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第第第第１１１１回回回回    総論総論総論総論    加齢加齢加齢加齢によりによりによりにより身体身体身体身体はどうはどうはどうはどう変化変化変化変化するかするかするかするか    

 

高齢者高齢者高齢者高齢者とととと接接接接しししし、、、、そのおそのおそのおそのお世話世話世話世話をするをするをするをする場合場合場合場合、、、、高齢者高齢者高齢者高齢者のののの身体身体身体身体とととと病気病気病気病気のののの特徴特徴特徴特徴をよくをよくをよくをよく知知知知っておくこっておくこっておくこっておくこ

とがとがとがとが大切大切大切大切ですですですです。。。。第第第第 1111 回目回目回目回目はははは総論総論総論総論としてとしてとしてとしてイラストイラストイラストイラストをををを使使使使わずにわずにわずにわずに、、、、基本的基本的基本的基本的なことがらについてなことがらについてなことがらについてなことがらについて説説説説

明明明明しましましましますすすす。。。。    

 

老化による機能低下 

 人間の成長は、25 歳ころに完了し、老化

現象が始まる 40 歳代まで身体の働きがも

っとも保たれています。しかし、40 歳代後

半から素早い体の動きができなくなり、目

のレンズの調節力が低下して老眼となり、

皮膚や髪の毛にも老化現象が見られるよう

になります。女性は生理が不規則となり、

ついには停止してしまいます（閉経）。心臓

や腎臓、肺など生命を維持するために欠く

ことのできない生理機能にも、老化による

機能低下が目立ってきます。このことは、

予備能力、調節力が減少してバランスの乱

れやストレスによって病気になりやすくな

ることを意味します。 

 

図は、Shock が作成した有名なグラフで、

３０歳を 100％とした上で、生理機能が年

齢とともにどのように変化するかを示した

ものです。 

 この図から、３０歳時と比較すると、75

歳になると糸球体ろ過率は約７５％、心係

数（単位時間内に心臓から駆出された血液

量を体表面積で割ったもの）は約７０％、

肺活量は約６０％、腎血漿血流量は約５

０％に低下することがわかります。 

 

生物生物生物生物のののの生理機能生理機能生理機能生理機能にはにはにはには予備能力予備能力予備能力予備能力がががが備備備備わっわっわっわっ

ているているているている    

 「命にかかわる生理機能がこんなに低下

しても大丈夫かしら？生きていられるかし

ら？」と不安に感じる人も少なくないでし

ょう。でも大丈夫です。平均寿命は男

79.59 歳、女 86.44 歳（2009 年）とな

り、65 歳以上の老年人口が全人口の 20％

を越えた今日の日本では、大部分の高齢者

は７５歳まで生きていますし、しかも元気

に生きている人が多いのです。 

なぜなら、生物の生理機能はもともと予

備能力が備わっていて、ある程度低下して

も、その活動に支障をきたさないようにな

っているからです。 

腎臓は左右１対ありますが、生体腎移植

のように健常な腎臓を取り出して他人に移

植しても両者が共に将来にわたって普通の

生活を送ることができるのです。もし腎臓

を一つ取り出して提供者の寿命が１０年短

縮するのであれば、腎臓を取り出すこと自

体が「殺人罪」になってしまいます。 

肺結核後遺症や肺がんの治療などで片側

の肺がダメになっている人がいますが、息
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切れなどの症状があっても普通の生活を送

っている人も少なくありません。片肺だけ

でも大丈夫です。しかし、呼吸器感染症な

どを起こした場合、予備能力の低下により

感染症が治りにくく、病気が重症化しやす

い傾向はあります。 

免疫機能は病原微生物などの異物を認識

して、それを排除する非常に重要な機能を

担っています。免疫機能も加齢とともに低

下します。感染症にかかりやすく、また治

りにくくなるのはこのためです。生体を構

成している細胞は、紫外線などの放射線、

化学物質、過酸化物、ウイルスなどの微生

物などによって常に刺激を受け続けていま

すが、その結果としてがん細胞などの異常

な細胞も生まれてきます。その数は１日で

数百万個とも言われています。免疫機能は

異常な細胞を一つ残らず見つけ出し排除し

ています。しかし、免疫機能が低下すると、

いくつかの細胞が排除されずに生き残って

増殖を続けます。これががんです。高齢者

にがんが多いもっとも大きな理由として免

疫機能の低下を上げることができます。 

 

精神的機能精神的機能精神的機能精神的機能のののの変化変化変化変化    

精神的機能のうち、新しいことを覚えこ

む力（記銘力）は 20 歳前後をピークとし

て低下していきますが、多くの経験や知識

を用いてなされる総合的判断や理解は、老

年期のほうが深まります。安定した人間関

係や社会を築くために必要な能力です。 

他方、精神的環境も加齢に伴って大きく

変化して、高齢者の心理行動にさまざまな

影響を与えます。①能力や家族・知人など

に関する喪失感・不安感が強くなる、②気

が短くなり、我慢することができなくなる、

③自己主張の傾向が強くなる、④今までの

習慣を変えることや環境が変わることを好

まなくなり、自閉的、内向的な傾向が強く

なるなどの特徴がみられるようになりま

す。 

しかし、マイナス面ばかりではなく、老

年期を迎え時間的な余裕が得られて、仕事、

趣味、ボランティア活動に参加でき、気持

ちの豊かさを味わうことができるのもこの

時期の特徴です。国内旅行や海外旅行を楽

しむ高齢者は私の周囲にもたくさんいま

す。 

 

加齢加齢加齢加齢とととと生活習慣病生活習慣病生活習慣病生活習慣病    

高血圧症、糖尿病、脳血管障害、狭心症

などの循環器疾患、胃・十二腸潰瘍、さら

に悪性腫瘍など、いわゆる生活習慣病が 40

歳ごろからよく見られるようになり、年齢

とともに病気にかかる高齢者の割合は増え

ていきます。 

ところで、「若いころは４００ｇのビフ

テキをぺろりと平らげたのに、年をとって

からは食べられなくてなさけない」と嘆く

高齢者がいますが、高齢期の特徴から考え

れば嘆くことではないことがわかります。

胃酸の濃度や消化酵素（ペプシン）の分泌

が低下するので消化力が落ちます。同じ量

の食べ物を食べると消化時間が長くなって

食べ物が胃の中に長い時間留まることにな

ります。食べ物が胃に長く停滞すると、誰

でも「胃がもたれる」という感じを持ちま

す。風邪をひいたときや脂っこい物を食べ

た時、「もたれる」と感じるのは同じ理由

からです。自然に食べる量を減らして調節

することになるわけです。また生物は年を

とると食べ物の獲得能力が低下します。で



5 
 

すので少ない食べ物をすぐに消化してしま

うと、「飢餓地獄」に陥ります。このよう

に老年期の身体の変化は合理的であると考

えることもできます。 

本連載では、高齢者の心身の変化を、生

活や介護の実際と関連付けながらイラスト

を使って考えていきたいと思います。 

乞う、ご期待を！ 

（出典：杉山孝博「絵で見て学ぶ 高齢者

のカラダ Vol.1 総論 加齢により身体は

どう変化するか」、おはよう２１、2010 年

10月号、Vol.21(11),38-39）

 

 

第第第第２２２２回回回回    加齢加齢加齢加齢によるによるによるによる聴力聴力聴力聴力のののの変化変化変化変化    

 

 

 

音の聞こえ方 

 音の波は、耳介でとらえられ外耳道を通

って鼓膜を振動させます。鼓膜の振動が耳

小骨（つち骨、きぬた骨、あぶみ骨）を介

して内耳である蝸牛基底板に伝わり、蝸牛

のリンパ液に流れが生じ、コルチ器の感覚

上皮を刺激してインパルス（神経信号）を

発生させます。そして、聴神経を通して信

号が側頭葉にある聴覚中枢に達してはじめ

て音として認識されます。また、外耳道や

中耳を通らないで直接骨を音が伝わること

があります（骨伝導という）。 

高齢者の難聴 

加齢とともに、鼓膜・耳小骨・蝸牛基底

版の振動伝達機能の低下や、コルチ器の感

覚上皮の萎縮、動脈硬化による循環障害、

聴神経などの萎縮、聴覚中枢の機能低下な

どが起こります。 

年をとると多かれ少なかれ、耳の聞こえ

が悪くなります。聞き違えが多くなったり、

話しかけた時にあいまいな表情で返事をし

たり、何度も聞き返すようになると、その

高齢者に難聴があるのではないかと疑って

ください。 

 高齢者の難聴には、耳垢による外耳道閉

塞、慢性中耳炎や外耳道炎などの伝音難聴
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と、内耳や聴神経の障害による感音難聴（老

人性難聴）とがあります。感音難聴はほと

んどの場合治すことができませんが、伝音

難聴は治療により治すことができますので、

耳の聞こえが悪くなったら耳鼻科医の診療

をうけることが大切です。 

 寝たきりや認知症高齢者の場合、耳垢が

外耳道を完全に閉塞していても訴えのない

場合があります。急に聴力が低下したと訴

える場合、耳垢を除去するとコミュニケー

ションが非常に改善することもしばしばあ

るので、耳鼻科に受診して耳を見てもらう

とよいでしょう。 

 老人性難聴では、加齢によって内耳（蝸

牛）の機能低下が起こり、さらに中枢神経

の機能低下も加わって音を聞き取ることが

難しくなります。特に高い音が聞き取りに

くくなります。私たちは高齢者の表情をみ

て聞き取れているかを確認しながら、ゆっ

くりはっきりと話しかけなければなりませ

ん。それでも、聴力が低下してくると、補

聴器を使うことになります。 

 

耳の機能と補聴器 

 私たちの耳は、周囲の雑音から必要な音

のみを聞き分けるすばらしい能力を持って

います。そのため、ひどい雑音の中でも会

話することができるのです。しかし、補聴

器は必要な音に加えて雑音も増幅させるの

で、うるささを感じてせっかく買ったもの

を使わない高齢者も少なくありません。認

知症高齢者の場合、使い方がわからないた

めに補聴器を使わないこともしばしばあり

ます。最近では、性能が良いものができて

雑音が少なくなってきましたが、まだまだ

不十分です。補聴器に慣れるまでには根気

強さが必要です。 

 補聴器を使って不愉快な一つが、ピーと

いう音（ハウリングという）。これは補聴器

で拡大された音が補聴器と耳道の隙間から

洩れて、それが補聴器でさらに拡大される

という悪循環を形成するからです。このよ

うな場合には、補聴器を入れなおして密着

させる、音量を下げる、器具を耳に合うよ

うに作り直すなどの対策を取ることで解決

します。 

 補聴器をつけていても後方や斜め方向か

ら話しかけられると聞き取りが難しいもの

です。相手の表情や口元をみ

ながら言葉を理解しようとし

ますから、向き合って話すこ

とを心掛けましょう 

また、中耳炎などの後遺症で

鼓膜や耳小骨が破損している

場合、あるいは外耳道や中耳

の変形が著しい場合には、普

通の補聴器が有効でないこと

があります。この場合には骨

伝導補聴器が有効です。 

＊ 

大声で話すことは、介護者にとって精神

的にも身体的にも消耗するものです。また、
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怒鳴るような調子で話しかけられると、本

人は相手から叱られているととらえがちで

す。そのような時、紙などを丸めて作った

メガホンなどを使うと穏やかに話ができて

介護者のイライラが軽くなります。 

 高度の難聴者には助成制度もるので、耳

鼻科に相談するとよいでしょう。 

（出典：杉山孝博「絵で見て学ぶ 高齢者

のカラダ Vol.2 加齢による聴力の変化」、

おは よ う２１ 、 2010 年 11 月号、

Vol.21(13)38-39） 

 

第第第第３３３３回回回回    加齢加齢加齢加齢によるによるによるによる神経系神経系神経系神経系のののの変化変化変化変化    

 

 

 

 

表は加齢とともに神経運動機能がどのよ

うに変化するかを示したものです。 

「目を閉じて片足立ち」が一番低下するこ

とが分かります。 

 私たちは目を閉じていても、指先がどの

位置にあるか分かりますね。それは、筋肉

細胞1 本 1 本にある筋紡錘という筋肉の緊

張や収縮程度を感受する受容体のおかげで

す。筋紡錘は筋肉の収縮度合いの情報を常

時脊髄の運動神経細胞に送り、関節を動か
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す屈筋と伸筋がそれぞれどの程度収縮して

いるかの情報から、それぞれの関節がどの

程度曲がっているかを計算して、最終的に

指の位置を確定しているのです。これらが

瞬時に行われているため適切な運動ができ

るのです。また、私たちが普段姿勢を保っ

ていられるのは、この筋紡錘が身体のかた

むきを微調整してくれているからです（図）。 

 身体の位置を保ち、適切な運動をするた

めには、目からの情報以外に平衡感覚をつ

かさどる三半規管からの情報、全身の皮下

に分布している触覚、振動覚などの知覚情

報も重要です。加齢とともにそれぞれの感

覚情報も低下しますから、バランスを崩し

やすく、適切な運動が素早くできにくくな

るのです。 

「目を閉じて片足立ち」が難しくなる以

外に、「洗面現象」というものも現れます。

「洗面現象」とは、顔を洗おうとすると急

に体が揺れてしまい、時に水道の蛇口に額

などを打ち付けることをいいます。顔を洗

うとき目を閉じると、視覚からくる身体の

位置情報が途切れてバランスを崩すのです。

対策としては、流しの縁に体を接触させて

安定させる、あるいは椅子に座って顔を洗

うなどの方法があります。 

 靴をはく、靴下や下着、ズボンなどを着

脱する、浴槽をまたぐなど、片足立ちにな

ってなにか動作をする時、体のバランスを

崩しやすくて転倒を起こしやすくなります。

「目を開けて片足立ち」「下肢の振動覚」な

どの低下によるものです。 

玄関、浴室や浴室の更衣室には手すりを

つけたり、いすを置くことで事故を未然に

防ぐことができます。寝室などでは、ベッ

ドに座ったり、家具に片手を置いて、衣類

を着脱するといいでしょう。 

 普通の人は、滑りやすい床や滑りにくい

じゅうたん、またごつごつした玉砂利の道

や砂浜でも、危なげなく歩くことができま

すね。それは足底部の皮下に分布している

知覚器を通して得られた情報を脳が分析し

て、すべやすいから用心して歩かなければ

いけない、滑りにくいので足を取られない

ように踏み出さなければいけないなどと、

瞬間的に判断して下肢の筋肉に指令を出し

ているからです。 

 しかし加齢に伴って知覚機能が低下する

と、微妙な調節ができなくなって転倒しや

すくなるのです。床からじゅうたん、じゅ

うたんから床など、固さや滑りやすさの違

いのあるところに踏み出した時に転倒事故

が起こりやすいのもそのためです。 

 ですので、加齢に伴って床の材質につい

ても考える必要があります。フローリング

ならフローリングのみというように床や廊

下を均一な状態にすること、つまりフロー

リングの床にじゅうたんを敷かないほうが

いいということになります。材質を変える

ときには、仕切りや色の変化をつけて視覚

的に訴えるのも一つの工夫です。 

 私の患者さんで、畳の縁で足先を取られ

て転んだ人がいました。確かに畳表の滑り

と布製の畳の縁とは摩擦係数が違います。

そのとき私は、高齢者の部屋の畳は、柔道

場の縁のない畳がよいのではないかと思っ

たものでした。 

 表では、「ほとんど不変」として「語彙、

情報、理解、数字の暗誦、手指・足指の触

覚、手指の 2点区別」などが挙げられてい

ます。 

 50 歳代になると「人や物の名前が出てこ
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ない」「意味のある語彙は覚えやすいが、意

味を持たない数字の暗誦は難しい」と多く

の人が感じ始めることを考えると、「ほとん

ど不変」というのは納得できないかもしれ

ませんね。しかし、かなり認知症の進んだ

人が、難しいことわざを混ぜながら話した

り、難しい漢字を読むといったことはよく

あることです。このように、昔繰り返し身

に付けた言葉や習慣は忘れないものです。 

 偏った判断をしたり、深い考えなしに行

動する若い人たちに対して、長老が長い体

験を通して得た知恵に基づいて紛争や決定

を穏便な形にまとめ上げることがあること

をよく聞きます。かつて、そのようなこと

が「長老による裁定」として尊重されてき

ました。幅広い情報をもっている長老だか

らこそできることだと思います。現代は多

量の情報を素早く処理することが求められ

る時代で、これは若い人でなければできな

いことですが、ギスギスした社会を住みや

すくするためにも「お年寄りの知恵」を活

用してもよいのではないでしょうか。 

 

（出典：杉山孝博「絵で見て学ぶ 高齢者

のカラダ Vol.3 加齢による神経系の変

化」、おはよう２１、2010 年 12 月号、

Vol.21(14)38-39） 

 

 

第第第第４４４４回回回回    加齢加齢加齢加齢によるによるによるによる味覚味覚味覚味覚のののの変化変化変化変化    

 

 

 

５つの基本味質 

 味覚には、甘味、塩味、酸味、苦味、う

ま味の５つの基本味質があります。身体に

有害なものを見分ける苦味や腐敗している
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可能性のある酸味には敏感で、エネルギー

源である糖質のもつ甘味や、体液のバラン

スを保つ塩分を感知する塩味はそれほど敏

感でないといわれています。 

 これらの基本味質は舌の表面で均等に知

覚されるのではなく、図１のように舌の部

位により強く感じられる種類が決まってい

ます。甘味は舌尖（ぜっせん）、塩味は舌尖

と側縁、酸味は側縁、苦味およびうま味は

舌根で強く感じられます。 

 舌、口腔粘膜、咽頭粘膜に分布する味蕾

（みらい）の中に味を感受する味細胞があ

って、味孔（みこう）に向かって神経突起

をのばし、唾液や粘液中の味物質を検出し

ます。その信号が味覚神経を通して大脳皮

質の味覚野に伝えられて、「味」という感覚

が発生するのです。 

 年をとるとともに生理的な機能は変化し

ていきますが、視覚や聴覚と比べると、味

覚は加齢による変化は少ないといわれてい

ます。個人差も大きく、味にこだわる生活

を続けている人に低下が少ないことは、高

齢の調理師が活躍していることを考えれば

納得できます。 

 味覚障害は、全般的な味覚低下や消失が

大部分を占めますが、苦味や渋味が感じら

れる味覚異常もあります。また、甘味など

特定の味覚のみが障害をうけることもあり

ます。 

 「食べ物、飲み物が苦い」と訴える患者

の処方から、咳止めの薬や降圧剤を除いた

だけで、訴えが軽くなった例があります。

食欲が低下して全身状態が悪くなった患者

に、味覚に必須のミネラルである亜鉛をサ

プルメントとして補充したら、味覚が戻っ

て食欲が改善した例もあります。 

 このように高齢者の味覚障害には、薬物

による副作用、亜鉛不足あるいは全身疾患

の一つの症状である場合があるので、注意

深い判断が必要です。 

 

高齢者は塩味に鈍い 

 一般的に加齢に伴う味覚の変化としては、

高齢者は塩味に著しく鈍く、甘味、酸味も

衰えるが、苦みは若い人とほとんど変わら

ないと言われています。 

「おばあちゃんの作った料理は塩辛くて

食べられない」「若いものが作るものは、薄

味でまずい」という声があがる原因はここ

にあります。 

 診察室では、医師と家族との間で、次の

ような会話が交わされます。 

家族家族家族家族 先日、家のお義母さん、私が作った

料理を、「薄味でまずい」といって、目の前

で醤油をかけるんですよ。私が味見して作

った料理の味を台無しにして、私に対する

嫌味でしょうか。 

医師医師医師医師 せっかくの料理を台無しされたとい

う気持ちはわかります。ところで、お義母

さんは、最近、塩辛い料理を好まれていま

せんか。 

家族家族家族家族 そういえば、最近、漬物や佃煮、梅

干などをいつもテーブルにおいてはご飯の

とき食べています。また、お義母さんの作

った料理を食べたことがありますが、味が

濃くなっているような気がします。もとも

と農家育ちで、塩分の多いものを食べてい

た人ですから、そういうものかと思ってい

ました。 

医師医師医師医師 高齢になると、味覚も変化するので

すが、塩味がもっとも低下して、酸味・甘

味も衰えますが、苦味は若い人とあまり変
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わらないと言われています。ですから、若

い人が吟味した味付けは、お年寄りにとっ

ては、薄味で物足りないと感じられるので

す。濃くしてはじめてちょうどよくなるお

年寄りの作った料理は、若い人には濃すぎ

ると感じられるわけです。このような特徴

が理解できないと、世代間の行き違いが深

まることになります。 

家族家族家族家族 今までお義母さんは私をいびってい

ると思っていたことが、そうでないとわか

りました。正しく理解することが大切です

ね。でも、先生、お義母さんは血圧が高い

し、心臓も悪いと主治医から言われていま

して、塩分制限が必要なのに、どうしたら

よいでしょうか。 

医師医師医師医師 高齢者は塩分の濃い味付けでないと

満足できないのに、一方で、塩分制限の必

要な人が多い。これは矛盾ですね。でも、

私たちの味覚の特徴を理解していれば、必

ずしも解決できないわけではありません。

全体が薄味であっても塩分の濃いものが混

じっていてそれが舌に触れた瞬間塩辛く感

じるものです。たとえば、魚料理で、煮魚

ですと身全体に塩分がしみこんでいますか

ら塩分の摂取量は多くなります。しかし、

塩焼きにすると、表面についた塩が舌にふ

れただけで塩辛く感じて、身には塩分が浸

み込んでなくても満足できます。そのほか

に、調味料を上手に使うことで、塩分が少

なくても満足できる味付けができると思い

ます。 

家族家族家族家族 わかりました。お義母さんにおいし

く食べてもらうように、いろいろ工夫した

いと思います。なんといっても、お年寄り

には、食べることが一番の楽しみですから

ね。 

＊ 

ところで、先ほど、苦味は若い人とあま

り変わらないと話しました。それは、生物

の進化の歴史を現していると思います。自

然界にあるもので、苦味のあるものは生物

にとって有害なものが多いです。苦味に敏

感な種族は、それより鈍感な味覚しか持た

ない種族より、有害のものを摂取すること

が少ないので、生存に有利になります。私

たちは生存競争に生き残った種族の子孫で

すから、苦味に最後まで敏感なのではない

でしょうか。 

 

（出典：杉山孝博「絵で見て学ぶ 高齢者

のカラダ Vol.4 加齢による味覚の変化」、

おは よ う２１ 、 2011 年 1 月号、

Vol.22(1),38-39） 

 

 

第第第第５５５５回回回回    加齢加齢加齢加齢にににに伴伴伴伴うううう視覚視覚視覚視覚のののの変化変化変化変化    

 

人人人人はははは、、、、すべてのすべてのすべてのすべての感覚情報感覚情報感覚情報感覚情報のうちでのうちでのうちでのうちで約約約約 80808080％％％％をををを視覚情報視覚情報視覚情報視覚情報としてとしてとしてとして得得得得ているといわれていますているといわれていますているといわれていますているといわれています。。。。

そのためそのためそのためそのため、、、、視力障害視力障害視力障害視力障害はははは日常生活日常生活日常生活日常生活にににに大大大大きなきなきなきな支障支障支障支障をきたしますをきたしますをきたしますをきたします。。。。今回今回今回今回はははは加齢加齢加齢加齢によるによるによるによる視覚視覚視覚視覚のののの変化変化変化変化

とそのとそのとそのとその特徴特徴特徴特徴、、、、およびおよびおよびおよび対応法対応法対応法対応法についてについてについてについて考考考考えますえますえますえます。。。。    
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目の構造について 

目の構造（図 1）を考えるときカメラを

思い浮かべるとよいでしょう。角膜、眼房

水および水晶体がレンズに、網膜はフィル

ムまたは感光面に、虹彩は絞りに、そして

眼瞼はシャッターに相当します。 

 外からの目に入ってくる光はまず角膜で

屈折し、さらに水晶体で屈折して網膜に像

を結びます。 

 カメラでは、焦点を合わせるのにレンズ

と感光面の間の距離を変えますが、目では

水晶体の湾曲度を変えることによって焦点

を合わせます。その調節をするのが毛様体

筋で、副交感神経を通して脳から受けた指

令により収縮・弛緩します。毛様体筋が弛

緩した状態では遠方のものに焦点が合い、

近くのものを見るときには毛様体筋が収縮

して毛様体突起を内側に移動させます。す

ると、毛様小帯が弛緩して、弾力性のある

水晶体が膨らんで屈折率が増し、像を網膜

に結ばせます（図 2）。 

 

老眼とは 

 年齢とともに水晶体の弾力性が落ちてく

ると、水晶体が十分に膨らまなくなり、近

距離の物体を見るとき焦点が合わなくなり

ます。40 歳代後半になると、目から 40cm

以内の距離にあるものを見るのに支障をき

たすようになりま

す。これを老眼（老

視）と呼びます。 

 老眼では、遠く

を見る場合には差

し支えありません

が、近くを見ると

きには老眼鏡（凸

レンズ）を使う必

要が出てきます。 

 ちなみに、角膜

や水晶体の屈折力

が弱いか、眼球の

前後径が短いため、

網膜の後方に像が結ばれるようになるのが

遠視です。この場合にも老眼と同じように

凸レンズをつかって焦点距離を短くして像

を網膜に結ばせることができます（図 3）。 

 

網膜の役割 

 視神経を通して脳の受容野に視覚情報を

送るために、光を電気的な信号に変換する

のが網膜です。網膜には黄色に見える黄班

があって、その中心部は中心窩と呼ばれて

います。中心窩に結ばれた像が最も鮮明に

見えるのです。老人性黄班部変性症や生理

的機能低下、出血・閉塞などの血管の変化

などにより視力の低下が起こります。 

 老眼の特徴の一つに、「暗いと見えにくく

なる。特に文字が読みにくく、色の判別が

難しくなる」ことがあります。明るい所か

ら急に暗い所に行くとものが見えなくなり

ますが、しばらくすると目が慣れて暗くて
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もよく見えるようになります。これを暗順

応と呼びます。加齢とともに視細胞の感受

性が低下し、暗順応が遅くなるため、上記

の特徴がみられるわけです。したがって、

夕方になると階段などの段差が見えにくく

なって転落するという事故が起こりやすく

なります。電灯を早めに点灯する、フット

ライトをつけるなどの工夫が必要です。 

 

白内障とは 

「ものがはっきり見えるようになりまし

た。色彩が鮮やかになり、世の中が明るく

なった感じです。テレビを見るのが楽しみ

になりました」 

1 ヶ月前に白内障の手術をされたばかり

の患者さんの言葉です。 

 白内障は水晶体が濁ることにより起こり

ます。加齢に伴って水晶体に変化が起こっ

て濁るのが老人性白内障です。70～80 歳

代では程度の差があるがほぼ 100％に出

現すると言われています。糖尿病や肝臓病

などの全身性疾患により白内障が出現する

ことがあります。これを併発性白内障と呼

びます。外傷によって水晶体が傷ついても

白内障が起こります。 

 白内障は、原則として徐々に進行してい

き、初期には自覚症状がありません。濁り

が進行していくにつれ、まぶしさやかすむ

感じが出現します。昼間に強い光を受ける

と水晶体の濁った部分で光が散乱するため、

非常にまぶしく感じて視力が低下すること

があります。すりガラスを通してものを見

ると同じで、かすんで見えにくくなります。

以上のような症状が出てきたら白内障を疑

うべきでしょう。更に進行すると失明に至

るほど視力は低下します。 

 白内障の症状は水晶体の濁りの程度や分

布などによって変わるので、視力だけでな

く、生活上の障害のもたらす様々な症状を

考慮して治療の方法は決められます。 

 白内障の進行を遅らせる効果をもつ点眼

液による治療も行われていますが、ある程

度進行した白内障では効果が期待できませ

ん。そのような場合には手術が行われます。 

 白内障手術は、濁った水晶体を取り除い

て眼内レンズを移植する方法が一般的です。

白目と黒目の境を小さく切開するだけで、

安全に短時間で実施できるようになってい

ます。眼科医院によっては入院しないで外

来手術をしているところもあります。 

 糖尿病や高血圧症などの合併症を持って

いる人やブドウ膜炎などの眼疾患を持って

いる人は、硝子体や網膜などに病変があっ

て、白内障になっている水晶体を除去して

も視力が回復しない場合があります。眼科

の主治医から術後の機能回復がどの程度期

待できるかをしっかり説明してもらってお

くことが大切です。 

 前述の患者さんの言葉にあるように、視

力が回復すると生活の意欲は高まります。

それゆえ白内障の手術は前向きに考えたい

ものですね。 

（出典：杉山孝博「絵で見て学ぶ 高齢者

のカラダ Vol.5 加齢に伴う視覚の変化」、

おは よ う２１ 、 2011 年 2 月号、

Vol.22(2)38-39） 
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第第第第 6666 回回回回    加齢加齢加齢加齢にににに伴伴伴伴うううう皮膚皮膚皮膚皮膚のののの変化変化変化変化    

皮膚皮膚皮膚皮膚はははは、、、、体温体温体温体温をををを調節調節調節調節しししし、、、、感染感染感染感染性微生物性微生物性微生物性微生物やややや有害有害有害有害なななな物質物質物質物質のののの体内体内体内体内へのへのへのへの侵入侵入侵入侵入をををを防防防防ぎぎぎぎ、、、、強強強強いいいい張力張力張力張力にににに

よってよってよってよって体体体体をををを保護保護保護保護しししし、、、、紫外線紫外線紫外線紫外線をををを防防防防いでいますいでいますいでいますいでいます。。。。    

さらにさらにさらにさらに痛覚痛覚痛覚痛覚・・・・触覚触覚触覚触覚・・・・圧覚圧覚圧覚圧覚・・・・温冷覚温冷覚温冷覚温冷覚などのなどのなどのなどの知覚知覚知覚知覚をををを担担担担っているっているっているっている重要重要重要重要なななな器官器官器官器官ですですですです。。。。    

基本的基本的基本的基本的なななな働働働働きときときときと老化老化老化老化にににに伴伴伴伴うううう変化変化変化変化をしっかりとをしっかりとをしっかりとをしっかりと学学学学びましょうびましょうびましょうびましょう。。。。    

 

体温を調節する働きと変化 

 恒温動物は体温を一定に保つことによっ

て、高い活動性を支えて、ひいては生命を

支えています。皮膚は外界と体内との熱エ

ネルギーをやり取りする場所でもあるので、

体温を保つため重要な役割を担っています。 

体温が上昇すると、真皮にあるヘアピン

状の毛細血管が拡張して血流が盛んになり、

熱を体外に発散します。逆に寒さを感じる

と、毛細血管が収縮して熱を逃がさないよ

うにします。また、外気温が上昇すると汗

腺から汗が出て、その気化熱で体温を下げ

ます。この毛細血管の拡張・収縮や発汗は、

自律神経の調節をうけています。 

皮下脂肪層は熱の伝導度が低いので、体

外の暑さや寒さから身体を保護します。ア

ザラシなどが厳しい寒さの中でも生存でき

るのは、厚い皮下脂肪によって守られてい

るからです。 

では、加齢に伴って、皮膚が果たしてい

る体温調節の仕組みはどのように変化する

のでしょうか。 

高齢者では毛細血管や汗腺の数が減り、

また自律神経による調節反応も弱くなるの

で、外気温の変化に対する体温の調節能力

が低下します。汗の気化熱による体温低下

作用は強力ですから、猛暑の時や発熱した

時などは、汗をたくさん出すことによって、

体温の調節が行われます。 

脱水傾向のある高齢者は汗を十分に作れ

ないため、熱が体にこもって熱中症になる

恐れがあります。また、皮下脂肪が薄くな

りますから、外気温が低い場合に熱が放散

して体温が下がりやすくなります。 

つまり、高齢者は外気温や体温の変化に

対して適切で速やかな対応が難しいので、

気温の変化に対しては、着衣や室温の調整

をこまめにする必要があるのです。 

 

外力から体を保護する働きと変化 

加齢により皮膚の表皮と真皮が薄くなり

ます。高齢者の皮膚をみると、ラップのフ

ィルムのように薄くなって、皮下の血管な

どが透いて見えるほどになることもありま

す。 

損傷を受けやすくなって、腕を握られた
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り固いものに触れるなどの軽い刺激によっ

ても毛細血管が破綻して皮下出血をおこし

ます。これが紫斑で、容易にできるため介

護者による虐待があるのではないかと疑わ

れる場合もあります。紫斑は出血量が少な

いので間もなく吸収されて消えていきます。

特別に治療する必要はありません。 

皮膚にはコラーゲンからなる膠原線維と

エラスチンからなる弾性線維が豊富にあっ

て強い張力が保たれています。加齢により

コラーゲンや弾性線維が減少するため、皮

膚は薄くなり、機械的な引っ張りに弱くな

り、皮膚の弾力性が低下します。皮膚は傷

つきやすくなり、また創部の治癒が悪くな

ります。強い力が加わらなくても、皮膚が

弁状にべろりと剥けることがあります。高

齢者介護の時に注意しなければなりません。 

 

感染性微生物や有害な物質の侵入を

防ぐ働きと変化 

皮膚が少しでも傷つけられると、赤くは

れ熱を持ち痛みが生じます。傷ついた皮膚

から細菌が侵入して炎症がおこったからで

す。皮膚がわずかに傷ついてもこのような

反応が起こるわけですから、皮膚がいかに

強力な防御壁であるかはこのようなエピソ

ードからもよく分かります。 

皮膚の表面の角質層は死んだ細胞ででき

ていて、ケラチンという強靱なたんぱく質

線維が多く含まれています。脂腺から分泌

される皮脂が皮膚の表面を覆っています

（皮脂膜）。角質層と皮脂膜によって、感染

性微生物や有害な物質に対する強力な防護

壁が作られているのです。 

角質層が薄くなり皮脂が少なくなると皮

膚の感染症が起きやすくなり、有害物質が

皮膚に浸透しやすくなります。 

皮脂膜は皮膚からの水分の蒸発をふせぐ

役割も担っていて、加齢により角質層の水

分の低下が重なると、痛覚などをつかさど

る神経終末が刺激されやすくなって、痛み

やかゆみなどの症状がおこります。老人性

皮膚掻痒症、老人性乾皮症、皮脂欠乏性皮

膚炎などはこのような原因によって起こり

ます。おむつ皮膚炎が高齢者に起こりやす

いのも同じ理由によると考えてよいでしょ

う。皮膚のかゆみに対してクリームなどの

保湿剤が使われるのもうなずけます。 

 

紫外線による障害を防ぐ働きと変化 

日光に含まれる紫外線は、細胞、特に遺

伝子に強い障害を引き起こします。 

色素性乾皮症という病気があります。こ

の病気の患者は手まで隠れる着衣をつけ、

幅広の帽子をかぶって、皮膚に直射日光が

当たらないように過ごしています。紫外線

などで遺伝子が傷つけられた場合、自動的

に修復する酵素が働かないため、日光に当

たると細胞が障害されて、皮膚がびらん状

態になり治らないからです。遺伝子病であ

るこの病気の患者は、最終的には皮膚がん

を発症します。紫外線による障害作用はこ

れほど強いのです。 

私たちが日光に当たっても大丈夫なのは、

修復酵素がしっかり働いているのと、皮膚

基底層にあるメラニン細胞から作られるメ

ラニンが紫外線を吸収してくれるからです。 

年とともにメラニン細胞の数も減って紫

外線に対する防御力が低下します。紫外線

による皮膚の障害が蓄積されると、皮膚の

老化が促進されて、しわ、雀斑（そばかす）、

白斑、老人性ゆうぜい、皮膚がんなどがで
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きやすくなります。 

 

痛覚などの知覚を担う働きと変化 

皮膚には、痛覚・触覚・圧覚・温冷覚な

どの知覚神経が分布していて、皮膚感覚を

つかさどっています。指の巧緻な運動など

も繊細な皮膚感覚の情報があって可能にな

るのです。 

加齢により知覚が低下することによって、

低温やけどを起こしやすいなどの問題が発

生するので注意が必要です。 

 

（出典：杉山孝博「絵で見て学ぶ 高齢者

のカラダ Vol.6 加齢に伴う皮膚の変化」、

おは よ う２１ 、 2011 年 3 月号、

Vol.22(3)38-39） 

 

 

第第第第７７７７回回回回    加齢加齢加齢加齢にににに伴伴伴伴うううう呼吸器系呼吸器系呼吸器系呼吸器系のののの変化変化変化変化    

 

酸素酸素酸素酸素をををを取取取取りりりり入入入入れれれれ二酸化炭素二酸化炭素二酸化炭素二酸化炭素（（（（炭酸炭酸炭酸炭酸ガスガスガスガス））））をををを排出排出排出排出するのがするのがするのがするのが呼吸器系呼吸器系呼吸器系呼吸器系のののの働働働働きですきですきですきです。。。。そのそのそのその機能機能機能機能

をををを維持維持維持維持するためするためするためするため巧妙巧妙巧妙巧妙なななな仕組仕組仕組仕組みがみがみがみが備備備備わっていますわっていますわっていますわっています。。。。吸器系吸器系吸器系吸器系のののの構造構造構造構造やややや働働働働きときときときと加齢加齢加齢加齢によるによるによるによる変化変化変化変化をををを

見見見見ていきましょうていきましょうていきましょうていきましょう。。。。    

 

呼吸器系とガス交換の仕組み 

 鼻、鼻腔、口、口腔から咽頭、喉頭を経

て気管から終末細気管支までを気道と呼び

ます。ガス交換（二酸化炭素を含む赤血球

が二酸化炭素を放出して、酸素と結び付く）

が行わるのは肺胞という部分です（図 1）。

肺 胞 内

の 空 気

は 表 層

液膜、肺

胞上皮、

弾 性 線

維 を 含

む 間 質

（ 基 底

膜）、毛

細 血 管

内 皮 を

通 し て

毛細血管内の血液との間でガス交換が行わ

れています(図 2)。 

炎症や加齢に伴い間質が肥厚すると、ガス

拡散の効率が悪くなって息切れなどの症状

が出てきます。間質性肺炎になると激しい

呼吸困難に陥り、時には命にかかわります。

治っても間質の肥厚が残って在宅酸素療法

の適応になる場合も少なくありません。 

 

換気の仕組み 

 換気（吸気と呼気）は、脳の呼吸中枢を

介して、横隔膜、肋間筋、呼吸補助筋によ

って行われます。 

 横隔膜は胸郭の底部を形成する筋性の膜

で、弛緩時にはドーム状に上方に持ち上が

った形をしています。吸気のときには横隔

膜が収縮して下がり、肺を拡張させ空気を

取り入れます。安静時の呼吸の 75％は横隔

膜の働きによりますが、残りの呼吸は、肋
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骨の運動に伴う胸郭の拡大・縮小により行

われます。 

 横隔膜は第 3，４頚髄から出ている横隔

膜神経により、また肋間筋は胸髄から出て

いる肋間神経により支配されています。交

通事故、関節リウマチ、後縦靭帯骨化症な

どにより第 4頚髄より上部の頚髄が侵され

た場合は呼吸停止をきたします。 

  

 

 

寝たきりにさせないことの意味 

介護の基本の一つに「寝たきりにさせな

いために起こすこと」があります。天井ば

かりを見て過ごすのと、水平にものを見て

過ごすのとでは表情が違うので「意欲」と

いう点で重要なことは言うまでもありませ

んが、呼吸機能の改善という視点でも重要

です。 

横になると内臓が横隔膜を押し上げて動

きを阻害しますが、起き上がると内臓が下

がって横隔膜の動きが良くなり、より多く

の空気を吸い込むことができるのです。換

気が悪くなると特に下肺の背中部分の拡張

が悪くなり、痰がたまりやすくなります。

これが悪化すると沈下性肺炎となるので、

肺炎の予防という意味でも時々は体を起こ

すことが重要です。 

 

異物除去・感染防御の仕組みと変化 

気道を通って肺の奥（肺胞）まで取り入

れられる空気には、細菌やウイルス、粉じ

ん、有害ガスなどが含まれています。また、

乾燥している空気は粘膜に傷害を与えま

す。 

 それに対する仕組みとして、まず、鼻毛

や鼻粘膜で粉じんが除去され、鼻粘膜の毛

細血管から供給される水分によって空気は

100%近くまで加湿されます。 

 微細な粉じんや細菌・ウイルスなどは気

管・気管支などの内面を覆う薄い粘液層に

とらえられます。粘液は気管支粘膜の杯細

胞（ゴブレット細胞）から分泌され、線毛

細胞の線毛の運動によって常に喉の方向に

送られて、無意識的に喉頭、食道、胃へと

飲み込まれていきます。 

 肺胞にはマクロファージという細胞がい

て、細菌などを細胞内に取り込んで溶かし

てしまします。また、白血球や抗体など全
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身的な免疫機構が働いて病原性微生物によ

る感染を抑えているのです。 

 しかし、加齢により、杯細胞や繊毛細胞

が減少すると呼吸器感染症にかかりやすく

なります。 

 粘液層の移動が滞ったり、感染や心不全

などにより分泌が多くなると、痰となって

喀出されます。 

 くしゃみや咳は鼻腔や気管・気管支から

強制的に異物を排出する仕組みです。咳が

出なくなると気管・気管支にたまった痰な

どを排出することが出来なくなって感染症

を悪化させ、時に窒息の原因になることも

あります。 

 

呼吸を調節する 

 動脈血液中の酸素濃度が低下するか、二

酸化炭素濃度が上昇すると、自然に呼吸が

速くなり換気量が増えてガス交換が促され

ます。このように私たちの体には厳密に呼

吸を調節する仕組みが備わっています。 

 動脈血中の酸素・二酸化炭素・およびｐ

H（ペーハー、酸塩基平衡）の濃度が、頸

動脈、大動脈、延髄にある化学受容器によ

って検知されて呼吸中枢に送られます。動

脈血中の酸素濃度が下がるか、あるいは二

酸化炭素濃度が上がると呼吸中枢が興奮し

て呼吸が速く深くなって、ガス交換が促進

されます。逆の場合は呼吸中枢が抑制され

て呼吸が遅くなります。 

呼吸中枢は酸素濃度の低下より二酸化炭

素濃度の上昇に敏感に反応します。布団の

中に潜り込んでしばらくすると息苦しくな

り呼吸が速くなるのは二酸化炭素濃度が上

昇したためです。 

 加齢にともない呼吸調節反射が低下する

と、環境や身体の状態の変化に対して素早

く酸素濃度などを調節することが難しくな

ります。立ちくらみや意識不明などの事故

が起こりやすくなる背景の一つです。 

 

（出典：杉山孝博「絵で見て学ぶ 高齢者

のカラダ Vol.7 加齢に伴う呼吸器系の変

化」、おはよう２１、2011 年 4 月号、

Vol.22(4)38-39） 

 

 

第第第第８８８８回回回回    加齢加齢加齢加齢にににに伴伴伴伴うううう消化器系消化器系消化器系消化器系のののの変化変化変化変化    そのそのそのその１１１１    

 

身体身体身体身体のののの構成成分構成成分構成成分構成成分、、、、エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー、、、、およびおよびおよびおよび生命活動生命活動生命活動生命活動にににに必要必要必要必要なななな物質物質物質物質をををを外界外界外界外界からからからから取取取取りりりり入入入入れることれることれることれること

はすべはすべはすべはすべてのてのてのての生物生物生物生物にとってにとってにとってにとって最最最最もももも基本的基本的基本的基本的なななな生存条件生存条件生存条件生存条件といえますといえますといえますといえます。。。。動物動物動物動物ではそれをではそれをではそれをではそれを担担担担っているのっているのっているのっているの

がががが消化器系消化器系消化器系消化器系ですですですです。。。。2222 回回回回にわたってにわたってにわたってにわたって消化器系消化器系消化器系消化器系のののの働働働働きとそのきとそのきとそのきとその変化変化変化変化をををを学学学学びましょうびましょうびましょうびましょう。。。。    

 

消化器系とは 

食べ物は歯で咀嚼（そしゃく）され、唾

液と混ぜられて飲み込みやすい大きさの塊

（食塊）となって、口腔から咽頭を通って

食道に送られます（嚥下）。食道の蠕動によ

り胃に送られ、胃液に含まれているペプシ
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ン（強力なタンパク分解酵素）や胃酸（塩

酸）の働きでドロドロした粥状になって少

しずつ十二指腸に送られていきます。 

十二指腸では、多くの消化酵素を含む膵

液（タンパク質を分解するトリプシン、脂

質を分解するリパーゼ、糖質を分解するア

ミラーゼなど種々の酵素を含む）と、脂質

を懸濁状態にして消化作用を受けやすくす

る界面活性作用をもつ胆汁が分泌され、食

べ物と混ぜられて空腸と回腸（合わせて小

腸と呼ぶ）に送られます。 

食べ物はたくさんの消化酵素の働きで吸

収されやすいアミノ酸、ブドウ糖など単糖、

中性脂肪・リン脂質・コレステロールエス

テルまで分解されたうえで、小腸から吸収

されます。小腸で吸収されなかったものは

泥のような状態で大腸に送られて、肛門に

向かって移動する間に水分が吸収され、形

のある便とな

って肛門から

排泄されます。 

食道から肛

門までの管腔

を消化管と呼

び、消化管と口

腔、咽頭、唾液

線、肝臓，膵臓、

胆嚢などを含

めて消化器系

と呼んでいま

す（図 1）。 

 

摂食嚥下の

働きとその

変化 

私たちはほ

とんど意識す

ることもなくものを飲んだり食べたりして

いますが、それを可能にするためには、複

雑な一連の反射が円滑に進行することが必

要です。 

食べ物を認識して口の中に取り込み、咀

嚼して食塊を作り、咽頭から食道に送り、

胃に送り込むことを、摂食嚥下と呼びます

（図 2）。 

飲み込みやすくするため食べ物は歯で噛

み砕かれて（咀嚼）、唾液と混ぜられてとろ

みのある塊が作られます。次に舌と上顎（硬

口蓋）で挟まれた食塊は、舌の運動によっ

て咽頭に送られ、咽頭粘膜の知覚神経を刺

激して、その興奮が延髄にある嚥下中枢に

伝えられると、嚥下反射が起こります。 

咽頭は鼻腔、喉頭、食道に繋がっていま

すから、食べ物が食道に送り込まれるため
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には、軟口蓋が鼻腔をふさぎ、喉頭蓋が気

管をふさぎ、同時に舌根が持ち上がって食

べ物を食道に送り込む反射が行われます。

これは嚥下反射と呼ばれる、極めて巧妙な

仕組みです。 

一般的に、どの動物も摂食嚥下ができな

くなれば確実に死につながるため、ある意

味では、死の直前まで嚥下反射は保たれて

いると言えます。 

摂食嚥下に関して加齢により変化が当然

認められます。 

まず食べ物の認識は大脳の働きですから、

認知症などのため認知機能が低下すると、

食べられないもの、食べてはいけないもの

も食べようとすることがあります（異食）。 

歯牙の欠損・脱落などにより咀嚼機能が

低下すると、固いものなどが食べられなく

なり、咀嚼により味覚が刺激され食欲が増

す働きが低下して、食欲がわかなくなるな

どの変化が見られるようになります。歯周

炎などを起こしやすくなって、食欲の低下

や呼吸器感染症を引き起こしやすくなりま

す。口腔ケアが必要な所以（ゆえん）です。 

嚥下反射が円滑に進まなくなると、むせ

やすくなります。特に水分などは食塊形成

されないため喉頭蓋が閉じる前に流れ落ち

て気管に吸い込まれることが起こります。

介護の現場では良く知られていますが、こ

の対策としてはとろみをつけることです。

とろみをつける材料が市販されていますの

で、知らない介護者がいたら紹介してあげ

るとよいでしょう。プリンやヨーグルト、

アイスクリームなど日常口にする食材や、

市販されている介護食などを適宜取り入れ

ることも大切です。 

加齢による衰弱が進行すると、食べ物を

口の中に留めて、いつまでも飲み込まなく

なり、誤嚥が起こるようになります。 

また、痰は健康な人でも産出されますが、

通常は無意識的に飲み込んでいます。 

しかし加齢とともに難しくなり、喉に痰が

絡むようになります。このような状態にな

ると吸引機の準備が必要になります。 

 

食道の変化－逆流性食道炎と食道裂

孔ヘルニア 

胃の粘膜は酸に対して強くできています

が、食道の粘膜は酸に弱く、噴門が加齢と

ともにしっかり閉じなくなって胃液が逆流

すると、噴門に近い食道の粘膜がただれま

す。これが逆流性食道炎で、胸やけなどの

症状が出ます。この場合、強力な制酸剤で

あるプロトンポンプ阻害薬（薬品名では、

オメプラール、タケプロン、パリエットな

ど）使うと、胃酸分泌が抑えられて、胃液

の酸度が下がり、胸やけなどの症状が見事

に取れます。 

食道は横隔膜を貫く位置（食道裂孔と呼

ぶ）で胃につながっています。食道裂孔の

弛緩や胸郭の変形、腹圧の上昇などにより、

時に胃の一部が食道の方向に飛び出してし

まい、胃が瓢箪（ひょうたん）状に締め付

けられる場合が起こります。すると食道か

ら送られた食べ物が胃の上の部分に溜まり、

次に下の部分に送られますので、食べ物が

胸につかえた感じを起こすことがあります。

これを食道裂孔ヘルニア（図 3）とよび、

逆流性食道炎とともに胸やけの原因の一つ

となっています。内視鏡検査で偶然に見つ

かることも少なくありません。加齢ととも

に頻度が高くなりますが、治療が必要な場

合はほとんどありません。（次号に続く） 
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（出典：杉山孝博「絵で見て学ぶ 高齢者

のカラダ Vol.8 加齢に伴う消化器系の変

化 その１」、おはよう２１、2011 年 5

月号、Vol.22(6),38-39） 

 

 

第第第第９９９９回回回回    加齢加齢加齢加齢にににに伴伴伴伴うううう消化器系消化器系消化器系消化器系のののの変化変化変化変化    そのそのそのその２２２２    

 

身体身体身体身体のののの構構構構成成分成成分成成分成成分、、、、エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー、、、、およびおよびおよびおよび生命活動生命活動生命活動生命活動にににに必要必要必要必要なななな物質物質物質物質をををを外界外界外界外界からからからから取取取取りりりり入入入入れることれることれることれること

はすべてのはすべてのはすべてのはすべての生物生物生物生物にとってにとってにとってにとって最最最最もももも基本的基本的基本的基本的なななな生存条件生存条件生存条件生存条件といえますといえますといえますといえます。。。。動物動物動物動物ではそれをではそれをではそれをではそれを担担担担っているのっているのっているのっているの

がががが消化器系消化器系消化器系消化器系ですですですです。。。。前回前回前回前回にににに引引引引きききき続続続続きききき、、、、胃胃胃胃やややや腸腸腸腸のののの働働働働きときときときと変化変化変化変化についておについておについておについてお伝伝伝伝えしますえしますえしますえします。。。。    

 

胃の働きと変化 

胃では胃酸（塩酸）、ペプシノーゲン（塩

酸の働きでペプシンに変わって蛋白質を分

解する）、内因子などが分泌されます。胃酸

は胃底腺の壁細胞から分泌される強い酸で

す。蛋白分解酵素であるペプシンとともに

蛋白質の分解にかかわります。また、強い

酸性により、細菌やウイルスなどの病原微

生物を殺菌します。ヒトを含めた動物が滅

菌しないものを食べていても病気にならな

い理由の一つがここにあります。 

動物の肉を消化するのに、自らの胃を消

化されないのはなぜでしょうか。胃の表面

は薄い粘液層に覆われていて、胃液が直接

胃粘膜の細胞に接触しないように保護され

ていること、胃粘膜細胞自身が弱いアルカ

リ性の液を分泌して胃酸を中和しているこ

と、さらに粘膜の細胞分裂が活発で次々と

新しい細胞に置き換わっているためです。

およそ３～６日ですべての粘膜細胞が新し

くなるといわれています。 

胃底腺の壁細胞から分泌

される内因子（図 1）は、血

色素を作るために必要な葉

酸やビタミンＢ12 を吸収す

るために必要な因子です。胃

がんや胃潰瘍などで胃を大

きく切除した人や胃粘膜が

萎縮した高齢者などに貧血

（大球性低色素性貧血）が見

られることがありますが、内

因子が不足するためです。こ

のような場合、内服や注射に

よって葉酸やビタミンＢ12 を補うと貧血

が改善します。 

加齢により、胃酸の濃度や消化酵素（ペ

プシン）の分泌が低下するので消化力が落

ちます。若いころと同じ量の食べ物を食べ
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ると消化時間が長くなって食べ物が胃の中

に長い時間留まることになります。食べ物

が胃に長く停滞すると誰でも「胃がもたれ

る」という感じを持ちます。風邪をひいた

ときや脂っこい物を食べた時、「もたれる」

と感じるのは同じ理由からです。そのため、

年をとると自然に食べる量を減らして調節

することになるわけです。 

十二指腸および小腸の働きと変化 

胃から十二指腸に、胃液の働きでドロド

ロした粥状になった食べ物が少しずつ送ら

れてくると、多くの消化酵素を含む膵液や

胆汁が分泌され、食べ物と混ぜられて空腸

と回腸（合わせて小腸と呼ぶ）に送られま

す。膵液や胆汁はアルカリ性で、胃から送

られてきた食べ物の強い酸性を中和して、

消化酵素が働きやすい状態を作ります。 

膵液には、タンパク質を分解するトリプ

シン、脂質を分解するリパーゼ、糖質を分

解するアミラーゼなど種々の酵素が含まれ

ています。 

界面活性作用をもつ胆汁は、脂質を懸濁

状態にして消化作用を受けやすくする働き

があります。 

小腸の役割は、栄養分の吸収と一部の分

解作用です。 

栄養分の吸収のため小腸には輪状ひだと、

密生した突起状の絨毛という構造があり、

これにより、食べ物の最終的な分解と栄養

分の吸収が行われやすい、表面積が広く（畳

１２畳分の広さ）なっています。 

ビタミンやカルシウム・鉄などのミネラ

ルなどは主として小腸から吸収されますが、

体に必要な量しか吸収されない吸収障壁

（バリアー）という仕組みがあります。骨

そしょう症を防ぐためカルシウム入りのサ

プリメントを大量に服用しても、運動しな

ければカルシウムは骨に移行せず、便と一

緒に排出されてしまいます。 

 

大腸の働きと変化 

大腸は、消化・吸収が済んで泥のような

状態で小腸から送られたものを、ゆっくり

水分を吸収しながら適度な固さの便にして

 

肛門に向かって移動させる働きをします。 

大腸では腸内細菌が常在していて、線維

分の分解、ビタミン Kの産生、及び病原性

微生物の繁殖の抑制などの働きをしていま

す。抗生物質の長期使用などにより正常の

腸内細菌が死滅すると、細菌性腸炎を起こ

して下痢しやすくなったり、血液凝固因子

を作るのに必要なビタミンKの産生が少な

くなって出血しやすくなります。 

 

排便の仕組み 

大便が直腸に溜まりその粘膜を押し広げ

ると、骨盤にある神経中枢から直腸に分布

している知覚神経が興奮して、脳に信号を

送って便意を発生させます。それをきっか

けに、一連の反射がおこります。大腸とく
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にＳ状結腸のぜん動が活発となって便を直

腸に送り、腹筋や横隔膜などが緊張して

（力む）腹圧を上げて便を押し出そうとし、

肛門を閉じている筋肉（肛門括約筋）がゆ

るみ、便が体外に押し出されます。このよ

うな一連の動きが協調しあって排便が行わ

れるのです。 

 加齢などにより、大腸のぜん動が不活発

になり、息むのに必要な腹筋の力が弱くな

ると便秘しやすくなります。歩行などの身

体運動はぜん動を促し、腹筋・背筋を鍛え

ます。動きが悪くなり、特に寝たきりにな

ると便秘を起こしやすくなるのはやむを得

ないことかもしれません。 

 

悪性腫瘍の発生 

蠕動などに伴う機械的刺激、食べ物や便

に含まれる有害物質、盛んな細胞分裂など

の要因から、消化器系はがんが発生しやす

い部位です。咽頭がん、食道がん、胃がん、

大腸がん、肝がん、膵臓がん、胆嚢・胆管

がんなど、小腸をのぞくすべての消化器系

でがんが発生します。しかも消化器系のが

んは、がんによる死因の大きな割合を占め

ます。ポリープなどの良性腫瘍もできやす

く、時に悪性化する場合もあり、内視鏡検

査や腹部エコー検査などを定期的に受ける

ことが大切です。 

（出典：杉山孝博「絵で見て学ぶ 高齢者

のカラダ Vol.9 加齢に伴う消化器系の変

化 その 2」、おはよう２１、2011 年 6

月号、Vol.22(7),38-39） 

 

 

第第第第１０１０１０１０回回回回    加齢加齢加齢加齢にににに伴伴伴伴うううう心臓心臓心臓心臓・・・・血管系血管系血管系血管系のののの変化変化変化変化    そのそのそのその１１１１    

 

    酸素酸素酸素酸素やややや栄養栄養栄養栄養、、、、ホルモンホルモンホルモンホルモン、、、、抗体抗体抗体抗体、、、、凝固因子凝固因子凝固因子凝固因子などなどなどなど生命活動生命活動生命活動生命活動にににに必要必要必要必要なものやなものやなものやなものや、、、、炭酸炭酸炭酸炭酸ガスガスガスガス（（（（二酸二酸二酸二酸

化炭素化炭素化炭素化炭素））））などのなどのなどのなどの代謝産物代謝産物代謝産物代謝産物、、、、赤血球赤血球赤血球赤血球・・・・白血球白血球白血球白血球・・・・血小板血小板血小板血小板などなどなどなど、、、、またまたまたまた熱熱熱熱エネルギーエネルギーエネルギーエネルギーをををを体体体体のののの隅隅隅隅々々々々にににに

循環循環循環循環させるさせるさせるさせる役割役割役割役割をををを担担担担うのがうのがうのがうのが循環器系循環器系循環器系循環器系ですですですです。。。。循環器系循環器系循環器系循環器系のののの素晴素晴素晴素晴らしいらしいらしいらしい働働働働きときときときと加齢加齢加齢加齢によるによるによるによる変化変化変化変化をををを

４４４４回回回回にわたってにわたってにわたってにわたって見見見見ていきましょうていきましょうていきましょうていきましょう。。。。    

 

驚異的な心臓の働き 

 心臓は自分の握りこぶしほどの大きさで

すが、全身に血液を送り出すための大変な

仕事をしています。 

 収縮期（最大）血圧が 140 であるとしま

す。単位は mmHg ですから、水銀（原子

記号がHg）柱を 140ｍｍつまり 14.0cm

の高さに、水柱ですと水の比重は水銀の 13

倍ですから、14.0×13＝182cm つまり

182cm の高さに押し上げる圧力で血液を

押し出していることになります。動脈を傷

つけると 2ｍの高さまで血液が噴き出る可

能性があるのです。糸のような細い動脈で

も切断すると血液が飛ぶことがありますか

ら、手術中に血液が目に入って感染事故が

起こらないように防護メガネが必要になる

のです。 

 成人では 1回の収縮で約 70ml 前後の血

液を送り出します。１分間の心拍を 70 回

とすると、70×70＝4900ml、つまり約
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5Ｌの血液を毎分拍出しているのです。１時

間では 300Ｌ，24 時間ですと 7200Ｌと

なり、毎日ドラム缶 7 本分の血液を身長の

高さまで持ち上げる仕事をしていることに

なります。 

 5Ｌの血液は体を循環している血液の量

（循環血液量）に匹敵します。循環血液量

は体重の約 13 分の１ですから、体重 65

ｋｇの人の循環血液量は 5Ｌとなります。

つまり、体の大きい人も小さい人も握りこ

ぶし大の心臓が、生涯休むことなく全血液

を毎分ごとに循環させていることになるの

です。 

 

 

 

心臓の構造と血液循環 

 心臓は、図 1 のように左心系の左心房、

左心室と右心系の右心房、右心室の 4 つに

区画されています。左心系は肺静脈から帰

ってきた酸素の豊富な血液（動脈血）を大

動脈から全身に送り出し、右心系は大静脈

から帰ってきた血液（静脈血）を肺動脈に

送り出す働きをします。 

 心房と心室、心室と動脈の境には逆流を

防ぐための弁があります。図 1 のように、

僧帽弁、三尖弁、肺動脈弁、大動脈弁（半

月弁）と呼ばれています。 

 僧帽弁や三尖弁では心室の収縮により発

生する強い圧力に耐えるため、心臓内の筋

肉の出っ張り（筋肉柱）から延びた強い腱

（腱索）につながっていて支えています。 

 病気や加齢により筋肉柱や腱索が切れた

り弛んだりすると、僧帽弁がしっかり閉じ

なくなって血液が左心房に逆流することに

なり、息切れ、むくみ、咳・痰などの心不

全症状を起こすようになります。これを僧

帽弁逸脱症候群と呼びます。加齢など様々

な原因によって弁の閉じ方が悪くなると同

様に血液の逆流が起こります。これを閉鎖

不全症とよび、心エコー検査などにより診

断されます。 

 リウマチ性変化や老化などにより弁に石

灰化や線維化などが起こって弁の動きが悪

くなって十分開かなくなると、狭窄症と呼

ばれ、ときに弁置換術の対象になります。 

  

規則正しく動く心臓 

心臓は意志と関係なく規則的な収縮・拡

張を繰り返しています。この規則正しい拍

動は、右心房近くにある洞房結節（どうぼ

うけっせつ）と呼ばれる部位が一定間隔で

電気的な刺激を発し、刺激伝導系という特

別に発達した仕組みにより心房や心室の筋

肉を興奮させることによって作り出されま

す。 

 心房が収縮して血液を心室内に十分に送

り込んでから、心室が収縮を始めないと効

率的な働きができません。房室結節という

部位で電気信号を 0.07 秒ほどとどめてお
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いて、房室束⇒左右の脚⇒プルキンエ線維

を通って心室に電気刺激を伝えます（図 2）。

この仕組みにより十分な量の血液をためて

から心室は収縮を始めるのです。房室結節

から心室に信号が伝わらない（房室ブロッ

クという）と心室が収縮しなくなって命に

かかわります。ペースメーカーによる人工

調律は完全房室ブロックの時などに必要に

なります。 

 

心拍数の調節 

洞房結節は神経中枢からの調節がない場

合には、約 100～110 回の頻度で自動的

に電気的な刺激を作り出しています。しか

しそのまま心臓が収縮・拡張をするかとい

うとそうではなく、脳の延髄にある心臓血

管中枢からの指令を受けながら心拍数が調

整されています。 

洞房結節の働きは自律神経による支配を

受けています。自律神経のうち、交感神経

は刺激的に働き、副交感神経は抑制的に働

きます。 

興奮・緊張・恐怖・感動などの精神的・

身体的緊張状態の場合には交感神経が興奮

して、脈拍を速くし、心筋の収縮力を強め

ます。安静・睡眠・沈静などのときには副

交感神経が優勢になって脈拍はゆっくりと

なります。 

 

不整脈と血栓 

心臓は心室内部には筋肉柱などが出てい

て複雑な構造をしていますが、流体力学的

にみると、血液を受け入れ送り出すのみま

ったく無駄のない見事な動きをしています。

ところが不整脈があると血液の流れに乱れ

が生じ、心臓の中に血栓ができやすくなり

ます。特に心房細動では心房内血栓ができ

やすく、動脈の血流にのって脳の動脈がつ

まると脳梗塞、心臓の動脈（冠動脈）がつ

まると心筋梗塞、腎臓の動脈がつまると腎

梗塞を引き起こします。不整脈のある患者

さんに、アスピリン、ワーファリンなどの

抗凝固剤が処方されているのは血栓の予防

のためです。不整脈は加齢とともに頻度が

高くなりますが、単発の期外収縮など問題

とならない不整脈が多いので心配しすぎな

いことも大切です。 

（出典：杉山孝博「絵で見て学ぶ 高齢者

のカラダ Vol.10 加齢に伴う心臓・血管系

の変化 その 1」、おはよう２１、2011 年

7月号、Vol.22(8),38-39） 
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第第第第１１１１１１１１回回回回    加齢加齢加齢加齢にににに伴伴伴伴うううう心臓心臓心臓心臓・・・・血管系血管系血管系血管系のののの変化変化変化変化    そのそのそのその２２２２    

 

血液血液血液血液がががが全身全身全身全身にににに行行行行きききき渡渡渡渡るためにはるためにはるためにはるためには血圧血圧血圧血圧のののの維持維持維持維持・・・・コントロールコントロールコントロールコントロールがががが非常非常非常非常にににに大切大切大切大切ですですですです。。。。    

身体身体身体身体のののの臓器臓器臓器臓器やややや組織組織組織組織がががが必要必要必要必要とするとするとするとする血液血液血液血液はははは、、、、運動運動運動運動やややや身体身体身体身体のののの状態状態状態状態によってによってによってによって刻刻刻刻々々々々とととと変変変変わっていますわっていますわっていますわっています。。。。    

今回今回今回今回はははは血圧血圧血圧血圧ををををコントロールコントロールコントロールコントロールするするするする仕組仕組仕組仕組みをみをみをみを見見見見ていきましょうていきましょうていきましょうていきましょう。。。。    

 

血圧にかかわる要素と、動脈圧調節系 

私たちが普段測っている血圧は、動脈圧

です。動脈圧は、心臓の収縮力、大動脈の

弾性、送りだされる血液の量（心拍出量）、

末梢血管の抵抗および全身を流れる血液量

（循環血液量）の５つの要素によって決ま

ります。 

動脈圧をモニターして調節する動脈圧調

節系があり、短期間の変動を調節する神経

性動脈圧調節系（圧受容器反射）と長期間

にわたる圧調節を担う腎臓（体液性調節系）

があります。 

 

 

 

心臓の収縮力と大動脈の弾力性 

 加齢や虚血性心疾患、心筋症などのため

心筋の収縮力が低下すると血圧が低下する

ことがあります。この場合、狭心症の治療

や、ジギタリス剤などの強心剤による治療

をすると心筋の収縮力が改善して血圧が安

定します。 

左心室から血液が送り出されると、弾力

性のある大動脈が拡張しながら血液を受け

入れます（図 1）。心臓が拡張期にあるとき

（大動脈弁が閉じているとき）でも血圧が

０とならないように大動脈の弾力性により

血圧を維持しながら血液を末端に送り続け

て、血圧は最終的には拡張期圧（最小血圧）

まで下がります。 

動脈硬化が進行し、弾性が低下すると、

血圧の上昇・降下が急激になります。高齢

者は血圧が急に上昇しやすい理由の一つで

す。 

 

送りだされる血液の量（心拍出量） 

 出血や脱水の時には、循環血液量の減少

⇒心拍出量の減少のため血圧降下が起こり

ます。輸血、輸液をすることで循環血液量

を増加させて血圧を回復させます。起立性

低血圧や軽い脱水などで血圧が下がったと

きには、体を横にするか下肢を上げること

で血液（静脈血）の心臓への還流量を増や

し、１回拍出量を増やして血圧を上昇させ
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ることができます。 

 年を取ると立ちくらみが起こりやすくな

ります。急に立ち上がると、重力に従って

血液が拡張しやすい下半身の静脈にたまっ

てしまい、心臓への血液の還流が少なくな

り、瞬間的に血圧が下がって、血圧低下の

影響を受けやすい脳の働きに影響が出るか

らです。普通は神経性動脈圧調節系が働い

て瞬間的に血圧低下を防ぎますが、高齢者

や特に寝たきりなど体を動かさない人はこ

の反射も低下するのです。 

 

全身を流れる血液量（循環血液量） 

 生命活動は水の環境の中で営まれている

ので、水（電解質も含めて）の恒常性を保

つための巧妙な仕組みが備わっています。

水の出納を管理して血圧を保つ働きが腎臓

（体液性調節系）です。水分の摂取が多く

なると尿量を増やし、水分が減少すると尿

を濃縮して尿量を減らします。 

塩分の摂取が多かったり、腎機能が低下

して腎臓が塩分（正確にはナトリウム）を

排泄できなくなると、ナトリウム（Na

＋

、

ナトリウムイオン）は水を引きつけてため

込む力が強いので、循環血液量が増して血

圧が上昇します。 

慢性腎不全の患者が血液透析の治療がで

きなかった時は、悪性高血圧と呼ばれる異

常な高血圧（最大血圧が 200～300 以上）

になり、脳卒中で亡くなってしまうことも

ありました。 

 

神経性動脈圧調節系（圧受容器反射） 

 脳の血流を調べる SPECT（スペクト、

シングルフォトン断層撮影）という検査を

すると、活発に活動していると思われる脳

の部位の血流が盛んで、活動してない部位

の血流が少ないことがわかります。脳が別

の仕事をすると血流の多い部位も変わりま

す。激しく運動しているときには筋肉に分

布している動脈は拡張してたくさんの血液

を送り込みます。このように私たちの身体

の隅々まで必要なとき必要な量の血液を送

って機能を十分に発揮させるための巧妙な

仕組みが備わっています。それが神経性動

脈圧調節系（圧受容器反射）と呼ばれるも

のです。 

    

 頸動脈洞と大動脈弓には圧受容器があっ

て、動脈圧を感知して延髄にある心臓血管

中枢に情報を伝達します（図 2）。心臓血管

中枢ではその情報をもとに、血圧が下がれ

ば自律神経のうち交感神経を介して心筋の

収縮力を高め脈拍を速くし、また末梢の細

動脈を収縮させて（つまり末梢血管抵抗を

高めて）血圧を上昇させます。また、高く

なりすぎると副交感神経を介して脈拍を遅

くして血圧を下げます。この調節は反射的

に速やかに行われます。 
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降圧剤の働き 

 血圧が上がりすぎると動脈硬化を促し、

脳卒中・心筋梗塞・腎機能障害などを引き

起こすため、血圧のコントロールは非常に

重要です。高齢者では降圧剤を服用してい

る人が少なくありません。降圧剤は上記の

動脈圧調節系に働いて血圧を下げます。 

 末梢動脈の平滑筋の緊張を取り血管抵抗

を下げるのが、カルシウム（Ca）拮抗薬・

アンギオテンシンⅡ受容体拮抗薬・α遮断

薬です。利尿剤や利尿降圧剤は、尿量を増

やして循環血液量を減らすことで、降圧効

果を得ようとする薬剤です。腎臓の血流が

少なくなると腎臓からレニンという強力な

昇圧物質が分泌されますが、レニンの働き

を途中でブロックするのが、アンギオテン

シン変換酵素（ACE）阻害薬と呼ばれる高

圧剤です。また、心臓の自律神経に働いて

心拍出量を減らすのがβ遮断剤です。通常

はこれらの薬が組み合わされて使われてい

ます。 

（出典：杉山孝博「絵で見て学ぶ 高齢者

のカラダ Vol.11 加齢に伴う心臓・血管系

の変化 その 2」、おはよう２１、2011 年

8月号、Vol.22(9),38-39） 

 

 

第第第第１２１２１２１２回回回回    加齢加齢加齢加齢にににに伴伴伴伴うううう心臓心臓心臓心臓・・・・血管系血管系血管系血管系のののの変化変化変化変化    そのそのそのその３３３３    

 

 医療医療医療医療やややや福祉福祉福祉福祉のののの現場現場現場現場ではもちろんではもちろんではもちろんではもちろん、、、、最近最近最近最近はははは家庭家庭家庭家庭でもでもでもでも血圧血圧血圧血圧のののの測定測定測定測定がよくがよくがよくがよく行行行行われていますわれていますわれていますわれています。。。。しししし

かしかしかしかし、、、、血圧血圧血圧血圧のののの意味意味意味意味がががが正正正正しくしくしくしく理解理解理解理解できていないとできていないとできていないとできていないと混乱混乱混乱混乱をもたらすことがしばしばですをもたらすことがしばしばですをもたらすことがしばしばですをもたらすことがしばしばです。。。。血圧血圧血圧血圧

にににに関関関関してしてしてして正正正正しいしいしいしい知知知知識識識識をををを持持持持ちましょうちましょうちましょうちましょう。。。。    

 

「血圧は変動するもの」 

強い緊張でなくても、たとえば検診の時、

医師の診察を受ける時、めまいや動悸がし

て血圧が上がったのではないかと思った時、

「前回血圧が高かかったので入浴サービス

を受けられなかったが今日は大丈夫かし

ら？」と思った時などにも、血圧が上昇す

ることはしばしばです。「白衣高血圧」と

いう言葉もあり、これは白衣の人の前で血

圧が 20～30mmHg くらい上昇すること

です。 

このようにいろいろな条件により 20～

30mmHg くらい上下するので、血圧の動

きに一喜一憂しないことが大切です。 

 

血圧の日差変動 

血圧の動きには日差変動があって、一般
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的には起床時が最も高く、朝食後から下が

って夕方にやや上昇し、深夜に最も下がる

のが普通です。このことを理解していない

と、朝起きた時血圧が高くてびっくりする

ことになり、また昼間の血圧が夜にも継続

すると考えて強い降圧剤を服用すると夜中

に下がりすぎて立ちくらみや脳梗塞を起こ

すことになります。 

 

加齢とともに血圧は上昇 

加齢とともに血圧が上昇するのは、硬く

狭くなった動脈を通して一定量の血液を送

り出さなければならないための反応で、あ

る意味では合理的なもの。高かった血圧を

急激に下げ過ぎると、立ちくらみなどの症

状や脳梗塞を起こしやすくなります。 

 

血圧の基準値 

WHO（世界保健機構）では、若年者（65

歳未満）の場合、収縮期（最大）血圧が

140mmHg 以上、または拡張期（最小）

血圧が 90mmHg以上を高血圧、正常血圧

はそれぞれ 140mmHg 未満、90mmHg

未満としています。65 歳以上の高齢者の

高血圧の基準は、それぞれ 160mmHg 以

上または 90mmHg以上としています。年

齢や合併症の有無により,個別的な判断が必

要とされています。 

 

短期上昇は問題とならない拡張期血

圧 

収縮期（最大）血圧は、短時間でも上昇

し過ぎると危険です。1 日のうち 23 時間

59 分は正常であっても、残りの 1 分間収

縮期血圧が 300mmHg 以上になったとし

たら、その瞬間に血管が破綻して脳出血を

起こすことが考えられます。ですから、収

縮期血圧は瞬間でも上がりすぎないように

コントロールします。 

一方、拡張期（最小）血圧は短期間上昇

しても問題はありませんが、５年、10 年

以上持続すると動脈硬化を促します。拡張

期血圧は、それ以上の圧力が動脈にかかり

続けるので、継続的な上昇は、動脈硬化を

進行させます。 

高血圧の治療の目的は、動脈硬化の進行

を予防することですから、拡張期血圧を上

昇させないことが重要です。しかし短期間

では全く問題ありません。 

このことが理解されないと、「血圧が

140／105 です。下の血圧が高いので入

浴サービスを提供できません」ということ

になります。これは間違いです。なぜなら

拡張期血圧は短期間なら 110mmHg でも

115mmHgでも何も問題ないからです。 

 

降圧剤は高血圧症を治すものではな

い 

降圧剤は血圧を下げるだけで、高血圧症

という病気を治すものではありません。服

用を中止すると、血圧は服用前の値にもど

ります。 

 

血圧血圧血圧血圧にににに関関関関するするするする患者患者患者患者とととと医師医師医師医師のののの会話会話会話会話    

患患患患者者者者    会社の検診で、血圧が 164／86 あ

って、治療を受けるよう勧められました。 

医師医師医師医師 これまで血圧が高かったですか？ご

両親や兄弟で血圧の高い人はいますか？ 

患患患患者者者者 父と兄は、血圧が高いようです。こ

れまで血圧が高いと指摘されたことはあり

ません。自宅でも時々測るのですが、普段

は 126／７４くらいで、160 以上に上が
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ったことはありません。 

医師医師医師医師 親や兄弟に高血圧症の人がいると、

高血圧症になる確率は高いといえます。今、

血圧を測りましたら、134／82 で正常範

囲です。検診などで血圧が高かったからと

いって必ずしも高血圧症とはいえません。

というのは、血圧などは精神的な要因によ

って大きく変動するからです。 

患患患患者者者者 血圧がそんなに簡単に変動して大丈

夫ですか。 

医師医師医師医師 血圧は、心身の状態に応じて変動す

ることが普通です。めまいがする、動悸が

すると不安を感じたときに血圧を測ると、

かなり上昇していることがあります。その

ような場合は、血圧が上がったからめまい

や動悸がしたと考えがちですし、救急担当

医からもそのような説明を受ける場合も多

いと思います。 

私は、逆に、めまいや動悸があったこと

で精神的緊張が高まって血圧が上昇したと

考えるべきだと思っています。症状がある

からといって、むやみに血圧を測らないほ

うがいいでしょう。 

患患患患者者者者 検診のとき緊張している気持ちはな

かったのですが、それでも緊張して血圧が

上がったのでしょうか。 

医師医師医師医師 精神的な緊張は私たちの生理的機能

に変化を及ぼしやすいのです。「うそ発見

器」をご存知ですか？血圧、脈拍、呼吸状

態、皮膚の電気抵抗（汗の出方）などをグ

ラフで見ながら、「○○について知っていま

すか」「知りません」と応えた瞬間にグラフ

の波形に乱れが生じて、「嘘を言っている」

と推定されるわけです。これは、嘘を言う

時ひどく緊張しているわけでもないのに生

理的機能に変化が出るのです。 

患患患患者者者者 よくわかりました。血圧の変化に一

喜一憂しないようにしたいと思います。 

（出典：杉山孝博「絵で見て学ぶ 高齢者

のカラダ Vol.12 加齢に伴う心臓・血管系

の変化 その 3」、おはよう２１、2011 年

9月号、Vol.22(10),38-39） 

 

 

第第第第１３１３１３１３回回回回    加齢加齢加齢加齢にににに伴伴伴伴うううう心臓心臓心臓心臓・・・・血管系血管系血管系血管系のののの変化変化変化変化    そのそのそのその４４４４    

 

「「「「人人人人はははは血血血血管管管管とともにとともにとともにとともに老老老老いるいるいるいる」「」「」「」「血血血血管管管管のののの老化老化老化老化はははは 33330000歳頃歳頃歳頃歳頃からからからから始始始始まるまるまるまる」」」」とととと言言言言われていますわれていますわれていますわれています。。。。    

動動動動脈硬脈硬脈硬脈硬化化化化はどのようにはどのようにはどのようにはどのように進進進進みみみみ、、、、どのようなどのようなどのようなどのような影響影響影響影響をもたらすかををもたらすかををもたらすかををもたらすかを考考考考えてみましょうえてみましょうえてみましょうえてみましょう。。。。    

    

高齢者の心臓・血管系の疾患 

日本における死因の第１位は悪性新生物、

第２位心疾患、第３位脳血管疾患、第４位

肺炎となっていますが、男性 85 歳以上、

女性 75 歳以上では、循環器疾患による死

亡がそれぞれ死因の第 1 位となっています。 

高齢者では、動脈硬化性変化、狭心症、

心筋梗塞、高血圧性心疾患および脳血管疾

患などがよくみられます。加齢による変化

に加えて、食生活、運動、喫煙、飲酒、ス

トレスなど若いころからの生活習慣がこれ

らの疾患に大きな影響を及ぼしているのが

特徴です。 
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動脈の構造 

 ある程度の太さの動脈は内側から、内膜、

中膜、外膜の 3つの層成り立っています（図

1）。 

 

内膜は血液に接する１層の内皮細胞層と、

その外側の弾性線維（内弾性板）とで出来

ています。最も重要な働きは血液の凝固を

抑えることで、内膜が何らかの原因で傷つ

くと血管内であっても凝固が始まって血栓

ができます。 

中膜は、輪走する多量の平滑筋線維と弾

性線維（外弾性板）から出来ていて、太い

血管ほど中膜が発達していて厚くなってい

ます。動脈圧に耐えるとともに、自律神経

系の指令により収縮・弛緩することによっ

て血圧を調節する働きを担っています。 

外膜は強い線維性の膜で、太い血管では、

コラーゲン線維と弾性線維が混在して、動

脈の強い圧力により血管が破綻するのを防

ぎます。メッシュ入りの水道ホースは強い

水圧に耐えますが、ホースのメッシュに当

たるのが外膜です。 

 

動脈硬化とは 

 動脈硬化とは血管は厚く硬くなり、内壁

にコレステロールなどがたまって血液の流

れが悪くなる状態をいいます（図 2）。動脈

硬化は、脳動脈、冠動脈、大動脈、腎動脈、

下肢の動脈などに起こりやすく、進行する

と生命や身体機能に大きな障害をもたらし

ます。 

 動脈硬化には、３つのパターンがありま

す。 

((((1111)))) 粥粥粥粥 状状状状

じょくじょう

（（（（アテアテアテアテローローローロームムムム））））硬硬硬硬化化化化    

 動脈の内膜にコレステロールなどがたま

ってきて、粥状の隆起（プラ―ク）が発生

して血管の内腔を狭くします。また、プラ

ークが血管内皮を破ると血液が固まって血

栓を作って、血管の内腔を閉塞したり、血

栓が飛んで細い動脈を閉塞する（梗塞）こ

とがあります。脳梗塞、狭心症・心筋梗塞

（まとめて虚血性心疾患という）は主とし

て粥状硬化によって引き起こされる病気で

す。 

 脂質異常症、糖尿病、高血圧、喫煙など

の危険因子により生じると言われています。 

一般的に動脈硬化といえば、粥状動脈硬化

をいいます。 

((((2222))))細細細細動動動動脈硬脈硬脈硬脈硬化化化化    

 血管壁の老化などにより血管の弾力性が

なくなって硬くなる状態です。血管がもろ

くなって血圧の上昇により破裂しやすくな

ります。脳動脈に起こると脳内出血となり、

運動麻痺などをおこします。脳や腎臓など

の細い動脈に見られます。コレステロール

との関連はないようです。 
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(3)(3)(3)(3)中膜硬中膜硬中膜硬中膜硬化化化化    

 太い動脈の中膜が石灰化して硬くなる状

態で、高血圧、炎症などが原因として起こ

ります。 

 

動脈硬化による心臓の変化 

収縮・拡張を休むことなく繰り返してい

る心筋は大量のエネルギーを必要としてい

ます。心筋にエネルギーを供給する血液は

冠動脈を通して送られています。冠動脈が

狭くなったり詰まってしまうと、心筋への

血流量が不足（虚血という）して酸素欠乏

の状態になり、心臓の働きが障害されます。

このような状態を虚血性心疾患と呼びます。

狭心症、心筋梗塞が代表的なものです。 

冠動脈硬化が進行して血流量が少なくな

って起こるのが狭心症、冠動脈が閉塞して

心筋への血流が途絶えて起こるのが心筋梗

塞です。心筋梗塞は急速な虚血のため不整

脈の発生、心拍出力の低下、心臓破裂など

をおこして、突然死の原因になります。 

突然の胸痛、発汗・顔面蒼白・苦悶感な

どが現れた場合は、心筋梗塞を疑ってちゅ

うちょせずに救急車を呼ぶことが必要です。

素早い対応が行われるかどうかが、生死の

分かれ目となることがあるからです。 

狭心症の症状は、左胸の不快な感じ、締

め付けられる感じ、息が詰まる感じ、刺さ

れる感じ、鋭い痛みなど様々に表現されま

す。強い症状のときには、死の恐怖感を感

じる場合があります。狭心症ではニトロペ

ンなどの血管拡張剤や安静によって症状が

軽くなるのが普通です。 

 

動脈硬化の予防のために 

 加齢による不可避な変化があるため動脈

硬化の進行を完全に防ぐことはできません

が、食事・運動・肥満防止・ストレス軽減

など生活習慣を見直し、糖尿病や高血圧な

どの生活習慣病の予防や治療をすることは、

動脈硬化の予防につながります。 

 抗コレステロール剤、血管拡張剤、降圧

剤、糖尿病薬などの薬物療法も必要になる

事もあります。 

（出典：杉山孝博「絵で見て学ぶ 高齢者

のカラダ Vol.13 加齢に伴う心臓・血管系

の変化 その 4」、おはよう２１、2011 年

10月号、Vol.22(11),38-39） 

 
 

第第第第１４１４１４１４回回回回    加齢加齢加齢加齢にににに伴伴伴伴うううう腎臓腎臓腎臓腎臓のののの働働働働きときときときと変化変化変化変化    そのそのそのその１１１１    

 

 腎腎腎腎臓臓臓臓はははは水水水水やややや老老老老廃廃廃廃物物物物をろをろをろをろ過過過過してしてしてして尿尿尿尿としてとしてとしてとして排排排排泄泄泄泄するするするするだけだけだけだけでなくでなくでなくでなく、、、、ホルモンホルモンホルモンホルモンのののの産生産生産生産生やややや血圧血圧血圧血圧のののの調調調調

整整整整などのなどのなどのなどの役割役割役割役割もももも果果果果たしていまたしていまたしていまたしていますすすす。。。。腎腎腎腎臓臓臓臓のののの構造構造構造構造とそのとそのとそのとその働働働働きやきやきやきや、、、、加齢加齢加齢加齢によるによるによるによる変化変化変化変化をををを２２２２回回回回にわたにわたにわたにわた

ってってってって学学学学ぶぶぶぶことにしましょうことにしましょうことにしましょうことにしましょう。。。。    

 

腎臓の位置と構造 

 腎臓は、そら豆の形をしたこぶし大の大

きさで、厚さ約３cm の平べったい臓器で

す。図１のように胸椎から腰椎にかけて、

左右１対あります。内側には腎門と呼ばれ

る凹みがあって、ここから腎動脈、腎静脈、
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尿管が出入りしています。 

 腎臓を顕微鏡で詳しく観察すると、毛細

血管が集まっている糸球体と、それを取り

巻くボーマン嚢、そこから長く伸びている

尿細管が認められます。これが尿を作る単

位で、ネフロン（図 2）と呼ばれています。

１つの腎臓にはネフロンが 100～200 万

個あると言われています。 

 

腎臓の働き 

 腎臓には、①尿を作ることにより体液の

恒常性を保つ、②老廃物や薬物などを排泄

する、③ビタミンDの活性化やエリスロポ

イエチンの産生（骨髄に働いて赤血球造成

を促すホルモン）、およびレニン産生のよう

な内分泌や代謝調整、という 3つの働きが

あります。 

 したがって、加齢や病気により腎臓の働

きが低下すると、水分や老廃物がたまって

むくみが出たり、尿毒症になるだけでなく、

カルシウムやリンの代謝が障害され（活性

型ビタミンＤが関わっている）、貧血（腎性

貧血という）が進むのです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

腎臓の予備力 

 腎臓は、血液をろ過して水分や老廃物を

身体から除去する働きがあります。 

この働きは、30 歳の時と比べると 75 歳

では６割程度まで低下するといわれていま

す。それほど低下するにもかかわらず、高

齢になっても普通の生活が送れるのは、も

ともと腎機能には大きな予備力が備わって

いるからです。 

生体腎移植とは、健康な人の腎臓を摘出

して腎臓の悪い人に移植することですが、

それが可能であるのは、腎臓を１つ提供し

ても残りの一つの腎臓で提供者は生涯にわ

たって普通の生活を送ることができるとわ

かっているからです。もしも腎臓を一つ取

り出すことが提供者の寿命を 10 年縮める

ことになるのであれば、生体腎移植自体が

殺人罪あるいは傷害罪をとなってしまいま

す。 

 

体液の調節と加齢に伴う変化 

 腎臓の最も重要な働きが体液の調節です。
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全ての生物の生命活動は水の環境の中で営

まれていますから、体液の調節は生命活動

を維持するためにとても重要です。 

 水分の摂取量は状況によって変化し、出

血や熱傷などによる体液の喪失もあります。

このような場合でも体液量や浸透圧が一定

に保たれなければなりません。 

 水分摂取が多くなれば尿量を増やし、少

なければ尿量を減らして濃い尿を作ること

により体液量を大きく調節することが出来

るのです。 

 高齢者では、食事などの摂取量減少、口

渇感の低下、尿濃縮力の低下、体液調節ホ

ルモンの分泌不足などにより、脱水になり

やすい傾向があります。特に介護が必要な

高齢者は、口渇感の訴えが少ないこと、身

体的な不自由さにより摂取行動が困難であ

ること、脱水に伴う症状が出にくいことな

どから、水分の補給には十分な配慮が必要

です。 

また、代謝産物として、酸やアルカリ（塩

基）が生成されます。代表的な代謝産物で

ある炭酸ガス（二酸化炭素）は呼吸器から

排泄されますが、その他の酸や塩基は主に

腎臓から排泄されています。 

 

塩分や老廃物の排泄の働きと変化 

 成人では尿量は 1 日に 1500ml 前後で

すが、水分や塩分の摂取量、汗や便などに

含まれる水分の量、筋肉運動、発熱などに

よっても大きく変化します。 

 尿の 95％は水分で、残りは食塩約 10g、

尿素を中心とした窒素代謝物 20～30g な

どが含まれています。 

 食塩（塩化ナトリウム）の排泄が悪くな

ると、ナトリウムイオンは水を引きつけて

体にため込む性質があり、水分が身体にた

まって、浮腫や腹水、胸水が出現し、また

血圧が上昇します。このような時食塩を強

制的に尿に排泄させる働きをもつ利尿剤や

利尿降圧剤を使うと、尿がたくさん出て、

浮腫が改善し、血圧が下がります。 

 高齢者の場合、原則として塩分制限が必

要になるのは、食塩の排泄能力が低下する

ためです。 

 また、ナトリウムと同じ電解質であるカ

リウムも、腎臓から排泄されます。慢性腎

不全などの病気でカリウムの排泄が悪くな

って血液中のカリウムイオンが高くなると

不整脈や心停止を来します。腎不全が進行

したとき、血液透析が必要となる理由の一

つが血清カリウム値の上昇です。血清カリ

ウム値が高いと言われた場合には、生野菜

や果物などカリウムの多く含まれる食べ物

を減らさなければなりません。 

 代謝産物である尿素、クレアチニン、尿

酸、アンモニアなど、あるいは薬物などが

尿に溶けた形で排泄されます。 

高齢者に薬の副作用が出やすいのは、加

齢に伴う肝機能低下により薬物代謝が低下

することと、腎機能低下により排泄がスム

ーズに行われないためでもあります。腎機

能を考慮しながら薬の種類や服用量を決め

なければ、予想外の副作用が出る恐れがあ

るのです。 

 

（出典：杉山孝博「絵で見て学ぶ 高齢者

のカラダ Vol.14 加齢に伴う腎臓の働き

と変化 その 1」、おはよう２１、2011 年

11月号、Vol.22(13),38-39） 
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第第第第１５１５１５１５回回回回    加齢加齢加齢加齢にににに伴伴伴伴うううう腎臓腎臓腎臓腎臓のののの働働働働きときときときと変化変化変化変化    そのそのそのその２２２２    

 

    腎腎腎腎臓臓臓臓のののの働働働働きはきはきはきは、、、、水水水水分分分分やややや老老老老廃廃廃廃物物物物などをなどをなどをなどを排排排排泄泄泄泄するするするするだけだけだけだけではではではではあああありませんりませんりませんりません。。。。赤血球赤血球赤血球赤血球をををを造成造成造成造成するするするするホホホホ

ルモンルモンルモンルモンをををを産生産生産生産生するなどするなどするなどするなど、、、、意外意外意外意外なななな働働働働きもきもきもきもあああありますりますりますります。。。。詳詳詳詳しくしくしくしく見見見見ていきましょうていきましょうていきましょうていきましょう。。。。    

    

ビタミン D の活性化の働き 

ビタミンDは、皮膚に存在するプロビタ

ミンDが紫外線（日光）の照射を受け、次

に肝、腎で水酸化されて、活性型ビタミン

D３

となり、腸管（主として十二指腸）から

の Ca イオンおよび無機リンの吸収を促進

します。一方、骨吸収も高めます。活性型

ビタミン
D３

の生成は上皮小体ホルモン（血

中 Ca イオン濃度を増加させる重要因子）

の影響を強く受けています 

 

エリスロポイエチンの産生の働き 

エリスロポイエチンはアミノ酸 165 個

からなる糖蛋白質で、主に腎の尿細管で、

一部肝や脳で産生されて、骨髄に働いて赤

血球造成を促すホルモンです。 

慢性腎不全のように腎機能が強く障害さ

れると、エリスロポイエチンの産生が少な

くなって貧血（腎性貧血という）が進みま

す。エリスロポイエチンの産生については、

加齢による影響は少ないといわれています。 

 

レニン産生の働き 

 腎臓は全体重の 0.3％を占めているだけ

ですが、心拍出量の 20～25％を受け入れ

ているといわれています。腎臓自体のガス

交換・代謝などに必要とされる血液はわず

かで、大部分は尿を作るため糸球体でのろ

過にかかわります。したがって、血圧や循

環血液量により、腎臓での尿の産生が大き

な影響を受けることになります。 

 前回見てきたように、腎臓は水分や老廃

物の排泄など、生命維持のために重要な働

きをしています。血圧などの変化により腎

機能も大きく変動しては困るので、腎臓自

体に血圧を調整する機能が備わっています。

それが、レニン産生です。 

循環血液量の減少や血漿浸透圧の上昇が

起こると、腎臓の傍糸球体装置の近接細胞

からレニンの分泌が増加します。レニンは

酵素の働きを持ち、アンギオテンシン系と

いう、血管の収縮を強く促す仕組みを介し

て、血圧を上昇させて、腎臓の血流を確保

するように働きます。 

高血圧や糖尿病、慢性腎炎あるいは加齢

などにより腎臓の動脈硬化が起きたり、腎

動脈に狭窄などがあると、腎臓が血流不足

と感じて、レニンをたくさん分泌して、血

圧を必要以上に上昇させることにもなりま

す。レニンの過分泌も高血圧の原因の一つ

です。 

 

夜中に尿がたくさん作られることに

よって、やっと帳尻が合う 

医師と家族介護者との会話 

医師医師医師医師 寝たきりのご主人の介護、ご苦労様

ですね。今一番困っていることは何ですか。 

家族家族家族家族 「おしっこ」と言って、夜中に 4～5

回も起こされることです。そのため眠れま

せん。 
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医師医師医師医師 それはたいへんですね。何か対策を

とってきましたか。 

家族家族家族家族 水分の摂取量が多いためではないか

と思い、夕方からは水分をとらせないよう

にしました。でも、尿の回数は変わりませ

んでした。夫は睡眠が浅いから何度もトイ

レに行くのではないでしょうか。睡眠薬を

処方していただけませんか。 

医師医師医師医師 たぶん睡眠薬をのんでも尿の回数は

変わらないと思います。トイレに自分で行

くことのできる人であれば、睡眠薬が効い

て、ふらついて転倒事故を起こしやすくな

ったり、間に合わなくなって下着やズボン

を汚すこともあります。睡眠薬を使うこと

はお勧めできません。 

高齢者の生理的な変化を理解することが

大切です。Shock という学者は、30 歳の

生理機能を 100 とすると、75 歳では、心

拍出量は約 7 割に、腎臓で濾される血液の

量は約 6 割までに低下すると発表していま

す。血液は、昼間は活動している筋肉や内

臓などに優先的に送られるため、腎臓に送

られる血液の量は少なくなります。腎機能

も低下しているため尿があまり作られなく

なります。夜は、腎臓に血液がたくさん送

られて尿が多く作られるのです。 

家族家族家族家族 確かに、昼は尿量が少なく夜は多く

なります。私も年をとってから夜中にお手

洗いが近くなったのはそのためですね。 

医師医師医師医師 そうです。夜中夜中夜中夜中にににに尿尿尿尿がたくさんがたくさんがたくさんがたくさん作作作作らららら

れることによってれることによってれることによってれることによって、、、、やっとやっとやっとやっと帳尻帳尻帳尻帳尻がががが合合合合ううううわけ

です。もし夜中に尿が作られなかったら、

腎不全・心不全になって大変なことになり

ます。夜間頻尿をあまり否定的に考えない

でくださいね。 

家族家族家族家族 できるはずの我慢をしないで、わざ

と私を呼んでいるのではないかと思ってい

ました。尿が出るのはありがたいことだと

思えば、いらいらしないですみそうです。

あまり眠れなかったら、昼寝すればよいで

すからね。 

医師医師医師医師 高齢者に限らず、心臓、肺、腎臓な

どの悪い人も夜間頻尿になりやすいのです

が、同じ理由によると思われます。それに

しても、夜中に４～5 回もオムツの交換に

おきるのは大変ですね。 

家族家族家族家族 そうです。介護している人の中には、

睡眠不足になってからだを壊す人も出るの

ではないかと思います。先生、何かよい方

法はありませんか。 

医師医師医師医師 ご本人の状態によっては、利尿剤や

強心剤を使うと昼間の尿量が増えて、夜間

の回数を減ることがあります。ご主人も、

足にむくみが出ていますから効果があるか

もしれません。利尿剤を処方しましょう。

ところで、夜間頻尿を示す人の中には、前

立腺肥大、膀胱炎、糖尿病などの病気によ

る場合もありますので、年だから仕方がな

いとあきらめるのではなく、一通りの検査

を受けることは必要です。 

家族家族家族家族 これからは、落ち着いて介護できそ

うです。利尿剤の効果があることを期待し

ています。 
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（出典：杉山孝博「絵で見て学ぶ 高齢者

のカラダ Vol.15 加齢の伴う腎臓の働き

と変化 その 2」、おはよう２１、2011 年

12月号、Vol.22(14),38-39） 

 

 

第第第第１６１６１６１６回回回回    加齢加齢加齢加齢にににに伴伴伴伴うううう運動器系運動器系運動器系運動器系のののの働働働働きときときときと変化変化変化変化    そのそのそのその１１１１    

    

    植植植植物物物物とととと比比比比べてべてべてべて、、、、動物動物動物動物はははは「「「「動動動動くくくく能力能力能力能力」」」」によってによってによってによって、、、、環環環環境境境境へのへのへのへの適適適適応応応応度度度度をををを強強強強めめめめ、、、、生存能力生存能力生存能力生存能力をををを高高高高めめめめ

てきましたてきましたてきましたてきました。。。。そのそのそのその役割役割役割役割をををを担担担担うのがうのがうのがうのが、、、、骨骨骨骨・・・・関関関関節節節節・・・・靭帯靭帯靭帯靭帯・・・・筋肉筋肉筋肉筋肉・・・・神経神経神経神経などのなどのなどのなどの運動器系運動器系運動器系運動器系ですですですです。。。。運運運運

動器系動器系動器系動器系のののの仕組仕組仕組仕組みとみとみとみと加齢加齢加齢加齢によるによるによるによる変化変化変化変化をををを 4444回回回回にわたってにわたってにわたってにわたって考考考考えていきましょうえていきましょうえていきましょうえていきましょう。。。。    

 

運動器とは 

 一定の姿勢を保ち、身体を移動させ、生

存に必要な動作をする役割を担う器官が、

運動器です。一般的には、身体を支える支

柱である脊椎（脊柱）と四肢（手足）を指

します。そして、運動器は、骨・関節・靭

帯などと、それらを動かす筋肉・神経によ

って構成されています。 

 

運動の仕組み 

 骨と骨とは関節を作り、筋肉は関節をま

たいで２つの骨に付着しています。神経の

指令によって筋肉が収縮すると関節が曲が

り、運動が行われます（図 1）。 

筋肉には、収縮すると関節を曲げる屈筋と、

関節を伸ばす伸筋とがあって、それぞれが

協調して伸縮することによってスムーズで

力強い運動が実現するのです。筋肉の伸縮

と協調は、大脳の運動中枢と脊髄前角にあ

る運動神経細胞により行われています。 

 運動をしないで身体をある姿勢を保って

いる場合でも、関節を固定するために屈筋

と伸筋はバランスを保ちながら常に緊張し

ています。加齢や疾病・障害などで筋力が

低下すると、身体が不安定になり、手足が

震えるようになることがあります。 

 

骨の働き 

 脊椎動物が進化の過程で大発展した理由

の一つに、身体を支える構造を身体の内部

に持っていくことにより柔軟な運動を可能

にしたことにあります。 

 固くて強い骨は、建物にたとえれば鉄骨

に相当していて、約 200個の骨が身体の骨

格を作っています（図 2）。 

 骨の働きとしては、①脊柱や四肢の骨の

ように身体を支え、運動をする働き、②頭

蓋骨や胸郭のように脳や内臓を保護する働

き、③カルシウム、リンやミネラルの貯蔵

庫としての働き、④骨髄による造血器とし

ての働きがあります。 
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骨の構造と代謝 

 化石として残るほどですから、骨は不変

と思っている読者は多いと思います。しか

し、骨は常に新陳代謝をしています。私は

かつて、「骨は 7 年間くらいで新しい成分に

置き換わる」と聞いたことがあります。今

となっては真偽の程はわからないのですが、

私たちの予想以上に骨の形成と吸収が活発

に行われていることは間違いありません。 

 骨表面には骨芽細動があって、たんぱく

質であるコラーゲン線維を合成して細胞外

に送り出し、またカルシウムやリンを分泌

します。鉄筋コンクリートのように、鉄筋

に相当するコラーゲン線維とコンクリート

に相当するカルシウムが組み合さっている

ので強い骨（骨基質）ができるのです。 

 骨芽細胞が周囲を骨基質に取り囲まれる

ようになると骨細胞になります。図のよう

に、骨細胞は血管を中心にして放射状に並

んでいて、細胞同士は突起を出して連絡し

合っています。 

 骨の表面には骨を破壊して吸収する役割

をもった破骨細胞があって、骨吸収を行っ

ています。つまり、骨は常に新生されまた

破壊されているのです。成人ではこのバラ

ンスがしっかりとれているので、骨の大き

さ、太さが一定に保たれています。 

  

骨の形成が悪くなったり、骨の吸収が活

発になると、骨の量が少なくなって骨がも

ろくなります。これが骨粗鬆症（こつそし

ょうしょう）と呼ばれる状態です。 

 カルシウムの代謝には、副甲状腺ホルモ

ン・カルシトニン・ビタミンDがかかわっ

ています。コラーゲン線維の産生には、タ

ンパク同化ホルモンなどがかかわっていま

す。これらのホルモンの変化によっても骨

は影響を受けます。 

 また、筋肉や重力による力の刺激によっ

て骨の形成が刺激されます。刺激が少なく



39 
 

なると骨は細くもろくなります。宇宙ステ

ーションに長く滞在している宇宙飛行士が

当面する問題の一つが筋力低下と骨粗鬆症

であるのは当然です。寝込まないで運動す

ることは骨を強くすることにつながります。 

 

『『『『健康健康健康健康をたもつためのをたもつためのをたもつためのをたもつための会社会社会社会社』』』』にににに通勤通勤通勤通勤すすすす

るるるる    

医師医師医師医師とととと患患患患者者者者とのとのとのとの会会会会話話話話    

医師医師医師医師 筋肉や関節の衰えを防ぎ、血液など

の循環をよくするためにも、毎日散歩する

ことが大切です。 

患患患患者者者者 仕事もないし、特に出かける用事も

ないのに、大の大人が何もしないでぶらぶ

ら歩くなんてできないですよ。 

医師医師医師医師 おっしゃる通り、会社や学校へ行く、

買い物に行くなど、目的があるから私たち

は出かけるのですね。高齢の方の場合、女

性は買い物や近所の用事などで外出する機

会がありますが、具体的な用事がない男性

は家に閉じこもりがちになります。 

患患患患者者者者 犬でも飼っていれば、散歩すると思

いますが、飼っていないし・・・。 

医師医師医師医師 『『『『健康健康健康健康をたもつためのをたもつためのをたもつためのをたもつための会社会社会社会社』』』』にににに通勤通勤通勤通勤

しているしているしているしていると考えてみたらどうでしょう。 

通勤している人が、今日は気分が悪いか

ら、とか雨が降っているからといって会社

を休んでいたら、すぐ首になってしまいま

すね。具体的に働く必要はありませんが、

『健康をたもつための会社』に通勤するつ

もりで散歩は毎日してください。散歩をし

ないでいると、『健康をたもつための会社』

を首になりますよ。 

患患患患者者者者 会社には皆勤賞をもらえるほど休ま

ずに出勤していたものでした。これからは

毎日歩くように心がけます。『健康をたもつ

ための会社』を首になっては困りますから

ね。 

 

（出典：杉山孝博「絵で見て学ぶ 高齢者

のカラダ Vol.16 加齢に伴う運動器系の

働きと変化その１」、おはよう２１、2012

年 1月号、Vol.23(1),38-39） 

 

 

第第第第１７１７１７１７回回回回    加齢加齢加齢加齢にににに伴伴伴伴うううう運動器系運動器系運動器系運動器系のののの働働働働きときときときと変化変化変化変化    

そのそのそのその２２２２    筋肉筋肉筋肉筋肉のののの仕組仕組仕組仕組みとみとみとみと働働働働きききき    

 

 筋肉筋肉筋肉筋肉はははは、、、、運動運動運動運動のののの力力力力をををを生生生生みみみみ出出出出すすすす働働働働きをしていますがきをしていますがきをしていますがきをしていますが、、、、体熱体熱体熱体熱のののの産生産生産生産生というというというという意外意外意外意外なななな働働働働きもしてきもしてきもしてきもして

いますいますいますいます。。。。筋肉筋肉筋肉筋肉のののの構造構造構造構造やややや加齢加齢加齢加齢にににに伴伴伴伴うううう変化変化変化変化をををを見見見見ていきましょうていきましょうていきましょうていきましょう。。。。    

 

筋肉の種類とその機能 

筋肉には、骨格筋、心筋および平滑筋の

３種類があります。 

心筋は心臓壁を形成して心臓のポンプと

しての働きを担います。平滑筋は血管や消

化管などの中空の器官の運動にかかわり、
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また瞳孔に分布して縮瞳・散瞳にかかわり、

毛根にあって立毛にかかわります。心筋や

平滑筋は自律神経の支配をうけているため

意識的にコントロールすることはできませ

ん。 

一方、骨格筋（図 1）は運動神経の支配

を受けて意図的に収縮・弛緩できるため、

随意筋とも呼ばれています。人体には約

400種類の骨格筋があります。 

 

骨格筋の構造と収縮の仕組み 

 骨格筋は、多数の筋線維が集合してでき

ています。筋線維は、筋細胞のもとになる

細胞（筋芽細胞）が融合してできた細長い

（太さ約 50μm、長さ数 cm～数十 cmに

およぶ）細胞です。筋線維の内部にはさら

に細い筋原線維が集まっていて、電子顕微

鏡で見ると、規則正しく配列した細・太の

2 種類のフィラメント（微小な線維）でで

きているのがわかります（図 2）。 

 微細な構造をみると、細いフィラメント

はアクチンというたんぱく分子でできてい

て、一端がＺ膜に付着しています。太いフ

ィラメントはミオシンというたんぱく分子

でできていて、Ｚ膜とＺ膜の間に位置して

います。 

 筋肉の収縮は、脊髄にある運動神経細胞

からの指令が筋線維に到着して、細いフィ

ラメントと太いフィラメントがずれ合いＺ

膜とＺ膜の距離が短縮することによって行

われます。 

 

筋肉の収縮のためのエネルギー 

 筋収縮に使われるエネルギーはグリコー

ゲンあるいは脂肪酸を分解・酸化すること

により得られます。 

 運動のため消費されたエネルギーは運動

そのものに使われる部分と、熱となって運

動に利用されない部分とがありますが、自

動車などの内燃機関の仕事の効率が約

30％であるのに比べ、筋肉では仕事の効率

は約 50％と高いのが特徴です。さらに、発

生した熱は体温の維持などに使われるので、

生命はエネルギーを極めて無駄なく使って

いることがわかります。 

 私たちは気温が下がって体温が低くなる

と身体を動かす（つまり筋肉を収縮させる）

ことで体温を上昇させようとします。感染

症にかかった時、寒気がして身体が震える

（悪寒戦慄）ことがあります。この場合、

体温が急上昇して 39～40℃にもなります。

高熱の状態では病気を引き起こす細菌やウ

イルスは繁殖できなくなります。つまり、

発熱は身体に何か起こっているというシグ
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ナルであると同時に、感染を抑える仕組み

でもあるのです。筋肉の意外な働きが理解

できたでしょうか。 

 

加齢に伴う筋肉の変化 

 訓練によって筋力が増すことは日常的に

経験していると思います。その理由として、

①同時に働く神経・筋単位の数が増えるこ

と、②１本１本の筋線維が太くなることが

挙げられます。逆に運動が少なくなると、

筋力が低下することになります。 

 高齢者の歩行のスピードは、60 歳から

70 歳にかけて急速に低下するという研究

結果が報告されています。身体の酸素摂取

量や身体の柔軟性などさまざまな要因が挙

げられますが、加齢に伴う筋線維の減少に

よる筋力低下が最大の要因とされています。

寝たきりなどの運動量の低下はその傾向を

いっそう促進させるので、日常生活の中で

少しでも身体を動かすことに配慮する必要

があるのです。 

 

筋肉の牽引痛 

下肢の筋肉が突然突っ張って激痛におそ

われる――硬くなった筋肉を伸ばそうとし

ても、マッサージをしてほぐそうとしても、

当分痛みが止まらない――このような筋肉

の牽引痛は、多くの高齢者が経験します。

心不全・腎機能障害などのため利尿剤を服

用している人、肝臓疾患を患っている人な

どは、特に牽引痛を経験します。 

 私たちが体を動かすとき、関節を曲げる

屈筋と、伸ばす伸筋が収縮・伸展を見事に

協調するようになっているので、スムーズ

な運動が可能となり、痛みも発生しません。

ところが、何らかの原因で筋肉が勝手に収

縮すると、関節が固定して筋肉痛が発生す

るのです。 

勝手に筋収縮するのは、脳卒中や脊髄損

傷など中枢神経系の問題ではなく、おそら

く筋肉自身の問題によって起こるものと考

えられます。 

 

筋肉の収縮には、カルシウムイオンなど

のさまざまな微量元素（＊）がかかわって

いることが知られています。私は、微量元

素の不足が筋肉を収縮させるのだろうと考

えて、牽引痛の患者に市販の野菜ジュース

を飲むように勧めました。その結果、筋肉

の牽引痛は劇的に改善しました。肝臓がミ

ネラルの貯蔵庫であること、利尿剤の服用

によりカリウムやナトリウムだけでなく微

量元素も同時に排泄されることなどを考え

れば、牽引痛の起こりやすい状態は（微量

元素が影響していることは）十分納得でき

ます。 

野菜ジュースは容易にまた安価に手に入

りやすいので、ぜひ勧めてください。ただ

し、腎不全のためカリウム摂取制限のある

人には禁忌です。 

 

（出典：杉山孝博「絵で見て学ぶ 高齢者

のカラダ Vol.17 加齢に伴う運動器系の

働きと変化その 2」、おはよう２１、2012
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年 2月号、Vol.23(2),38-39） 

 

 

第第第第１８１８１８１８回回回回    加齢加齢加齢加齢にににに伴伴伴伴うううう運動器系運動器系運動器系運動器系のののの働働働働きときときときと変化変化変化変化    

そのそのそのその３３３３    関節関節関節関節のののの仕組仕組仕組仕組みとみとみとみと働働働働きききき    

 

    関関関関節節節節にはにはにはには、、、、筋肉筋肉筋肉筋肉のののの伸縮伸縮伸縮伸縮にににに伴伴伴伴ってってってって隣隣隣隣りりりり合合合合ったったったった骨骨骨骨とととと骨骨骨骨とがとがとがとが円滑円滑円滑円滑にににに動動動動くようにするためのくようにするためのくようにするためのくようにするための巧妙巧妙巧妙巧妙

なななな仕仕仕仕組組組組みがみがみがみが備備備備わっていますわっていますわっていますわっています。。。。そのそのそのその仕組仕組仕組仕組みとみとみとみと加齢加齢加齢加齢によるによるによるによる変化変化変化変化をををを見見見見ていきましょうていきましょうていきましょうていきましょう。。。。    

 

関節の基本構造 

 関節には、肩関節・肘関節・股関節・膝

関節などよく動いて身体の運動にかかわる

可動関節（滑膜関節）が大部分を占めてい

ますが、頭蓋縫合・恥骨結合や椎間板のよ

うにほとんど動かない不動関節もあります。 

 可動関節（滑膜関節）の基本的な構造を

見ると、図のように、結合組織である関節

包が関節を包んでいて、骨と共に関節腔（く

う）という狭い空間を形成しています。関

節腔には潤滑油の役割を持つ滑液が満たさ

れていて関節の動きを滑らかにしています。 

関節包の内面を覆っている滑膜は、滑液

の分泌、軟骨への栄養や酸素の供給、ここ

に分布している血管から関節腔内の異物を

除去する白血球や酵素など供給するなど、

関節の機能を維持するための重要な役割を

果たしています。 

2 つの骨の触れあう骨端部の表面には関

節軟骨があって、関節の動きが円滑に行わ

れるようにしています。 

強い力を受ける膝関節などには、関節の

かみ合わせをよくし、強い衝撃を緩衝する

ために、関節のすきま（関節裂隙、れつげ

き）には、軟骨の板（半月、ディスク）が

挟まっていることもあります。 

また、強い力が加わっても骨がずれない

ようにするため、強力な線維組織である靭
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帯（じんたい）が関節内あるいは関節外で

骨同士を結び付けています。 

 

関節のさまざまな働き 

 さまざまな身体の動きに対応できるよう

に、それぞれの関節には、運動の方向、可

能な運動範囲（関節可動域）が決まってい

ます。疾病や障害、加齢による変化により

可動域が制限されると、関節運動に支障を

きたすようになります。 

 球状の関節である肩関節は回転が自由で、

最も広い運動範囲を持っています。股関節

も同じ球関節ですが、関節頭を受ける部分

（関節窩）が深いため肩関節より運動は制

限されていますが、下肢の多様な動きを可

能にしています。 

 脊椎の間に存在する椎間板は脊椎にかか

る衝撃を吸収する役割を果たしています。 

 

加齢に伴う関節の変化 

 複雑な運動を行い強い力を受ける関節が、

その役割を一生涯果たし続けられることは、

考えてみれば驚異的です。金属製の蝶つが

いであれば、おそらく擦り減ってしまうで

しょう。 

 それが可能であるのは、軟骨細胞も、滑

膜も、滑液も、靭帯も全て、再生補充され

ているからです。加齢とともに新陳代謝が

低下すると、関節の機能に影響が現れます。

加齢に伴い、関節軟骨のコラーゲン線維が

増加し、関節軟骨の変性が進行します。す

ると、関節運動により軟骨が摩耗して、関

節痛や運動制限が起こってきます。これが

変形性関節症です。 

筋力低下や靭帯の緩みが出てくると、関

節の固定が悪くなり、関節痛やふらつきの

原因になります。 

関節軟骨の変化などが進行して異物が関

節内にたまり始めると、異物を除去するた

め白血球などが滑膜の血管から関節腔に遊

出して、異物を除去する働きを始めますが、

働きが過剰になると関節を更に傷つけるこ

とになります。関節が熱を持ち、水がたま

って、痛みが発生します。軟骨や滑膜の変

化が更に進行するという悪循環を形成する

こともあります。関節リウマチなどにみら

れる変化です。 

    

患者と医師の対話 

筋肉が強くなってはじめて関節の

痛みが軽くなる 

患患患患者者者者 膝の関節が痛くて歩けなくなりまし

た。整形外科で変形性膝関節症と診断され

て、痛み止めの薬をもらい、毎日電気を当

ててもらっています。 

医師医師医師医師 筋肉が関節をしっかり固定すること

で初めて関節の動きが安定します。関節を

固定する筋肉の力が弱くなると、からだが

ふらついたり、関節の痛みが出てくるもの

です。言い換えれば、筋肉筋肉筋肉筋肉がががが強強強強くなってはくなってはくなってはくなっては

じじじじめてめてめてめて関関関関節節節節のののの痛痛痛痛みがみがみがみが軽軽軽軽くなるくなるくなるくなるのです。あな

たも散歩などして、筋肉を鍛えないと、た

ぶん、関節の痛みは改善しないと思います

よ。 

患患患患者者者者 運動を勧められても、家の中を歩く

ことが精一杯で、散歩したり、トレーニン

グ教室に通うことはできません。痛みを我

慢しても運動をしたほうがよいのですか。 

医師医師医師医師 確かに、関節の炎症が強いときに、

関節に強い力を加えたり体重をかけて運動

すると、痛みや腫れが強くなって逆効果に

なる場合もあります。でも、そのような状
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態でも、筋肉を強くする方法はあります。

膝が痛いときであれば、椅子に座って膝を

動かす、膝を伸ばしながらかかとを床から

離す、ベッドの柵につかまりながら立って

いる、などの方法で、大腿部の筋肉が強く

なります。杖やシルバーカーなどを利用す

ると、安定した歩行が可能となって、痛み

も軽くなります。 

患患患患者者者者 膝をかばっているだけではいけない

ことがよくわかりました。毎日続けること

が大事なのですね。私なりに工夫しながら、

頑張りたいと思います。 

 

（出典：杉山孝博「絵で見て学ぶ 高齢者

のカラダ Vol.18 加齢に伴う運動器系の

働きと変化その３」、おはよう２１、2012

年３月号、Vol.23(３),38-39） 

 

 

第第第第１９１９１９１９回回回回    加齢加齢加齢加齢にににに伴伴伴伴うううう運動器系運動器系運動器系運動器系のののの働働働働きときときときと変化変化変化変化    そそそそのののの４４４４    

 

介介介介護保護保護保護保険険険険ではではではでは、、、、44440000歳歳歳歳からからからから 65656565歳未満歳未満歳未満歳未満のののの 2222号被号被号被号被保保保保険険険険者者者者へのへのへのへの給付給付給付給付対対対対象象象象としてとしてとしてとして、、、、加齢加齢加齢加齢にににに伴伴伴伴うううう

疾患疾患疾患疾患（（（（「「「「特定特定特定特定疾患疾患疾患疾患」」」」））））11116666疾患疾患疾患疾患をををを定定定定めておりめておりめておりめており、、、、そのうちそのうちそのうちそのうち運動器系運動器系運動器系運動器系のののの疾患疾患疾患疾患はははは９９９９疾患疾患疾患疾患をををを占占占占めていまめていまめていまめていま

すすすす。。。。２２２２回回回回にわたってにわたってにわたってにわたって主主主主なななな疾患疾患疾患疾患についてについてについてについて考考考考えましょうえましょうえましょうえましょう。。。。    

 

「特定疾患」の中の運動器系疾患 

16 の「特定疾患」のうち運動器系のもの

は、「筋萎縮性側索硬化症」「後縦靱帯骨化

症」「骨折を伴う骨粗鬆症」「多系統萎縮症」

「脊髄小脳変性症」「脊柱管狭窄症」「パー

キンソン病関連疾患」「関節リウマチ」「変

形性関節症―両側の膝関節または股関節に

著しい変形を伴うケース―」のように９疾

患あります。「脳卒中」「閉塞性動脈硬化症」

なども大きな影響を及ぼしますから、「加

齢」と「介護」を考えるとき運動器系の問

題が非常に重要であることが分かります。 

 

筋萎縮性側索硬化症 

筋萎縮性側索硬化症とは、脳や脊髄にあ

る運動神経細胞が変性することにより筋肉

の収縮力が低下し、筋肉が萎縮していく進

行 性 の 神 経 難 病 で す 。 英 語 名

（Amyotrophic Lateral Sclerosis）の頭

文字をとってALS とも呼ばれています。原

因は不明で治療法はありません。 

主に 40～60 歳で発病し、全国で 4～

5000 人の患者がいるといわれています。

持っているものを落とす、足がもつれる、

ろれつが回らなくなるなどの症状が初めに

出現して、全身の筋力の低下がゆっくり確

実に進行します。発病後３～5 年で約 80％

の患者が死亡すると報告されていますが、

人工呼吸器が使用されるようになって予後

が大幅に延長してきています。 

 主な症状には次のものがあります。①筋

萎縮・筋力低下：四肢から始まり、躯幹や

呼吸筋まで進行します。動眼筋は最後まで

障害されないので全身が動かなくなっても

目を動かすことができます。②球麻痺：咽

喉頭や舌の筋肉が障害されて言葉が不明瞭
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になり嚥下が困難になります。③筋肉の線

維束性収縮：筋肉が細かく収縮を繰り返し

てピクピク動きます。④腱反射亢進：筋肉

が突っ張りやすくなります。⑤陰性徴候：

知的機能、知覚、直腸膀胱障害などはあり

ません。意識は最後まで正常です。 

筋萎縮性側索硬化症は、筋萎縮と筋力低

下が確実に進行して、歩行困難、言語障害、

嚥下障害、呼吸障害を引き起こす深刻な疾

患です。進行すると、嚥下障害のため胃ろ

う設置などによる経管栄養が必要になり、

痰の喀出も出来なくなって人工呼吸器の装

着を余儀なくされるようになります。在宅

で療養している患者にとっては、頻繁にた

んの吸引が必要なこともあり、患者及び患

者を介護する家族にとっての負担は大変な

ものです。  

 

後縦靱帯（こうじゅうじんたい）骨化

症 

脊椎は椎体と椎弓によってできています

が、その椎体後面と椎弓によって作られる

空間（椎孔）を上下に脊髄が走っていて脊

柱管を作っています。一つ一つの脊椎は靱

帯と呼ばれる強い線維性の組織で結び付け

られています。椎体の前面あるいは後面を

結び付けている靱帯を前縦靱帯あるいは後

縦靱帯と呼びます（図 1）。後縦靱帯は脊髄

に接しているため、老化などにより後縦靱

帯が肥厚、骨化すると脊髄が圧迫され、し

びれ、疼痛、運動障害などの神経症状が出

現します（図２）。これが、後縦靱帯骨化症

です。 

後縦靱帯の骨化は頚椎に最も多く、女性

よりも男性に多くみられます。逆に胸・腰

椎後縦靱帯骨化症は女性に多いといわれま

す。年齢的には、中年以降の 50 歳代、60

歳代に多くみられ、30 歳代未満の発症はき

わめてまれです。また、肥満の人に多くみ

られ、耐糖能異常を示すことが知られてい

ます。 

通常は、片側の手指のしびれ、肩・上肢

の疼痛、上肢の脱力などの症状が徐々に出

現します。進行すると、四肢・躯幹のしび

れ、痛み、知覚障害、四肢・躯幹の運動障

害、脊柱の可動域制限、膀胱直腸障害など

が出現します。進行すると寝たきりの原因

になります。首を曲げたりねじったりした

とき、運動が制限され、上肢などにピリッ

とした痛みを感じる（根性疼痛）ことがあ
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ります。 

5 年以上経過すると、後縦靱帯の骨化は

徐々に増大し、骨化病変の長さも厚さも増

大するために脊柱管は狭窄し、脊髄がひど

く障害されることになります。障害が著し

くなると、後方から脊柱管を拡大する手術

が必要になります。長期的にみると脊髄麻

痺の予後は不良です。 

変形性脊椎症、脊椎圧迫骨折、椎間板ヘ

ルニア、骨粗鬆症などの疾患によっても同

じような症状が出現します。診断は、脊椎

エックス線撮影やＭＲＩなどによって後縦

靱帯の骨化像と脊椎管の圧迫像を確認する

ことで行われます。日常診療の場では脊椎

エックス線撮影をする機会がよくあります

が、後縦靱帯骨化が認められても、症状が

まったくないことがよくあります。 

 介護にあたって、①首や股関節を強く屈

曲すると、神経症状が強くなり，時には四

肢麻痺を引き起こす場合がありますので注

意すること ②知覚障害と筋力低下のため、

手に持ったものを落としたり、ふらついて

転倒したりすることがあるので，注意深く

観察すること ③廃用性筋萎縮を防ぐため

に、自分でできることは自分で行うよう援

助すること などが重要です。 

 

（出典：杉山孝博「絵で見て学ぶ 高齢者

のカラダ Vol.19 加齢に伴う運動器系の

働きと変化その 4」、おはよう２１、2012

年 4月号、Vol.23(4),38-39） 

 

 

第第第第２０２０２０２０回回回回    加齢加齢加齢加齢にににに伴伴伴伴うううう運動器系運動器系運動器系運動器系のののの働働働働きときときときと変化変化変化変化    そのそのそのその５５５５    

 

前回前回前回前回にににに引引引引きききき続続続続きききき、、、、介介介介護保護保護保護保険険険険のののの定定定定めるめるめるめる「「「「特定特定特定特定疾患疾患疾患疾患」」」」（（（（加齢加齢加齢加齢にににに伴伴伴伴うううう疾患疾患疾患疾患））））のそのうちのそのうちのそのうちのそのうち、、、、運動器運動器運動器運動器

系系系系のののの主主主主なななな疾患疾患疾患疾患ででででああああるるるる「「「「脊髄脊髄脊髄脊髄小小小小脳脳脳脳変性変性変性変性症症症症」「」「」「」「脊柱管狭窄症脊柱管狭窄症脊柱管狭窄症脊柱管狭窄症」「」「」「」「関関関関節節節節リウマチリウマチリウマチリウマチ」」」」をををを取取取取りりりり上上上上げげげげますますますます。。。。    

 

脊髄小脳変性症 

小脳や、脳幹から脊髄にかけての神経細

胞が変性することによって運動失調をきた

す病気を総称して「脊髄小脳変性症」と呼

びます。障害される部位と症状により、い

ろいろな型に分類されます。原因は不明で、

遺伝性のものもあれば、遺伝性でないもの

もあります。常染色体優勢遺伝をする型で

は、親子、兄弟に発症する場合もしばしば

あります。出現頻度は、10万人に対して７

～10 人程度と推定されています。 

滑らかな運動を可能とする中枢である小脳

の働きが障害されるため、酔っぱらったよ

うな不安定な歩行、ろれつの回らない話し

方、ものをつかもうとしてもうまくつかめ

ない失調症状などが特徴的な症状です。一

般に筋肉の力は低下しません。めまいや手

足の震え、排尿障害、発汗障害などを合併

することもあります。 

病型によって違いがありますが、病気の

進行はゆっくりしていて、生命に対する危

険性が少ないことが、筋萎縮性側索硬化症
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や筋ジストロフィーなどの神経難病とは異

なった特徴であるといえます。しかし、中

には進行が比較的速く、数年から 10 年位

で寝たきりになって時に補助呼吸が必要に

なる場合もあります。 

 原因が不明なため、根本的な治療法はあ

りません。運動失調に対して、ＴＲＨ（甲

状腺ホルモン分泌促進ホルモン）の静脈注

射が有効である場合があります。パーキン

ソン症状に対してはＬ―ドーパなどの抗パ

ーキンソン剤を使います。 

 症状が徐々に進行するので、筋力低下を

防ぐためのリハビリテーションや適切な器

具の使用、転倒などの危険防止対策などが

実施されます。失調性言語障害が進行する

と、本人と周囲の者との間のコミュニケー

ションが障害されて、本人の苦痛が非常に

高まります。 

 病気が進行すると最終的には寝たきりに

なって、呼吸器感染症、尿路感染症、褥瘡

の予防や治療が大切になり、呼吸状態が悪

化して気管切開や人工呼吸器の装着、嚥下

障害による胃瘻や経管栄養なども必要な状

態になっていきます。 

 

脊柱管狭窄症 

ある程度歩くと下肢に筋肉痛が出現し、

しばらく休むと痛みが消失して歩けるよう

になるというような間欠性歩行（図 1）が

出てきたら、閉塞性動脈硬化症とともに、

脊柱管狭窄症も考えられます。 

脊椎は椎体と椎弓によってできています

が、その椎体後面と椎弓によって作られる

空間（椎孔）を上下に脊髄が走っていて脊

柱管を作っています。頚椎から胸椎、腰椎、

仙骨まで走っている脊椎管に何らかの原因

で狭窄が起こると、四肢・躯幹の痛み、し

びれ、筋力低下、運動障害などの脊髄圧迫

症状を生じることになります。 

主に中年以後に発症し、高齢者の腰痛の

３～４割を占めるともいわれています。 

 治療としては、症状が軽い場合には、安

静、消炎鎮痛剤の使用、首カラーや腰椎ベ

ルトの装着、頚椎や腰椎牽引、あるいは神

経ブロックなどを行います。腹筋や背筋を

きたえて脊椎の関節がしっかり固定するよ

うに心がけることも重要です。 

 しかし、排尿・排便困難を伴うような非

常に強い症状がある場合や、社会生活に支

障をきたすような場合は、神経を圧迫して

いる部分を削る手術が必要になります。 

 介護にあたって、①首や股関節を強く屈

曲すると、神経症状が強くなり，時には四

肢麻痺を引き起こす場合があるので注意す

る、②知覚障害と筋力低下のため、手に持

ったものを落としたり、ふらついて転倒し

たりすることがあるので，注意深く観察す

る、③廃用性筋萎縮を防ぐためにも、自分

でできることは自分で行うよう援助するな

どが重要です。 

 

関節リウマチ 

 関節リウマチとは、全身の関節、特に四

肢の関節に腫脹、疼痛、変形などを起こし

て、運動機能障害をもたらす病気です（図
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2）。 

最初に現れる症状としては、朝のこわば

り、関節の腫れや痛み、だるさ、発熱など

です。関節の炎症が長く続くと、動きが悪

くなり、変形が進み、関節を曲げる筋肉が

萎縮し、筋力が低下し、ついには関節が硬

くなって動かせなくなってしまいます。こ

れを拘縮と呼びます。関節が破壊されて脱

臼しひどい変形をきたすと、日常生活上に

も困難をきたします。 

リウマチに対しては、非ステロイド消炎

剤、ステロイド剤、免疫抑制剤などさまざ

まな薬物療法が行われています。関節の破

壊が進まない早期に治療を開始することが

大切です。 

筋肉の萎縮を防止し関節の運動範囲を確

保することがリハビリテーションの第 1 の

目標です。そのためには関節をできるだけ

動かすことです。しかし、

痛みがあると関節を動か

さなくなりますから、薬

剤、湿布、温熱療法など

で痛みを抑えたり、プー

ルなどを利用して関節に

かかる体重を少なくして

動きやすくすることが行

なわれています。 

しかし、関節障害がさらに進行すると、

筋力回復訓練だけで改善が期待できなくな

り、歩行器、車イス、スプーンなどの福祉

機器をうまく利用して、日常生活の維持を

努めることが積極的なリハビリテーション

といえます。ケアマネジャーや医療職・介

護職はさまざまな福祉機器を普段からよく

知っておき、患者や家族に適切なアドバイ

スをすることが大切です。 

 

（出典：杉山孝博「絵で見て学ぶ 高齢者

のカラダ Vol.20 加齢に伴う運動器系の

働きと変化その 5」、おはよう２１、2012

年 5月号、Vol.23(6),38-39） 

 

 

第第第第２１２１２１２１回回回回    加齢加齢加齢加齢にににに伴伴伴伴うううう内分泌系内分泌系内分泌系内分泌系のののの働働働働きときときときと変化変化変化変化    そのそのそのその１１１１    

 

生物生物生物生物がががが発育発育発育発育・・・・成成成成長長長長しししし、、、、内内内内部部部部・・・・外外外外部部部部環環環環境境境境のののの変化変化変化変化にににに適適適適応応応応するためにはするためにはするためにはするためには、、、、それそれそれそれぞぞぞぞれのれのれのれの器官器官器官器官・・・・細細細細

胞胞胞胞がががが適適適適切切切切にににに協協協協調調調調してしてしてして働働働働くことがくことがくことがくことが必要必要必要必要ですですですです。。。。調節調節調節調節のののの役割役割役割役割をををを果果果果たしているのがたしているのがたしているのがたしているのが内分内分内分内分泌泌泌泌系系系系でででで、、、、分分分分

泌泌泌泌されるされるされるされる物質物質物質物質ををををホルモンホルモンホルモンホルモンとととと呼呼呼呼びますびますびますびます。。。。そのそのそのその働働働働きときときときと変変変変化化化化をををを 3333回回回回にわたってにわたってにわたってにわたって考考考考えていきますえていきますえていきますえていきます。。。。    

 

内分泌器官とは 代表的な内分泌器官として、視床下部、
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下垂体、甲状腺、上皮小体、副腎、膵臓、

卵巣、精巣、あるいは妊娠時の胎盤などが

あります（図）。また、内分泌器官と呼ばれ

なくても、心臓、腎臓、肝臓、胃・十二指

腸などの消化管もホルモンを生成・分泌し

ています。 

 

ホルモンの作用 

ホルモンの作用としては、①内部環境の

維持、②外部環境変化に対する反応、③発

育や成長、④エネルギーの生成、利用およ

び貯蔵、⑤生殖機能の５つの機能を挙げる

ことができます。 

① 内部環境の維持 

 体液構成成分の恒常性を保つホルモン

として、「腎臓の働き」で述べたレニン－ア

ンギオテンシン－アルドステロン系や、抗

利尿ホルモン、上皮小体ホルモンなどがあ

ります。 

② 外部環境変化に対する反応 

 感染、外傷、精神的ストレスなど外部

環境からくる影響に対しては、視床下部－

下垂体－副腎皮質系が関与しています。糖

質コルチコイドが主役です。 

③ 発育と成長 

 成長ホルモン、甲状腺ホルモン、性ホ

ルモンなどが関わっています。 

 成長期に成長ホルモンや甲状腺ホルモ

ンの分泌が少ないと、小人症となります。 

④ エネルギーの生成、利用および貯蔵 

 糖質、蛋白質、脂質の代謝に関わるホ

ルモンはたくさんあります。 

⑤ 生殖機能 

男性ホルモン、女性ホルモンが、胎児期

から影響を与え、性徴の出現・妊娠・分娩

など生殖機能に関わります。 

 

ホルモンの特徴 

①微量で作用する 

 ppm（百万分の１）、ppb（十億分の

１）、時には ppt（一兆分の１）という非常

に微量で効果を発揮するのが特徴です。し

たがって、ホルモンの量がわずかに変化し

ても病気になることがあります。 

②生体内で合成される 

 微量で作用するものとしてビタミンが

ありますが、ビタミンは生体内では合成さ

れないため外部から取り入れなければなり

ません。ホルモンは生体内で合成されます。 

③大部分のホルモンは血液によって運ば

れる 

 神経伝達物質や局所ホルモンと呼ばれ

るものは血液を介さないで近隣の細胞に直

接作用する場合もあることが最近分かって

きましたが、内分泌器官から分泌されるホ

ルモンの大部分は血液によって運ばれて標

的器官・細胞に運ばれて作用します。 

④標的器官・細胞が決まっている 

ホルモンが作用する器官・細胞は決まっ
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ていて、特定のホルモンと結びつく仕組み

（受容体という）を持っている細胞に対し

てのみ、ホルモンは効果を発揮します。 

⑤厳密なフィードバック機構によってコ

ントロールされている 

ビタミンは過剰であっても問題を起こし

ませんが、ホルモンは過剰になるとそれに

応じた反応を引き起こして、問題になりま

す。身体の成長や成熟などを考えればわか

るように、ホルモンが働き始める時期や分

泌量などを調整する必要があります。 

たとえば、血糖を調節するインスリンの

量が過剰になると低血糖発作を起こし、過

少になると高血糖状態になるので、血糖値

に厳密に対応した量のインスリンが分泌さ

れなければなりません。このように、ホル

モンの分泌を調節する巧妙な仕組みが、身

体に備わっているのです。 

⑥神経系と異なり、ホルモンはゆっくり

した速さで効果を発揮する 

神経系が数十ミリ秒単位で働くのに対し

て、ホルモンの効果ははるかにゆっくり働

くのが特徴です。 

⑦化学構造から、３種類に分けられる 

ホルモンは、その化学構造から、①アミ

ノ酸誘導体（アミン型）ホルモン、②ペプ

チド（またはタンパク質）ホルモン、③ス

テロイドホルモンの 3種類に分けられます。 

 ①アミノ酸誘導体（アミン型）ホルモ

ンとは、アミノ酸の 1種であるフェニルア

ラニンをもとに生合成されるホルモンで、

ドーパミン、ノルアドレナリン、アドレナ

リン、甲状腺ホルモンなどがあります。 

 ②ペプチド（またはタンパク質）ホル

モンとは、アミノ酸が 2 つ以上結合してで

きたもので、大部分のホルモンがこれに属

します。視床、下垂体、上皮小体、膵臓、

消化管から分泌されるホルモンはほとんど

このタイプです。 

 ③ステロイドホルモンとは、コレステ

ロールから生合成されるホルモンで、副腎

皮質ホルモン、性腺ホルモン、ビタミン D

が含まれます。 

(８)加齢による影響が著しいホルモンと、

著しくないホルモンとがある 

４つの機能のうち、「成長と発生」および

「生殖機能」にかかわるホルモンは加齢に

よる影響が著しいですが、「内部環境の維

持」および「エネルギーの生成、利用およ

び貯蔵」にかかわるホルモンは加齢による

影響は少ないといえます。 

 

（出典：杉山孝博「絵で見て学ぶ 高齢者

のカラダ Vol.21 加齢に伴う内分泌系の

働きと変化 その 1」、おはよう２１、

2012 年 6月号、Vol.23(7),38-39） 

 

 

第第第第２２２２２２２２回回回回    加齢加齢加齢加齢にににに伴伴伴伴うううう内分泌系内分泌系内分泌系内分泌系のののの働働働働きときときときと変化変化変化変化    そのそのそのその２２２２    

 

内分内分内分内分泌泌泌泌系系系系のののの異異異異常常常常によるによるによるによる疾患疾患疾患疾患としてはとしてはとしてはとしては、、、、糖尿糖尿糖尿糖尿病病病病がががが最最最最もももも多多多多くくくく、、、、甲甲甲甲状状状状腺疾患腺疾患腺疾患腺疾患がそれにがそれにがそれにがそれに続続続続きますきますきますきます。。。。

糖尿糖尿糖尿糖尿病病病病はははは、、、、インスインスインスインスリリリリンンンンのののの分分分分泌量減少泌量減少泌量減少泌量減少やややや細胞細胞細胞細胞のののの感感感感受受受受性性性性低下低下低下低下によってによってによってによって、、、、活動活動活動活動ののののエネルギーエネルギーエネルギーエネルギー源源源源でででで

ああああるるるるブドウブドウブドウブドウ糖糖糖糖のののの代謝代謝代謝代謝がががが障害障害障害障害されるされるされるされる病気病気病気病気ですですですです。。。。今回今回今回今回ははははインスインスインスインスリリリリンンンンについてについてについてについて学学学学びましょうびましょうびましょうびましょう。。。。    
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インスリンの生成と働き 

インスリンは、膵臓のランゲルハンス島

のβ（ベータ）細胞で合成されて、β細胞

の接する血液のブドウ糖濃度に応じて分泌

されるホルモンです。21個のアミノ酸から

なるＡ鎖と 30 個のアミノ酸からなるＢ鎖

が結合したペプチドホルモンです。 

インスリンは、肝臓や筋肉に働いてブド

ウ糖をグリコーゲンに変えて貯蔵し分解を

抑え、脂肪組織に働いてブドウ糖から脂肪

の合成を促進して分解を抑える働きをしま

す（図）。注目すべきは、インスリンは血糖

を下げるただ一つのホルモンであるという

ことです。 

 

血中ブドウ糖濃度（血糖値）のコント

ロールの仕組み 

心筋は脂肪もエネルギー源として利用し

ていますが、大部分の細胞はブドウ糖を利

用し、特に神経細胞はブドウ糖しかエネル

ギー源として利用していません。 

血糖値が低下すると、脳神経系に大きな

影響を与えて、空腹感、冷や汗、ふるえ、

動悸、脱力感、意識障害など、いわゆる低

血糖発作をひき起こします。また新陳代謝

が低下して、生命活動が低下します。 

正常な人は食前・食後でも、血糖値はお

よそ 80～140 までの間に保たれています。

200 以上になると糖尿病が疑われます。 

ところで、血糖値が 100 とは何を意味し

ているのでしょうか。単位は㎎／dl ですか

ら、100ml（＝1dl）の血漿（血液のうち

血球を除いた液体成分で血液の約半分を占

める）に 100㎎のブドウ糖が含まれている

ことになります。私たちの体を流れている

血液（循環血液量）はおよそ体重の 13 分

の 1 ですから、体重 50㎏の人であれば約

4㎏（４L）となります。血漿は半分の約 2

㎏（２L) で、その中に含まれているブドウ

糖はたった２ｇとなります。逆に言えば、

2g のブドウ糖を全血液に

加え た だ け で 血糖値が

100 上昇することになる

のです。 

食後は小腸から大量のブ

ドウ糖が吸収され、空腹時

あるいは飢餓時には小腸か

らブドウ糖の吸収が行われ

ません。消化吸収の状態に

よって血糖値が大きく変動

しては大変ですから、生体には血糖値を維

持する巧妙な仕組みが備わっています。 

 小腸から腸間膜静脈に移行したブドウ糖

は門脈を通って肝臓に入り、肝細胞に急速

に取り込まれてグリコーゲンとして蓄えら

れます。肝臓を出る静脈血の血糖値は 140

以下になっているのです。そして、筋肉や

脂肪組織でもブドウ糖がグリコーゲンや脂

肪という形で蓄えられます。これをつかさ

どるのがインスリンなのです。 
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 ブドウ糖が吸収されていないときには、

グリコーゲンや脂肪、タンパク質などから

ブドウ糖が作られて（糖新生という）血中

に放出されて、血糖値が維持されます。食

後ブドウ糖が小腸から吸収されているとき

は、糖新生が抑えられますが、これもイン

スリンがかかわっているのです。 

 

落語「腹八分目」（杉山孝博作） 

 今日は、「食い物とからだ」の一席に、

しばらくの間お付き合いの程、お願い申し

上げます。 

 私ども噺家

はなしか

がよくする出し物で、「長屋

の花見」というのがありますナ。長屋の衆

がそろって花見に出掛けたまではよいが、

「花より団子」のご馳走がない。そこは負

けず嫌いの長屋の連中。ポリポリ音のする

蒲鉾を食べ、お茶で酔っぱらうという筋で、

昔の庶民の暮らしは、これと五十歩百歩と

いうところでしょうナ。 

 それに引き換え、近頃は物が豊かになっ

たものですナ。あたしらのガキの時分にゃ、

ご馳走なんてェものは盆や正月、お祭りの

時しかありつけないものと決まっていたも

のでして。 

 ところが、近頃ときた日にゃ、アイスク

リームだ、コーラだ、ジュースだ、お菓子、

果物だと何でも食べられる。一体、こんな

に変わって大丈夫かと案じられますナ。 

 だいたい人間てぇ奴は、神代の昔から食

べすぎてぇことはなかったものでして。弱

肉強食の世界じゃあ、ひもじい時にゃ一頑

張りして獲物にありつく、他人様の餌食に

ならないようにすることが、生き抜くコツ

だったわけですナ。 

 お医者様のお話でも、人間のからだの仕

組みも、飢えには強いが食べ過ぎには向い

ていないようですナ。私どものからだの働

きをたくさんのホルモンが調節しているん

だそうですが、何も食べられない時でも、

活動のエネルギー源である血液のブドウ糖

をあげるホルモンは５種類もあるが、食べ

過ぎたとき、これを調節するホルモンはイ

ンスリンというホルモンが唯１種類しかな

いということのようでして。 

 糖尿病や痛風、心筋梗塞と言った病気を

よく耳にするようになりましたナ。栄養失

調からくる結核や脚気、寄生虫病が減った

かわりに、一般庶民の病気になったわけで

すナ。 

 いずれにしたって、人間、「腹八分目」

を知らなくっちゃいけない。 

 アメリカでは、太っていればそれだけ生

命保険の掛け金が高くなると言います。ま

さに、「帯長ければ、命短し」ですナ。 

 では、お後がよろしいようで。 

注：血糖値を上げる作用をもつホルモン

は、グルカゴン、成長ホルモン、アドレナ

リン、ノルアドレナリン、コルチゾールの

５種類 

 

（出典：杉山孝博「絵で見て学ぶ 高齢者

のカラダ Vol.22 加齢に伴う内分泌系の

働きと変化 その 2」、おはよう２１、

2012 年 7月号、Vol.23(8),38-39） 
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第第第第２３２３２３２３回回回回    加齢加齢加齢加齢にににに伴伴伴伴うううう内分泌系内分泌系内分泌系内分泌系のののの働働働働きときときときと変化変化変化変化    そのそのそのその３３３３    

 

身体身体身体身体にはにはにはには、、、、ホルモンホルモンホルモンホルモンのののの分分分分泌泌泌泌をををを調節調節調節調節するするするする巧妙巧妙巧妙巧妙なななな仕組仕組仕組仕組みがみがみがみが備備備備わってわってわってわっていますいますいますいます。。。。外外外外部部部部環環環環境境境境やややや内内内内部部部部

環環環環境境境境のののの変化変化変化変化がががが内分内分内分内分泌泌泌泌系系系系にどのようなにどのようなにどのようなにどのような影響影響影響影響をもたらすかををもたらすかををもたらすかををもたらすかを考考考考えてみましょうえてみましょうえてみましょうえてみましょう。。。。    

 

ホルモンの分泌を調節する仕組み 

 「船頭多くして、船、山に登る」と言う

言葉があります。指揮命令系統が明確で徹

底していなくて、結果に関する情報収集・

分析・評価が適切でないと、どのような組

織であっても有用な成果を上げることがで

きません。 

 生物の発育・成長や内部・外部環境の変

化に対して重要な役割を果たすホルモンが

適切に分泌され作用を発現しないと、生体

機能に大きな障害をもたらします。 

 私たちの身体には、ホルモンの分泌を調

節するため、階層構造をもつ巧妙な仕組み

が備わっています。脳・視床下部⇒下垂体

⇒内分泌器官⇒ホルモン分泌⇒標的細胞・

器官という基本的な仕組みです。また、ホ

ルモンが過不足にならないように調節する

ためのフィードバック機構も備わっていま

す。 

 

脳および視床下部の働き 

 気温の変化・外傷・感染・外敵などの様々

な外的ストレスや、体液のバランスの乱

れ・代謝の乱れ・体液循環の変化・発熱な

ど内部環境の変化は、知覚神経などを通し

て情報が脳に集められ、喜怒哀楽、恐怖、
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不安、快感などの情動を発現させ、脳を中

心として神経系、内分泌系など様々な機能

が動員されて状態の回復が行われます。 

脳が内分泌系に対して指令を出す役割を

果たすのが、視床下部です。視床下部は隣

接する下垂体に対して働くホルモンを生成

し、下垂体の働きを調節します。 

 図のように、成長ホルモン放出ホルモン

（GRH）、成長ホルモン放出抑制ホルモン

（GIH）、甲状腺刺激ホルモン放出ホルモン

（TRH）、コルチコトロピン放出ホルモン

（CRH）、性腺刺激ホルモン放出ホルモン

（GnRH）、プロラクチン放出ホルモン

（PRH）およびプロラクチン抑制ホルモン

（PIH）です。 

 

指揮者の役割を果たす下垂体 

 下垂体は脳の中央部に垂れ下がる形の小

さな器官で、前葉、中葉、後葉に分かれて

います。 

 下垂体は、オーケストラに例えれば指揮

者としての役割と、一部は演奏者としての

役割も果たしています。指揮者としての役

割は、甲状腺、副腎皮質、精腺に働いてそ

れぞれのホルモンの分泌を刺激するホルモ

ン（刺激ホルモン）を下垂体前葉から放出

することによって果たされます。また、演

奏者の役割としては、前葉から成長ホルモ

ン、プロラクチン（乳汁分泌ホルモン）が、

後葉からバソプレッシンおよびオキシトシ

ンが分泌されます。後葉ホルモンはもとも

と視床下部の細胞で作られて神経線維を通

して後葉に運ばれたものです。 

 

内分泌器官によるホルモンの分泌と

調節 

 下垂体前葉から分泌される刺激ホルモン

により、甲状腺、副腎皮質、精腺では、甲

状腺ホルモン、副腎皮質ホルモン、テスト

ステロンおよびエストロゲンを生成して血

中に分泌します。それらのホルモンが過剰

に生成されると、視床下部や下垂体にフィ

ードバックされて刺激ホルモンなどの生成

が抑えられ、内分泌器官からのホルモン生

成が少なくなります。このような仕組みに

よってホルモンの厳密な調整が行われてい

るのです。 

 

ストレスによるホルモン分泌への影

響 

 外傷・感染などのストレスが身体に加わ

った場合、抗ストレスホルモンである糖質

コルチコイド（いわゆるステロイドホルモ

ン）が副腎皮質から分泌されて、ストレス

や炎症を静めて、バランスの回復を図りま

す。その仕組みは次の通りです。 

 まず脳がストレスをキャッチすると、視

床下部から下垂体前葉に対して副腎皮質刺

激ホルモンを放出するように指令が出され

ます（コルチコトロピン放出ホルモン）。副

腎皮質刺激ホルモンは、副腎皮質細胞に働

いて、主として糖質コルチコイドの合成を

促して分泌させます。糖質コルチコイドは

エネルギー源であるブドウ糖の血中濃度を

上昇させ、抗炎症作用・抗ショック作用を

持っていて、炎症を速やかに抑えます。 

 炎症が治まった場合、糖質コルチコイド

が過剰になると、数時間以内に、視床下部

や下垂体からのホルモンの分泌が抑えられ

て、結果的に糖質コルチコイドの分泌量が

減少することになります（負のフィードバ

ック）。 
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情動とホルモン分泌 

 怒り、恐怖、不安、苦痛などの激しい情

動が身体に様々な反応をもたらすことはよ

く知られています。胃・十二指腸潰瘍、生

理不順、過血糖、血圧上昇、性機能障害な

どは、情動による内分泌系への影響と考え

ることができます。 

 性ホルモンにより二次性徴が発現すると、

異性に対する関心、愛情、性欲などの情動

が出現します。そして、このような情動は、

視床下部―下垂体―生殖線を刺激して性ホ

ルモンの更なる分泌を促します。このよう

にして性的成熟が進行していくのです。 

  

内分泌系の加齢による変化 

 加齢に伴う内分泌系の変化は、ホルモン

合成・分泌量、標的細胞の感受性、調節機

能の低下など様々な要因によりもたらされ

ます。 

 性ホルモンは加齢により大きく変化しま

す。特に女性では閉経を契機に、血中エス

トロゲン濃度が低下します。生殖器の萎縮

が進み、またエストロゲン依存性の骨代謝

が低下して骨粗鬆症になりやすくなります。

男性も徐々に精巣機能が低下していきます。

生命維持に必須の副腎皮質ホルモンの分泌

は加齢によって大きく変化しません。 

 

（出典：杉山孝博「絵で見て学ぶ 高齢者

のカラダ Vol.23 加齢に伴う内分泌系の

働きと変化 その 3」、おはよう２１、

2012 年 8月号、Vol.23(9),38-39） 

 

 

第第第第２４２４２４２４回回回回    加齢加齢加齢加齢にににに伴伴伴伴うううう血液血液血液血液・・・・体液体液体液体液のののの働働働働きときときときと変化変化変化変化    

 

生体内生体内生体内生体内にににに存存存存在在在在するするするする水水水水分分分分ででででああああるるるる体液体液体液体液はははは、、、、細胞細胞細胞細胞内外内外内外内外にににに存存存存在在在在してしてしてして、、、、酸素酸素酸素酸素、、、、栄養物栄養物栄養物栄養物、、、、老老老老廃廃廃廃物物物物、、、、イイイイ

オオオオンンンン、、、、ホルモンホルモンホルモンホルモンなどをなどをなどをなどを運運運運搬搬搬搬することによってすることによってすることによってすることによって、、、、生命活動生命活動生命活動生命活動をををを支支支支えていますえていますえていますえています。。。。血血血血管管管管内内内内部部部部にににに存存存存在在在在

するするするする体液体液体液体液がががが血液血液血液血液でででで、、、、液体成分液体成分液体成分液体成分とととと血球血球血球血球などのなどのなどのなどの細胞細胞細胞細胞成分成分成分成分よりよりよりより成成成成りりりり立立立立っていますっていますっていますっています。。。。それそれそれそれぞぞぞぞれのれのれのれの働働働働

きときときときと加齢加齢加齢加齢によるによるによるによる変化変化変化変化をををを考考考考えていきましょうえていきましょうえていきましょうえていきましょう。。。。    

 

体液の構成 

 原始生命は太古の海洋の中で誕生しまし

た。生体を構成する細胞は細胞外液という

環境（内部環境という）に取り巻かれて生

命活動を営んでいますが、生物が陸上に進

出しても、海洋の環境を維持しているかの

ように、細胞外液のイオン構成や浸透圧な

どは海水に類似しています。内部環境の維

持には様々な仕組み（生体の恒常性、ある

いはホメオスタシスという）が備わってい

ます。 

 体液は、細胞内に存在する部分（細胞内

液）と細胞外に存在する部分（細胞外液）

とに分かれ、さらに細胞外液は血管内の血
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漿と、血管外の間質液に分けられます（表

１）。 

 

体液と体重の比は年齢とともに減少してい

きます。新生児で最も高く約 78%ですが、

これは細胞外液量が多いためです。4 歳く

らいで成人とほぼ同じ比率である約 60％

になります。高齢者では細胞内液量が減少

するため、約 50%になり、それが脱水によ

る障害が起きやすい原因のひとつにあげら

れます。 

 体液は、飲水や摂食（炭水化物・タンパ

ク質・脂肪でも代謝されることにより代謝

水という水が生成する）により補給され、

尿・大便や汗、時には嘔吐・下痢として排

泄されることで、バランスが保たれていま

す。 

 

血液の働き 

 血管内部に存在する体液が血液で、大変

速いスピード（安静時でも 1 分間で全血液

が全身を一巡するほど）で血管内を移動し

ているのが特徴です。 

身体の隅々まで分布している血管系（図）

によって、酸素や二酸化炭素（炭酸ガス）、

腸から吸収され肝臓など合成された栄養物、

不要となった老廃物、内分泌組織から分泌

されたホルモンなどを運搬しています。ま

た、安静状態では肝臓、心臓、腎臓などの

内臓で、運動時には筋肉などでつくられる

体熱を血液が全身に運ぶことによって、体

温が均一に保たれているのです。 

私たちの血液量は体重のおよそ 1/13

（男性で約 8%、女性で約 7%）で、体重

65kgの場合は、約 5kgが血液の重さとな

ります。 

血管の外には間質液（組織液ともいう）

があり、液体成分と白血球は血管の壁を越

えて出入りします。 

 血管が傷つけられると出血しますが、し

ばらくすると血液が止まります。これは、

血管の収縮作用、血小板および血液凝固因

子などの、血液凝固の仕組みが働くからで

す。 

皮膚や粘膜が傷つけられ、病原性微生物

や異物が身体内に侵入すると、白血球が血

管内から出て感染部位に集まり、殺菌や分

解処理をします。局所の発赤、腫脹、熱感

を炎症の三徴候と呼びますが、感染防御機

構が働いている現われです。病原性微生物
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と戦った白血球の死がいが膿となります。 

 

血液の成分とその役割 

血液は表２のように、液体成分（血漿）

と細胞成分（赤血球、白血球、血小板）よ

り成り立っています。血液を体外に取り出

すと間もなく凝固しますが、遠心分離機に

かけると、血清と血餅に分離されます。 

赤血球は中央のへこんだマーブル状の細胞

で、ヘモグロビンを含んで酸素を運搬しま

す。寿命は約 120 日で肝臓や脾臓で破壊さ

れ、鉄などの成分は再利用されます。赤血

球が作られるためには、鉄、腎臓で作られ

るエリスロポイエチン、ビタミン B12、葉

酸等が必要で、これらの欠乏により貧血が

起こります。 

白血球の働きは病原性微生物や異物から

生体を防御することです。病原性微生物を

直接殺す働きをする好中球と、免疫により

感染を予防する働きをするリンパ球があり

ます。白血病やエイズ（エイズウイルスに

より T4 リンパ球の働きが低下する）にな

ると重篤な感染症を引き起こします。 

血小板は血管が破れるとその部位に粘着

して傷口をふさぎ、血漿中の血液凝固因子

と一体となって止血を確実にします。 

血液細胞の基準値は次の通りです。 

赤血球 400～500 万／㎣ 白血球 

6000～8000／㎣ 血小板 20～30 万

／㎣ 

ただし、赤血球には性差（女性のほうが

低値）が認められますが、白血球と血小板

には認められません。また、加齢に伴い赤

血球数が減少し、それは特に男性に顕著で、

高齢になると赤血球数の性差は消失します。 

血液の液体成分（血漿）には、アルブミ

ン、グロブリンなどのタンパク質、フィブ

リノーゲンなどの血液凝固因子、ホルモン、

ミネラル（電解質）、ビタミン、脂質、酵素

などが溶け込んでいます。 

アルブミン、グロブリン、フィブリノー

ゲンなどのタンパク質成分を血漿タンパク

質と呼び、血漿濃度は 6～8ｇ／dl です。

その 60％を占めるアルブミンは体タンパ

ク質の補給や膠質浸透圧を維持する働きを

しています。グロブリンのうち、α‐グロ

ブリン、β‐グロブリンはホルモンやビタ

ミンと結合してその運搬にあたっています。

γ‐グロブリンは免疫抗体として感染防御

で重要な役割を担っています。 

 

（出典：杉山孝博「絵で見て学ぶ 高齢者

のカラダ Vol.24 加齢に伴う血液・体液の

働きと変化 」、おはよう２１、2012 年 9

月号、Vol.23(10),38-39） 
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杉山 E-mail  XMB03106@nifty.ne.jp 

 

この文章は、インターネットで閲覧・ダウンロードできます。 

方法：「川崎幸クリニック」を検索。「クリニック概要」をクリック⇒「院長ご挨拶」をク

リック。 

   様々なタイトルの文章が添付されています。 

 

川崎幸（さいわい）クリニック院長。1947 年愛知県生まれ。東京大学医学部付属病院で

内科研修後、患者・家族とともにつくる地域医療に取り組もうと考えて、1975 年川崎幸病

院に内科医として勤務。以来、内科の診療と在宅医療に取り組んできた。1987 年より川崎

幸病院副院長に就任。1998 年 9月川崎幸病院の外来部門を独立させて川崎幸クリニックが

設立され院長に就任し、現在に至る。現在、訪問対象の患者は、約 140 名。 

 1981 年から、公益社団法人認知症の人と家族の会（旧呆け老人をかかえる家族の会）の

活動に参加。全国本部の副代表理事、神奈川県支部代表。公益社団法人日本認知症グルー

プホーム協会顧問、公益財団法人さわやか福祉財団評議員。 

著書は、杉山孝博監修「よくわかる認知症ケア 介護が楽になる知恵と工夫」（主婦の

友社）、杉山孝博監修「こころライブラリー イラスト版 認知症の人のつらい気持ちが

わかる本」（講談社）、「認知症・アルツハイマー病 早期発見と介護のポイント」（PHP

研究所）、「介護職・家族のためのターミナルケア入門」（雲母書房）、「杉山孝博 Dr の

『認知症の理解と援助』」（クリエイツかもがわ）、杉山孝博監修「家族が認知症になった

とき本当に役立つ本」（洋泉社）、杉山孝博編「認知症・アルツハーマー病 介護・ケア

に役立つ実例集」（主婦の友社）、「痴呆性老人の地域ケア」（医学書院、編著）など多数。 

 


