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　【ストラディバリウス】

　17 世紀から 18 世紀にかけて活動した

　イタリアの弦楽器製作者、 アントニオ・スト

　ラディバリが製作したヴァイオリンで、 世界

　の代表的な名器として知られる。

　ヴァイオリニストや収集家の羨望の的であり、 現存するストラディ

　バリウスは約 600 挺。 その価値は数億円とも言われる。

   月号3

理事長　髙木 由利

ストラディバリウス

　ある寒い夜、コートの襟を立てて足早に住宅街を歩

いていると、ふとどこかのお庭から甘い香りがしてき

ました。私は思わず足を止めて辺りを見回しましたが、

どこから流れてきた香りか分かりません。

　でも何だか急に心が暖かくなり、思わず微笑んでし

まいました。春の香りは、今年もまた私を幸せにして

くれました。

　　　　　＊　　　　  　＊　　　　　  ＊

　1 月の終わりにヴァイオリンコンサートを楽しむチ

ャンスに恵まれました。私の友人のお兄様、磯崎陽一

さんのサロンコンサートです。陽一さんは 1979 年よ

り新日本フィルハーモニー交響楽団のコンサートマス

ターをされていらしたのですが、現在はソリストとし

て音楽の楽しさ、ヴァイオリンの魅力を伝えていく活

動をされているのです。

　その日は、クライスラーのロンディーノ、愛の喜び、

愛の哀しみから始まり、タイスの瞑想曲、そしてオペ

ラ椿姫の乾杯の歌。私の大好きな小品集をたっぷり演

奏して下さり、後半はモーツァルトのヴァイオリン・

ソナタ第 40 番変ロ長調を聴かせて頂きました。

　私はこのアフタヌーンコンサートを聴きながら不思

議な気持ちになりました。

　このヴァイオリンの音はいつか、そう、ずっと昔に

聴いたことのある音色だったのです。目を瞑
つぶ

っている

と目の前に様々な場面が映画のスクリーンに映し出さ

れるように見えてきました。それは私が 5 ～ 6 才の頃

です。若くて美しい母が紅茶やトーストの準備をして

います。朝もやのような中に霞んで見えてきます。そ

してあのヴァイオリンの音色です。少し枯れたような、

木の枝のような音、そして次にピンと張った絹糸のよ

うな細く美しい音、しばらくすると太くてお腹の底か

ら湧き上がるような強い音。あの演奏者はハイフェッ

ツだったと記憶しています。

　ふと我に返ると、陽一さんのストラディバ

リウスが楽しく歌うように演奏しているの

です。何と幸せなひとときでしょうか。

きっとハイフェッツはストラディバリ

ウスで演奏していたのだ、そして私は
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内科 /睡眠時無呼吸外来担当医　栗橋 健夫

睡眠のメカニズム

睡眠・医学 ②・ ・ ・・

　生物はほとんど昼夜が規則的に交代する生物圏に住

んでいます。睡眠とは何かを睡眠のメカニズムからお

話しするには地球の歴史に遡る必要があります。原始

地球では一日ごとの環境変化は激烈なものでした。高

いエネルギー光線を含む太陽光は海に強い光化学反応

を引き起こし昼には生物の好む餌が生成される一方、

有害な活性酸素などの不安定な物質も作り生物自身

をも直接障害させていました。夜には傷ついた体を修

復し、ダメージの大きい DNA の複製を行うことが生き

残りの必須条件でした。私たちの先祖となった生物は

地球の自転による昼夜の規則的な変化を予測できる時

間装置を開発し、それが時計遺伝子で発動する体内時

計で環境の時間変動に対応でき進化に耐えて生き残っ

たのです。現存するすべての真核生物（細胞内に核が

ある生物）以上では体内時計を持っています。時計遺

伝子自身も動物界ではほぼ同じで、ヒトの慨日リズム

を司る遺伝子は現在 Per1,Per2,Per3,Cry1,Cry2,Bmal

1,Clock の 7 個わかっています。全身のほとんどの細

胞で時計遺伝子が発現しています。１つ１つの細胞レ

ベルではその転写リズムが 1 日周期で振動を起こして

いますが各細胞間のリズム同調がうまくいかずに細胞

組織だけでは 2 ～３周期で止まってしまい、組織とし

てまとまらせるシグナルが届いたときだけそのリズム

が顕在化することが分かっています。しかし、一か所

だけ何のシグナルもなくリズムを刻みほぼ永久に動き

続ける時計があり、それが脳の視床下部に存在する視

交叉上核（SCN）なのです。そして、実はこの視交叉

上核という生体時計のリズムは実は 24 時間周期では

50 年振りにストラディバリウスと再会したのだと思

ったのです。

　仕事で緊張しきっていた私の脳の中を、その音色は

まるで髄液のように流れていきました。そして泉のよ

うに次から次へと音が湧き上がっていき、私を瞑想の

世界へ誘
いざな

ってくれたのです。

　　　　　＊　　　　　  ＊　　　　　  ＊

　この素晴しい磯崎陽一さんのコンサートを当院のオ

リモトホールでも開いて下さるというのです。どうぞ

楽しみにしていて下さい。

なく 25 時間周期なのです。このままでは外界の明暗

周期と完全にずれて時計の意味がなくなってしまいま

す。そのため体内時計機構は環境の明暗を感知する光

受容器と密接な関係が必要で、哺乳類では光受容器は

網膜の細胞に限局しているため視交叉上核に生体時計

の主座が発達したのでしょう。私たちは 25 時間周期

の生体時計を毎朝起床し朝日を浴びることで、毎日リ

セットしてこのずれを補正していることがわかってい

ます。このことは毎朝決まった時間に起きることが極

めて重要だということです。

　もうひとつ、睡眠をコントロールしている大切な機

構があります。それが恒常性維持機構で「疲れたから

眠くなる」というもので、時刻に依存せずに覚醒時間

の長さによって睡眠の質と量が決定される。これは酸

化グルタチオン、プロスタグランディン D2、オレキ

シンなどのさまざまな液性物質により調節されていま

す。興味深いのはレプチンという抗肥満ホルモンが睡

眠をけずると減少し食欲亢進を促すグレリンというホ

ルモンが増加し睡眠不足は肥満のリスクファクターで

あることが確かめられたこ

とです。

　今回は、少し話が難しく

なってしまいましたが、睡

眠が生体時計機構と恒常性

維持機構の 2 つでコントロ

ールされていることで外界

の明暗を含めた環境変化に

対応していることがお分か

その 1
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川上 眞仁 様私が悔しいと思う時

川上さんは毎月私の外来受診をされている患者様です。

76 歳でお仕事を週 3 日しながら、 奥様の介護、 そしてご自分の食事管理を

する毎日。 まさに本気で闘病生活を実践していらっしゃるステキな方です。

　　病気に負けないように頑張ることを “闘病” と言います。 病気と仲よく付き合うとか友達になるとも言わ

れていますが、 これは病気になってしまった以上くよくよ嘆き悲しんだり、 ウツに沈んだりしても問題の解決

にならないという慰めの言葉です。 どんなに気をつけても仕方のない病気は別として、 病気の殆どは自分

の不注意、 不勉強、 不健康な生活の結果であり、 罰だと思います。 自分の油断している体に入り込ん

だ病気なら、 それを追い出さなければならない “敵” です。 敵なら闘うのです。 病気と闘う、 闘病です。

私の敵、 糖尿病と闘う戦法を考えました。

（1） 主食、 副食共にこれまでの食事量の 2 分の 1 ～ 3 分の 2 とする。

（2） 食事の時間を正確に守る。 私は朝 6 時、 昼 12 時、 夕 7 時。

（3） 油物、 甘い物、 塩分、 以上の三点に注意。

（4） 間食は絶対にしない。

（5） 外食、 スーパーの弁当など極力避ける。

（6） 毎日、 適宜の運動は絶対に必要。

以上の 6 カ条、 私なりに守るつもりでも一寸した油断が必ずあります。 食事の量、 時間のずれ、 間食に

つい手が出た、 日曜日の運動不足などです。

　　最近、 由利先生から次の治療方法を指示されました。 血糖値 110mg/d l を警戒線とし、 111mg/d l か

らインシュリンを注射する。 警戒線までなら打たない。 今まで血糖値の合格ライン 110mg/d l 以下の時が

3 日連続、 5 日連続もありますが、 9 日連続が最高です。 勿論、 私の油断から血糖値が上がりインシュ

リンの注射をすることがあります。そのたびに私の油断は何かを点検します。血糖値測定で111mg/d lの時、

たった 1mg/d l の超過が一番悔しい時です。 超過した時が負けた時、 警戒線ギリギリの 109mg/d l の時

は勝った時です。 思わず計量器に手を合わせました。 何とかして 1 ヶ月連続警戒線を超えない記録をつ

くるつもりです。 糖尿病と仲良しやお友達では駄目です。 病気は真剣に闘えば退散しないまでも、 おとな

しくなるでしょう。 私はそう信じています。

り頂ければ幸いです。また、なぜ生体時計のリズムが

25 時間で自転周期とずれているのかはいろいろな説

があります。代表的なものは太陽系の自転周期が 25

時間の惑星は火星ですので、生物は火星起原だという

説や、地球の自転速度は常識とは逆に空間や磁場のゆ

がみで速くなってきたというものや、わざとずらすこ

とで他の調節機構が必要になった種がたまたま生存戦

略に勝ち残ったなどです。睡眠ということを理解する

ために壮大なスケールで思いをはせるのも面白いかも

しれません。次回は実際の睡眠がどのように発達して

きたかをお話さていただきます。
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薬局からのワンポイントアドバイス

 第 96 回  腎疾患ゼミナール

講師 ： 腎臓内科 髙木由利

薬剤師 ： 千野 いずみ『 血圧の薬と食塩 』

『 あなたの人生を守る食事 』

腎不全を克服しよう！！ ③

当院の肛門科では、 女医の高木由利理事長と女性スタッフによる診療を

行っておりますので男性医師によるおしりの診察に抵抗のある女性の患者

様も安心して受診していただけます。

..................................................................................

　　　　　　　　　　　　　　　　スキンタッグとは、 外痔核 ・ かんとん痔核の保存的治療後や頻回に起

　　　　　　　　　　　　　こる肛門周囲の皮膚炎、 頻回の出産、 痔核手術後など様々な原因で起

　　　　　　　こる、 肛門の出口周囲にできる皮膚のたわみのことです。 スキンタッグは日常診

療でよく見かけますが、 病的意義がないと判断され軽視される場合が非常に多いのです。

しかし、 患者様にとっては肛門の強い不快感に繋がることを忘れては

当院では脱出を伴う内痔核 （排便時に出てくる、 あるいは普段から出たままになっているよ

うないぼ痔） の注射による治療「ジオン注」 を行っております。 痔核を切り取る手術と違って、

痔核の痛みを感じない部分に注射するので、 「傷口から出血する」 「傷口が傷む」 というよ

うなことはなく、 短期間の入院で治療が可能です。 「ジオン注治療」 は認定された専門医

のみが行うことができる治療法です。 ご希望の患者様は当院までお気軽にご相談ください。

いけません。 当院ではこのスキンタッグを 1 つの疾患としてとらえ、

その治療に対し 『肛門美容形成』 という考え方を取り入れ、 美しい

肛門を再現するための外科的治療を行っています。 肛門をどのよう

にデザイン、 リメイクするか。 その最終目標は 『生まれたての赤ちゃ

んの肛門』 のような美しい肛門です。

月ほどで引き伸ばされていた支持組織が元の位置に

癒着 ・ 固定して、 脱出がみられなくなります。 また、

肛門のまわりの腫れもなくなります。

ジオン注を投与すると早い時期に痔核

へ流れ込む血液の量が減り出血が止

まります。 脱出の程度も軽くなります。

外来診療日 / 火曜日午前 （第 2 は除く） 予約制 ： 042-491-2121

2009 年 3 月 26 日 （木） 

午後1 ： 00 ～ 2 ： 00

オリモトホール（当院 4 Ｆ）

無料

日　　時 ：  

　　　　　　　　

会　　場 ： 

参加費 ： 


