高橋高橋高橋高橋    

午後午後午後午後    

    

高橋高橋高橋高橋    

13:30～～～～    

高橋高橋高橋高橋    

13:30～～～～    

高橋高橋高橋高橋    

15:00～～～～    

高橋高橋高橋高橋    

15:00～～～～    

高橋高橋高橋高橋    

13:30～～～～    

    月月月月    火火火火    水水水水    木木木木    金金金金    

午前午前午前午前    出張医出張医出張医出張医    出張医出張医出張医出張医    出張医出張医出張医出張医    予約検査予約検査予約検査予約検査    予約検査予約検査予約検査予約検査    

午後午後午後午後    出張医出張医出張医出張医    出張医出張医出張医出張医    予約検査予約検査予約検査予約検査    予約検査予約検査予約検査予約検査    予約検査予約検査予約検査予約検査    


