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 私がまだ研修医だった頃、大学の後輩がラグビーの練習中に突然亡

くなる、という不幸な出来事がありました。その死因を明らかにするため

大学で病理解剖が行われ、その結果、彼は「肥大型心筋症」という病

気で、突然の死もそれが原因だったことがわかりました。当時の私は、

この病気について学んではいたものの、実際に「肥大型心筋症」の患

者さんを診た経験はありませんでした。しかし、この痛ましい出来事により、この病気の恐ろ

しさを痛感したのです。今回は、この「肥大型心筋症」についてお話したいと思います。 

初めに、一般の方が混

同しないよう触れておきま

すが、高血圧や心臓弁膜

症でも心筋は厚くなり、「心

臓肥大」と診断されることが

あ り ま す。し か し、こ れ は

「肥大型心筋症」とは全く

別の異なる疾患ですから、

間違えないようにしてくださ

い。心筋症という病名は、

心臓の筋肉の病気という意

味です。心筋症はその原

因別に、原因不明の「特発

性心筋症」と、他の病気か

ら２次的に発病する「続発性心筋症」の２タイプに分けられます。この「特発性心筋症」のう

ち、筋肉が肥大するものが今回のテーマである「肥大型心筋症」です。「特発性心筋症」に

は、この他、「拡張型心筋症」や「拘束型心筋症」と呼ばれるものもあります。20年余り前ま

で、「心筋症」は原因不明の病気でした。しかし、遺伝子研究の飛躍的な進歩により、1990

年頃から、この病気の原因が遺伝子異常によることが明らかになってきました。 

 この病気の原因を理解するには、まず筋肉が収縮するメカニズムを知る必要があります。

骨格筋や心筋には細胞の中に「太い線維（ミオシンフィラメント）」と「細い線維（アクチンフィ

ラメント）」があり、二つの種類の線維は下図のように交互に規則正しく並んでいます。ここに

高濃度のカルシウムが流れ込んでくると、それがスイッチとなり２つの線維は滑るように重なり

合い筋肉は収縮します。分かり易く例えると、「細い線維」は長い廊下の「手すり」と思ってく

ださい、一方、太い線維は

「手すりを掴まないと歩けな

い人の長い列」と言えるで

しょう。カルシウムが低濃度

の場合、人の手は「手すり」

から離れているので前に歩

けません。カルシウムがどっ

と流れ込むと列の人々は

「手すり」を掴むことができ、

列は一気に前に進みます。

筋線維の滑りとはそんなイ

太い線維太い線維太い線維太い線維    細い線維細い線維細い線維細い線維    

収縮収縮収縮収縮    弛緩弛緩弛緩弛緩    
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メージです。 

「手すり」に相当する「細い線維」は、アクチンやトロポニンという蛋白質がたくさん繋がって

できています。一方、「人の列」である「太い線維」はミオシンという蛋白質が多数繋がってい

て、どちらも蛋白質で構成されています。すべての蛋白質はアミノ酸でできていて、このアミノ

酸の配列は遺伝子の核酸配列で決まっています。肥大型心筋症の患者さんは、この遺伝子

の中の核酸配列が正常な人と比べ、少しだけ異なっていたのです。 

核酸配列が1つでも変異すると、本来のアミノ酸は別のアミノ酸に入れ替わります。アミノ酸

の配列が一つでも変わると、蛋白質の立体構造も変化してしまいます。先ほどの「手すり」に例

えると、「人の手」の親指だけが変形して、手すりが掴みにくくなっているようなものです。これ

により二つの線維の滑る力が変化し、結果として筋肉の収縮する能力に変化が生じます。これ

が、肥大型心筋症の原因だったのです。 

肥大型心筋症では、心筋が著しく厚くなり心臓の拡張する能力が低下します。心臓の内腔

も狭くなり、血液を吸い込む量が減って心不全を合併し、呼吸困難を訴えるようになります。ま

た、心臓の筋肉へ血液を送る冠動脈に狭窄がなくても、心筋が著しく厚いので相対的に心筋

に流れる血液の量が不足し、狭心症のような胸痛を自覚することもあります。また、重篤な不整

脈を合併しやすい疾患でもあります。私の後輩がラグビー中に突然亡くなったのも、おそらく

不整脈のためであったと考えられます。 

次に、肥大型心筋症の治療について説明します。病気の原因である遺伝子の異常を修正

する方法は今のところありません。筋肉が厚くなるのを完全に防ぐことも困難です。現在可能な

治療としては、低下した心臓の拡張能力を改善させるβ遮断剤という薬くらいでしょう。肥大型

心筋症の中で、心臓の出口近くの筋肉だけが異常に厚くなる「閉塞性肥大型心筋症」という特

殊なタイプのものに対しては、肥大した心筋へ流れる動脈を人工的に詰まらせ筋肉を壊死さ

せる特殊な治療も行われています。この方法により、心臓出口の筋肉が薄くなり狭くなった出

口が広がるのです。 

肥大型心筋症の不整脈に対しては、２４時間心電図の検査を定期的に行います。重篤な不

整脈を認めた場合は薬物治療を行いますが、通常の不整脈患者さんに比べてかなり強力な

抗不整脈剤を必要とすることが多いようです。心筋症の患者さんで、不整脈が原因で失神した

ことのある方に対しては、自動的に電気ショックが作動する装置を、簡単な手術によって体内

に植え込む場合もあります。私の後輩も、当時このような装置が開発されていたなら今も元気

でいられたのに、と思うと残念でなりません。 

肥大型心筋症は、若者に突然死を引き起こす原因として見逃してはならない病気です。そ

の発見のきっかけは心電図です。最近は学生時代から心電図検査を健診で行っていますの

で、症状のないうちから見つけられるようになりました。

一方、壮年以降になって初めて心電図異常を指摘さ

れ、詳しく調べたら肥大型心筋症だったという患者さ

んも結構いらっしゃいます。年齢を重ねてから発症す

る患者では、筋肉線維を構成する蛋白の構造におい

て、変異している部位が筋肉の収縮に大きくは影響し

ない場所だったと推測されます。すなわち、筋肉線維

の機能がかなり保たれていたために、若いうちは発症

せずに済んだ、と言えるでしょう。このような患者の場

合は、病気の進行が緩徐で予後もかなり良好ですか

らあまり心配しすぎないようにしましょう。但し、心エ

コー検査や２４時間心電図記録の定期的な検査は忘

れずに受けてください。 
植え込み型除細動器の術後 
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    はじめに ——— 健診で異常なしなら安心？    

 皆様こんにちは。以前、慢性腎臓病の話をここで書いた時に、腎臓

病の予防と早期発見のためには、健康診断を受けること、そして健康

的な生活習慣（食事と運動が二本柱）を継続することが、とても大切で

あるとお伝えしたと記憶しています。これは「言うは易し行うは難し」だ

というのは、これを書いている私自らも強く感じますが…。 

 特定健診（いわゆるメタボ健診）などの健康診断がとても大切で必要なのは言うまでもあり

ません！ さて、健康診断で大丈夫だと言われたとします。判定基準の記号でAやBしか付

いていなかったとします。それなら安心なのでしょうか。少なくとも生活習慣病とか成人病と

か言われる病気については大丈夫なはずだ、と思われる町民の方もいらっしゃるでしょう。 

 今回の表題に「隠れ○○病」としたところからも想像がついた方も多いでしょうが、健診で

異常なしなら全く安心！とは言えないこともあるのです。そんなことを書くと、「安心したくて

健康診断を受けているのに、あまり不安にさせないでくれよ」と言いたい方もいるかも知れま

せんが、そういう意図はありませんから、決して不安にならないで下さい。既に治療を受けて

薬を飲んでいる方、食事や運動といった生活習慣に気をつけている方にも、参考になる話

をしますので、「なるほどこういうこともあるのか」と、知識を深めて楽しむつもりで読んで頂け

たら幸いです。最後に、ではどうしたらいいの？という疑問に答える話もいたします。 

隠れ糖尿病 ——— 気をつけたい食後高血糖 

 今の健診では、空腹時血糖値、過去１〜２か月の血糖の平均値の指標であるHbA1ｃ（エ

イチビーエーワンシー、あるいはヘモグロビンエーワンシーと読みます）、それから尿糖の３

つで糖尿病や、糖尿病予備群を診断しています。実は、３つ全て正常であっても、空腹時

の血糖は正常で、食後血糖だけ異常に高いタイプの糖尿病予備群である可能性があるの

です。誰でも食後のほうが空腹時よりも血糖値は上がりますが、その上がり方が極端である

ことがあり、ひと昔前には、あまり重要視されていなかったところ、最近の研究で、合併症に

とってかなり悪い病態であるということが言われるようになりました。糖尿病と診断されて治療

を受けている方にとっては、食後高血糖は更に注意しなくてはなりません。 

隠れ肥満 ——— 身長・体重のバランスが正常でも 

 肥満は生活習慣病、メタボリック症侯群に含まれる病気の発症のきっかけになり、発症し

た後も、治療のコントロール不良や合併症の危険を高める原因になります。身長・体重のバ

ランス（BMI＝体重kg÷身長m÷身長m）のみを肥満の指標にすると、肥満の本体である内

臓脂肪が多いけれど、体重自体はそれほど重くない隠れ肥満の人が正常とされてしまうこと

があります。特定健診（メタボ健診）では腹囲も測定するので、BMIより内臓脂肪の多い肥満

体を見つけやすくなります。しかし、身長160cmくらいの小柄な男性と180cmを越える大きな

男性で、同じ腹囲85cmを基準にすれば当然、小柄な男性は同じ内臓脂肪の割合でも、正

常とされてしまうことがありそうなのは、容易に想像できると思います。 

 更には、痩せ型で、内臓脂肪もそれほど多くないけれど、身体の構成として、筋肉の割合

が少なくて脂肪が多いタイプの隠れ肥満という人もいます。痩身願望が強い女性で、運動

はあまりせず無理なダイエットを思い出したように時々するような人は要注意です。そういう

人は、高齢になってから骨粗鬆症から骨折したり、運動器症侯群（ロコモティブ症侯群＝メ

タボに対してロコモという言い方をします）という病態になって、日常生活の活動性が低く
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なってしまう（寝たきり）リスクが高いことが言われています。「あなたは痩せていて羨ましいわ

ね」と人から言われたら、お世辞じゃないかと疑うのではなく、隠れ肥満ではないかと、一度

疑ってみては。 

隠れ高血圧 ——— 病院に来た時だけ血圧良い子ちゃん 

 皆様は白衣高血圧という言葉を聞いたことがありますか？ 普段は血圧が正常なのに、病

院に来て白衣を着ている医師や看護師の前で測ると血圧が高いという人です。私の外来に

高血圧で通院している方の多くは家庭血圧を測って下さいますが、それを見ると、白衣高血

圧は少なくないなという印象です。 

 白衣高血圧は、基本的には大きな心配はないと考えられますが、その反対に、病院で測

定すると正常血圧なのに、普段は高血圧であるというのが、「隠れ高血圧」とか「仮面高血

圧」と呼ばれる状態です。これは、普通の高血圧と同じくらい合併症のリスクが高いことが分

かっていますが、健康診断の時だけしか血圧を測らないと、高血圧が長い年月、文字通り隠

れていて発見されないという事態になります。生活習慣や遺伝的に血圧が高くても不思議

でないのに、健診の時はいつも正常血圧という方は、「ラッキー、ああ良かった！」という気

持ちになるでしょうが、一度、家庭血圧など普段の血圧を測定することをお勧めします。 

隠れ動脈硬化・隠れメタボ ——— タンパク尿は警告ランプ、腎臓だけの異常所見ではない 

 最後は若干難しい「隠れ○○病」の話になるかも知れませんので、全て理解しようとせず

に読み進めていただいて結構です。最初に結論を言うと、タンパク尿は、「隠れ動脈硬化」

「隠れメタボ」を意味すると言えるということです。 

 健診では腎臓疾患の検査として、尿を調べます。血液検査で腎機能（腎臓が血液から尿

をこし取って作る能力）の指標を調べることもありますが、メタボ健診には腎機能の指標は含

まれません。それもあってか、尿検査でタンパク尿が出ていても、あまり深刻に受け止めず

に終わってしまうということも、しばしば見受けるようです。 

 そして、タンパク尿が出ているいないに関わらず、また自覚症状が全くなくても、腎機能が

悪化していることがあります。特に高血圧や糖尿病などの生活習慣病を指摘されている方

は、腎機能の指標には関心をもって注意が必要なことは、以前、慢性腎臓病の話の中でお

伝えしました。 

 たとえ腎機能が正常であっても、タンパク尿がある方は油断してはダメです。タンパク尿は

何を意味するかというと、1つは、腎臓の糸球体という大事な組織が損傷を受け、更に痛ん

だ糸球体が食塩過剰や高血圧、糖尿病などによって悲鳴を上げている、と考えて下さい。

それは今後、腎臓の機能悪化（究極的には末期腎不全で透析が必要になる）が進みやす

い、ということを身体が発した警報ランプのようなのです。ですから、タンパク尿は、食塩摂取

を減らしたり、血圧や糖尿病のコントロールが改善すると減ってきます。 

 もう１つ、タンパク尿が何を意味するかというと、腎臓で作られる尿の話なのに腎臓だけで

はなく、全身の動脈の内皮（動脈の内側）が、どれだけ傷んで炎症が起きているかを示す警

報ランプでもあるのです。「腎臓の機能低下が同じくらいであっても、タンパク尿が沢山出て

いるほど、動脈の病気の代表である脳卒中や心筋梗塞になりやすい」という研究報告は、そ

のことを良く示しています。 

 つまりは最初に述べた通り、タンパク尿はそれ自体、「隠れ動脈硬化」を意味すると言える

でしょう。紙面の都合で理由の詳細は省略しますが、タンパク尿は「隠れメタボ」を意味する

とも言えるのです。 

 

おわりに ——— ではいったいどうしたらいいの？ やはり健診が大切！ 
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 さて、健診で異常なしでも100％は安心できないと聞くと、いったいどうしたら良いのか不

安になる方もいるかと思います。最初にも言いましたが、それでも健診は是非受けて下さ

い。その理由を説明します。 

 今までの話は、一つ一つの項目ごとに異常なしであっても、その項目ごとに「隠れ○○

病」の可能性があるというものです。しかし、生活習慣病、メタボというのが１つの異常が、別

の項目の異常と強く関連しているので、実は、健診の項目の全てが正常で、それでも「隠れ

○○病」を1つも炙り出せないということは、心配するほど多くないのです。 

 つまり、逆説的な言い方ですが、「隠れ○○病」を見つけるには、やはり健診が大切で、

健診で「高血圧、糖尿病、タンパク尿、腎機能低下、脂質異常、高尿酸血症、肥満」のう

ち、どれか1つでも異常を指摘されたときは、今日示した「隠れ○○病」を疑ってみる…それ

が実は、「隠れ○○病」を早く見つけるコツなのです。 

 反対に、例えば「血圧の薬だけは長年飲んでいる。忙しいので２、３ヶ月に１度、主治医と

顔合わせて薬だけ処方してもらっている。主治医から検査を勧められても、薬を飲んでいて

血圧は正常だから必要ないと思って…そういえば検査はずっと受けていない」という人は、

「隠れ○○病」が本当に隠れているかも知れません。    

        

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５６その５６その５６その５６ 

    自分の骨密度を知っていますか？自分の骨密度を知っていますか？自分の骨密度を知っていますか？自分の骨密度を知っていますか？    

        放射線技師放射線技師放射線技師放射線技師            近藤数磨近藤数磨近藤数磨近藤数磨    

 近年、一般の方々の健康に対する認識が高まりつつあることは大変

好ましいことと思われます。自分自身の健康を管理するうえで、まず自

分の身体の状態を良く知ることが大切ですが、その一つの方法として

「骨密度の測定」があげられます。 

 以前、平成９年度の当院広報誌第３号に、『骨量を測ろう』という題目

で骨密度の内容を掲載させていただきましたが、当時は前腕部専用の機器を使用しており

ました。その後、平成２２年１２月、機器の更新に伴い全身タイプの測定装置を導入いたし

ましたので、今回は、この新しい測定装置の紹介を兼ねて、健康のバロメーターとしての骨

密度を再認識していただければ、と思います。 

 

骨粗鬆症（こつそしょうしょう）とは 

骨の密度が低下して骨の組織がスカスカになり、もろくなった状態を言います。その

ため、日常生活の些細な動作で骨折を引き起こしてしまうことがあります。わが国で骨

粗鬆症にかかっている人の数は推定１０００万人です。女性に多く、６５歳以上における

発生頻度は５０％以上と言われています。又、かつては加齢とともに腰が曲がったり背

が縮んだりするのは単なる老化現象と思われていましたが、これらも骨粗鬆症の症状

の一つだったのです。骨がスカスカのため徐々につぶれ、やがて腰が痛くなり、重苦し

い症状が出現し、圧迫骨折につながっていきます。 

骨の組織は常に生まれ変わっています。破骨細胞によって古くなった骨が溶かされ

（骨吸収）、骨芽細胞により骨が再生する（骨形成）、という「骨代謝」が繰り返されてい

るのです。 

年齢・食生活・ホルモン等によってカルシウムの摂取が不足すると、骨代謝はバラン
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スを崩し骨粗鬆症という状態を引き起こします。 

女性の場合は主に閉経期の前後（５０代）から、男性の場合は６０～７０代以降と性別

により発症年齢に違いがあります。また、最近は生活環境・ダイエット等により若い年代

から発症するケースも少なくありません。    

 ■ 骨粗鬆症の要因は 

  ① 体質的要因 

   ● 女性ホルモン(エストロゲン)分泌の低下や月経不順等による。 

   ● 近親者に骨粗鬆症の人がいると、骨粗鬆症になりやすい体質 

      を受けついでいる可能性がある。 

      小柄な人・やせている人は、もともと骨量も少なめです。骨形成には体重による負 

            荷が不可欠です。 

  ② 生活習慣 

    ● 小食・偏食は食事量が少なく、特にカルシウムＤ・ビタミンＫ２等が不足する 

       と骨形成が妨げられます。 

    ● 運動不足は骨への負荷がかからず骨形成が進みません。またビタミンＤの合成 

       に必要な日光不足にもつながります。その他、過度の喫煙・飲酒はカルシウムの 

       吸収を妨げ、ストレスや疲労も食欲不振・運動不足につながり骨形成によくありま 

       せん。 

●  ビタミンＤの活性に関する肝臓・腎臓の病気や甲状腺機能亢進症などの疾患が 

     あると骨形成が妨げられます。また胃切除によりカルシウム等の吸収が悪くなった 

     り、副腎皮質ホルモンの長期服用で骨吸収が促進されると骨形成に影響を与え 

     ます。 

 

 □ 骨密度測定のいろいろ 

   骨密度とは、骨の強さを判定するための尺度の一つで、測定法には①ＤＸＡ法、②超

音波法、③ＭＤ法等があります。またレントゲン検査によるＸ線写真、身長測定、血液

検査・尿検査による骨代謝マーカー等もあります。 

 □ 日本の指標・用語（日本骨代謝学会から） 

  ① 若年成人比較％（YAM = Young Adult Mean） 

    若年齢の平均ＢＭＤ値（基準値）を１００％として、被験者ＢＭＤ値を％で表したもの。 

    骨粗鬆症診断基準に用いられる。（ＢＭＤは下記③を参照） 

  ② 同年齢比較％ 

    同年齢の平均ＢＭＤ値を１００％として、被験者ＢＭＤ値を％で表したもの。年齢ととも 

    に平均値が下がるため骨粗鬆症診断には用いられない。 

  ③ ＢＭＤ（Bone Mineral Density） 骨密度 ＝ 骨量 ÷ 面積（単位g/cm2） 

  ④ ＢＭＣ（Bone Mineral Content） 骨塩量（単位g） 
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  ⑤ Ａｒｅａ            面積（単位cm2） 

 □ 骨密度の基準（日本骨代謝学会から：若年成人との比較による） 

    正常     ： ８０％以上                                    

    骨減少症   ： ７０～８０％          

    骨粗鬆症   ： ７０％未満                        

 

 ◇ 当院の装置 

当院では、ＧＥ横河メディカルシステム社製・骨密度測定装置・ＰＲＯＤＩＧＹ 

を用いています。腰椎及び大腿骨の撮影・計測

 が１回のポジショニングでできると同時に、操作卓

 上での再ポジショニングも簡単に行え、検査時間

 の短縮が可能となっています。また検査部位毎

 の解析が実施され、測定結果は『骨密度測定結

 果報告書』により、グラフ表示と数値で示され、結

 果を判定してくれます。以前に検査を受けたこと

 のある方は、経過の推移がグラフで表示され、前

 回の数値との比較もなされます。 

 ◇ 検査方法 

   ① 撮影装置の上に仰向けの状態で寝てもらいます。 

大腿骨撮影のためにポジショニングブロックで片足をベルト固定します。 

ペンシルビームのＸ線を用いて目的の骨をスキャンします。 

骨を透過したＸ線量をコンピュータで計算し、定量測定します。 

 ◇ 検査内容 

検査は仰向けの状態で行い、腰椎(正面)と大腿骨（片方）の２ヶ所の測定で、検査

時間は１０分位となります。また検査部位の体内に金属が入っている場合や横にな

ることが困難な場合は、従来行っていた前腕骨での測定も出来ます。寝ているだ

けの簡単な検査ですので一度受けてみられる事をお勧めします。 

 ◇ 検査結果 

    腰椎（正面）と大腿骨（片側）の測定結果がグラフと数値で表示されます。内容は、

上に述べました「ＢＭＤ（骨密度）」「若年成人比較」「同年齢比較」の値で、以前に

測定したことがあれば、前回の値との比較も行われます。 
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  最後に、健康管理のためには自分で自身の健康のバロメーターをよく把握をしておく事が

大切です。骨密度は、健康な体を作る・維持する・管理する指標のひとつとなります。検査は、

簡易で短時間に出来る内容となっていますので、この機会に当院にて検査を受けてみてはい

かがですか。今回も簡易的なチェック表を載せてみましたので、是非参考になさってみて下さ

い。 

 

次の項目について、当てはまる部分の点数を合計するとあなたの骨の健康度がわかり 

ます。   

 【 身体の具合 】 

 （１） 牛乳、乳製品をあまりとらない                ⇔  ２点    

 （２） 小魚、豆腐をあまりとらない                ⇔  ２点 

 （３） タバコをよく吸う                          ⇔  ２点 

 （４） お酒はよく飲むほうだ                    ⇔  １点 

 （５） 天気のいい日でも、あまり外に出ない        ⇔  ２点 

 （６） 体を動かすことが少ない                  ⇔  ４点 

 （７） 最近、背が縮んだような気がする           ⇔  ６点 

 （８） 最近、背が丸くなり、腰が曲がった気がする    ⇔  ６点 

 （９） ちょっとしたことで骨折した                  ⇔ １０点 

 （10） 体格はどちらかと言えば細身だ           ⇔  ２点 

 （11） 家族に骨粗鬆症と診断された人がいる      ⇔  ２点 

 （12） 糖尿病や、消化管の手術を受けたことがある  ⇔  ２点 

 （13） 閉経を迎えた(女性)。７０歳以上である(男性)。 ⇔  ４点 

                          合計   点 

 

   「はい」の数はいくつありましたか。当てはまる項目を参考にして下さい。 

  ◆ ３点以上  ⇒ 骨が弱くなる可能性があります。気をつけましょう。 

  ◆ ６点以上  ⇒ 骨が弱くなっている危険性があります。注意しましょう。 

  ◆ １０点以上 ⇒ 骨が弱くなっていると考えられます。一度医師の診察を受けてみては 

               いかがですか。 
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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５７その５７その５７その５７    

    「トクホ」と「カロリーゼロ」「トクホ」と「カロリーゼロ」「トクホ」と「カロリーゼロ」「トクホ」と「カロリーゼロ」    

                                管理栄養士管理栄養士管理栄養士管理栄養士            多田繭子多田繭子多田繭子多田繭子    

 近年の健康志向の高まりもあり、患者様から「『トクホ』ってどういうものです

か？」「『カロリーゼロ』という食品は、本当にゼロなの？」というご質問があり

ます。テレビなどでもよく耳にするこの「トクホ」、これは一体どのようなものな

のでしょうか？また、「カロリーゼロ」という食品は本当にカロリーがゼロなの

でしょうか？今回はこれらのお話をさせていただきたいと思います。 

「トクホ」ってなに？「トクホ」ってなに？「トクホ」ってなに？「トクホ」ってなに？    

 「トクホ」とは、「特定保健用食品」のことで、食品の持つ特定の保健の用途・

効果を表示して販売される食品です。この食品は国の許可を受けなければ

ならず、許可を受けた食品には右の許可マークがついています。 

他の食品と違うのは、からだの生理学的機能などに影響を与える成分を

含んでおり、特定の保健の効果が科学的に証明されていて、特定の保健の

目的が期待できることを表示できるという点です。 

なお、特定保健用食品のうち、これまでの許可件数が多く科学的根拠が

蓄積したものがあります。このようなもので消費者委員会での個別審査を行

わなくても許可できるものは、新たに規格基準を作成し、事務局（消費者庁食品表示課）にお

いて規格基準に適合しているかどうかの審査のみを行い、許可手続きの迅速化が図られてい

ます。この規格基準を満たすものとして許可を受けたものを「規格基準型」といいます。 

また、特定保健用食品においては、「疾病リスクの低減に資する旨の表示」が認められていま

す。許可される表示の内容は、「関与する成分を摂取することによる疾病のリスクの低減が医学

的・栄養学的に認められ確立されているものに限り認める」とされています。 

これまでに認められている主な保健の効果の表示は次のとおりです。 

・おなかの調子を整える食品 

・血圧が高めの方に適する食品 

・コレステロールが高めの方に適する食品 

・血糖値が気になる方に適する食品 

・ミネラルの吸収を助ける食品 

・食後の血中の中性脂肪を押さえる食品 

・虫歯の原因になりにくい食品 

・歯の健康維持に役立つ食品 

・体脂肪がつきにくい食品 

・骨の健康が気になる方に適する食品 

さらに、特定保健用食品のうち、これまでの特定保健用食品として許可をうける際の科学的

根拠のレベルには届かないけれども一定の有効性が確認されている食品の場合には、 「○○

を含んでおり、根拠は必ずしも確立されていませんが、△△に適している可能性がある食品で

す。」のように、科学的根拠が限定的であることがわかる表示をすることを条件に許可されてい

ます。 

特定保健用食品 

の許可証標 
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この条件付き特定保健用食品には右のようなマークがついています。 

これら「トクホ」は、平成２５年１２月２６日現在１，０９５品目が許可されてい

ます。 

「トクホ」には、マークとともに次のような表示がしてあります。 

 

           ＜許可表示内容＞ 

本品には食物繊維（○○○○）が含

まれているため、食生活で不足しがちな食物繊維が手軽に

摂れ、おなかの調子を整えるとともに、便通の改善に役立ち

ます。 

 

           ＜摂取上の注意事項＞ 

摂りすぎや体質・体調によってはおなかが張ったり、ゆるく

なる場合があります。 

 

このように「トクホ」には「許可表示内容」と「摂取上の注意事項」が表示されています。たとえ

ば、食物繊維を例にとってみると、私たちの健康のためには、通常の食生活の中で食物繊維を

多く含んでいる食品を摂ることが大切です。しかし、何らかの理由でそれが難しい方の場合、そ

れを補うために上記のような「許可表示内容」を確認して、食物繊維が含まれている「トクホ」を

利用することもできるのです。 

また、「トクホ」には「食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。」という文言を

表示することも義務付けられています。これは、健康を気にする方の「健康食品」への過度の期

待を是正することと、バランスの取れた食生活の普及を図るという目的からです。 

「トクホ」ばかりに頼ることはやめ、まずは日常の生活習慣を見直してみましょう。健康のため

には、バランスの取れた食事や運動、休養など、基本的な生活習慣を整えることが大切です。 

なお、医師による治療を受けている方で「トクホ」を利用してみたいという場合には、主治医に

ご相談ください。 

 

「カロリーゼロ」は本当にゼロ？「カロリーゼロ」は本当にゼロ？「カロリーゼロ」は本当にゼロ？「カロリーゼロ」は本当にゼロ？    

 「トクホ」の中にもありますが、「カロリーゼロ」と謳っている食品が増えてきています。この「カロ

リーゼロ」という表示基準は、食品100g（飲料なら100ml）当たりの熱量が5kcal未満であれば表

示することができるため、実際はカロリーを微量に含んでいてもこのように表示されているので

す。 

 「カロリーゼロ」という表示の他にも「ノンカロリー」や「カロリーオフ」などの表示もあり、主な表示

基準は次の表のとおりとなっています。 

 

 

 

 

 

 

カロリー表示 表示基準 

カロリーゼロ 食品100g当たり5kcal未満 

（飲料100ml当たり5cal未満） ノンカロリー 

カロリーオフ 
食品100g当たり40kcal未満 

（飲料100ml当たり20kcal未満） 
低カロリー 

カロリーひかえめ 

条件付き特定保健用 

食品の許可証標 
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それぞれの表示基準は表のとおりですが、例えば｢カロリーゼロ｣、｢ノンカロリー｣と表記され

ている飲み物では、カロリーが基準の上限である100ml当たり5kcal含まれているとすると、500ml

のペットボトル1本で約25kcal摂取することになります。同様に｢カロリーオフ｣、｢低カロリー｣、｢カ

ロリーひかえめ｣と表記されている飲み物では、100ml当たり20kcal未満なので、500mlのペット

ボトル1本を飲むと約100kcal摂取することになります。 

ですから、「カロリーゼロ」や「ノンカロリー」という表示に安心してこのような食品や飲料を摂り

すぎないように注意しましょう。 

「トクホ」や「カロリーゼロ」などの表示内容について、ご不明な点などありましたらお気軽に栄

養科までご相談ください。 

    

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１２回第１２回第１２回第１２回    

        冬のペンケトーとパンケトー冬のペンケトーとパンケトー冬のペンケトーとパンケトー冬のペンケトーとパンケトー    

                                                循環器内科医師循環器内科医師循環器内科医師循環器内科医師            松井寛輔松井寛輔松井寛輔松井寛輔 

阿寒湖畔から、道道２４１号線を弟子屈方面へ

車で約１２Ｋｍ走ると、「双湖台」という展望台があり

ます。その駐車場に車を停め、歩いて展望台に登

ると、北方向に「ペンケトー」と「パンケトー」という二

つの湖を望むことができます。この二つの湖の名

前はアイヌ語でそれぞれ「上の湖」「下の湖」を意

味しています。阿寒湖畔の温泉街からは、「ペンケ

トー」も「パンケトー」も雄阿寒岳の裏側に隠れて見

えないため、観光客にはほとんど知られていない

ようです。実際、双湖台から二つの湖は見えるもの

の、その眺望は、と言うとちょっと残念なものです。ペン

ケトーはそれなりに見えるのですが、もう一方のパンケ

トーは森に隠れてかすかにしか見えていないからで

す。ところが、雄阿寒岳に登ると、山頂からはこの二つ

の湖を俯瞰することができます。緑の森に囲まれた美

しく大きな二つの湖が眼下に広がり、双湖台からの印

象とは全く異なります。実は、双湖台からは僅かしか見

えなかった「パンケトー」の方がずっと大きい湖で、「ペ

ンケトー」のほうがかなり小さいのです。 

 昔、この二つの

湖 は 阿 寒 湖 と 繋

がっていましたが、土砂による堆積により分かれたようで

す。ですからこの湖は堰止湖（せきとめこ）なのです。この

湖一体は、現在阿寒国立公園の特別保護区で森の自然

を守るため、前田一歩園財団が管理しています。二つの

湖に行くには、阿寒湖の西岸の林道が唯一の道ですが、

林道への車輌の乗り入れは漁協による湖の利用や学術

調査など一部の関係者しかできないことになっています。

一般の人はなかなか近づくことの出来ないはるかな湖な

のです。ところが、冬になると森の熊笹や低木は雪に埋も

れるため、スノーシューを履くと道のない森も歩くことがで

道道道道道道道道241241241241号線からのペンケトー号線からのペンケトー号線からのペンケトー号線からのペンケトー    

雄阿寒岳山頂からのパンケトー雄阿寒岳山頂からのパンケトー雄阿寒岳山頂からのパンケトー雄阿寒岳山頂からのパンケトー    
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きるようになります。そこで、ガイドの方と一緒にペンケ

トー、パンケトーまで歩いてみましたのでご紹介いたしま

す。 

双湖台近くの道道２４１号線から北側の森に入ると湖ま

では下り坂です。しかし、湖に向かって真っすぐに下ると

谷に入り込んでしまいます。ですから大きく左に迂回して

尾根を下るようにします。もともと道のないルートですから、

冬のルートを熟知したネイチャーガイドに案内してもらいま

した。深い雪の森は高木が生い茂り、雪を被った枝葉の隙

間からは青い空が鮮やかに輝き、風に揺られて舞う雪の結

晶が太陽の光に煌めいていました。樹木には、いくつもの、クマゲラのつついた大きな穴が

ありました。クマゲラは数種類の音を出すようですが、この時はドラミングという嘴で木を突く

機関銃のような音を聞きました。繁殖期によく聞くことができるようです。 

 森の冬景色に浸りながら歩いていくうち、やがて傾斜

が急になり、そこを下っていくとペンケトーに着きます。こ

の時期、湖は当然凍結して、上に雪が積もり、湖は一面

真っ白です。その上に足跡を残しながら湖面の中央を

渡っていくと、左手に、やはり雪をまとった冬の雄阿寒岳

の頂が見えてきます。ペンケトーはさほど大きくない湖で

すから、対岸までは容易に横断できます。そこからさらに

進んで再び森の中に入り、小さな丘を越えると、今度は

パンケトーに到着です。こちらはペンケトーに比べかなり

大きな湖です。対岸まで渡りきる時間的余裕はなかった

ため、雄阿寒岳山頂が見えるあたりまで湖面を進んで往

路は終了です。 

再び、ペンケトーまで戻り、そこで昼食です。ガイドの方がスコップを使って、雪で即席のイ

スとテーブルを作り、その上からワカサギ釣り用のテントを被せ、あっという間の小さなランチ

ルームの出来上がりです。そのテントの中で、私が座っている間、ガイドの方がコンロにコッ

フェルを載せ、手早く「うどん」の入った鍋料理を作ってくれます。コンロの火力でテントの中

は思いのほか暖かく、快適な空間となります。阿寒の深い森の奥で、凍結した湖の上で味わ

う鍋の美味しさは格別です。 

昼食を終え身体も暖まったところで、ペンケトー湖上を

出発し帰途に着きます。行きは晴れ渡っていた空が真っ

白に変わり、雪が強く降ってきました。しんしんと降る雪の

中を、ガイドの方と二人黙々と歩きます。帰路の最後は、

道道２４１号線までの登りが続きますが、昼食で元気を取

り戻したばかりなので足取りも軽く、軽快に登れ、無事、

双湖台に帰りつきました。 

今回の全行程は6時間半とかなり長いものでしたが、高

低差が少ないので、登山に比べればあまり疲れを感じま

せんでした。 

登山と異なり山上からの雄大な眺望はありませんが、何といっても冬にしか行くことの出来

ない二つの湖、ペンケトーとパンケトーに足を踏み入れた、という達成感を味わうことができた

トレッキングでした。 

クマゲラが木に開けた穴クマゲラが木に開けた穴クマゲラが木に開けた穴クマゲラが木に開けた穴    

ペンケトーの湖を横断した足跡ペンケトーの湖を横断した足跡ペンケトーの湖を横断した足跡ペンケトーの湖を横断した足跡    

湖からの雄阿寒岳湖からの雄阿寒岳湖からの雄阿寒岳湖からの雄阿寒岳    
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外来診療案内    平成26年3月以降の予定  

外科 

    3333月月月月1111日から日から日から日から    

        3333月月月月16161616日まで日まで日まで日まで    

 

    3333月月月月17171717日以降日以降日以降日以降    

    

 
    3333月月月月17171717日から日から日から日から3333月月月月31313131日までは埼玉医科大学国際医療センターからの出張医、日までは埼玉医科大学国際医療センターからの出張医、日までは埼玉医科大学国際医療センターからの出張医、日までは埼玉医科大学国際医療センターからの出張医、    

                4444月以降は北里大学からの出張医となります。月以降は北里大学からの出張医となります。月以降は北里大学からの出張医となります。月以降は北里大学からの出張医となります。    

    

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     3333月は小児科医不在のため休診となります。月は小児科医不在のため休診となります。月は小児科医不在のため休診となります。月は小児科医不在のため休診となります。    

                予防接種・乳幼児健診については外来受付にお問い合わせください。予防接種・乳幼児健診については外来受付にお問い合わせください。予防接種・乳幼児健診については外来受付にお問い合わせください。予防接種・乳幼児健診については外来受付にお問い合わせください。    

                4444月より新任医師による診療が始まります。月より新任医師による診療が始まります。月より新任医師による診療が始まります。月より新任医師による診療が始まります。 

 

眼科 

 

 

    旭川医科大学からの出張医の診察となります。旭川医科大学からの出張医の診察となります。旭川医科大学からの出張医の診察となります。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。予約検査は医師不在です。予約検査は医師不在です。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    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    出張医出張医出張医出張医    出張医出張医出張医出張医    

午後午後午後午後    休診休診休診休診    休診休診休診休診    休診休診休診休診    休診休診休診休診    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    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    杉浦・雨宮杉浦・雨宮杉浦・雨宮杉浦・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    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    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    

午後午後午後午後    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    松井松井松井松井    

    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    

    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    内澤内澤内澤内澤    中野中野中野中野    内澤内澤内澤内澤    

午後午後午後午後    内澤内澤内澤内澤    中野中野中野中野    内澤内澤内澤内澤    中野中野中野中野    内澤内澤内澤内澤    


