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多発性骨髄腫

はじめに
　造血器悪性腫瘍、いわゆる「血液がん」のなかで、

血液内科を受診しにくい病気、それが多発性骨髄腫

です。

　血液内科を初めて受診する患者さんの多くは、検

診で貧血を指摘された方や、リンパ節が腫れた患者

さん。もしくは内出血がたくさんできたり、血が止

まりにくかったりして、「もしかして、白血病で

は？」と心配された方がほとんどです。

　例えば、腰が痛ければ整形外科を受診しようと思

うでしょうし、足がむくんだとしたら、腎臓や心臓

が悪いのでは？　と腎臓内科や循環器内科へ診察に

行かれると思います。しかし、これらの症状は「多

発性骨髄腫」でもあらわれることがあります。

　「多発性骨髄腫」では、「血液がん」とは考えに

くい様々な症状が出る病気です。

　「多発性骨髄腫」ではCRABOといわれる様々な

症状を示す病気なのです。

CRABOとは？
　CRABOとは「多発性骨髄腫」で生じる症状の英

語の頭文字です。

C：高カルシウム血症
　骨は大まかに言うと「骨芽細胞」によって作ら

れ「破骨細胞」によって壊されます。正常な状態

では、この２つの細胞のバランスが取れていて、

骨の新陳代謝が行われています。「多発性骨髄腫」

ではこのバランスが崩れて、骨をどんどん壊して、

骨に含まれるカルシウム分が、血液の中に溶け込

んで、腎臓を悪くし、傾眠傾向（眠くなる）、意識

障害を生じます。腎臓内科や神経内科、脳神経外

科などを受診する症状です。

R：腎機能障害
　前述した高カルシウム血症や「多発性骨髄腫」

が産生するタンパク質（抗体：免疫グロブリン）

が腎臓のふるいの目に目詰

まりを起こして、尿が出に

くくなったり、尿タンパク

が出るようになり、足のむ

くみや息切れを起こします。

腎臓内科や循環器内科を受

診する症状です。

A：貧　血
　めまいやふらつき。これは血

液内科を受診する症状ですが、

ある程度病気が進行しても、自

覚症状に乏しい場合があり、か

かりつけの先生が血液検査をし

て、紹介になることがほとんどです。

B：骨病変
　高カルシウム血症で述べ

ましたが、骨のカルシウム

分が減ることにより骨粗

しょう症が起こります。荷

物を持った時に、腰が痛く

なり、脊椎の圧迫骨折を起

こして、整形外科に駆け込む症状といえます。

O：その他
　「多発性骨髄腫」では免疫力、感染症に対する

防御能力が低下するため、簡単に風邪をひいたり、

肺炎を起こします。入院が必要な肺炎を年に２回

も起こすことがあり、呼吸器内科を受診すること

になります。

　また、腫瘍がタンパク質を過剰に産生するため、

余分なタンパク質が血液の粘ちょう性を増して血

液の流れが悪くなったり、様々な臓器・細胞に沈

着し細胞の働きを損ないます。

　立ち眩みや失神発作、視力低下、徐脈（脈が遅

くなる）、下痢、勃起不全などの症状が現れます。

多発性骨髄腫とは
　白血球の１つである、抗体を産生して免疫反応に

役立つはずの形質細胞が腫瘍化し、血液が産生され

る場所である骨髄中で骨髄腫細胞が増殖し、特徴的

な単クローン性高γ-グロブリン血症を来します。

60歳以降に多く発症する病気です。

多発性骨髄腫の診断のためには
　多発性骨髄腫と診断するためには以下の3つを確

認します。

①Mタンパク
　血液検査や尿検査を行います。血液や尿の中の

グロブリンというたんぱく質が腫瘍性に増加して

いるかを確認します。血液中にMタンパクが認め

られる場合には、図１に示すようなMスパイクが

出現します。

図1　蛋白分画

②骨髄腫細胞
　血液を産生する畑である骨髄に形質細胞が増殖

していないか検査を行います。胸骨（胸の真ん中

の骨）か腸骨（腰、骨盤の骨）に局所麻酔を行い、

骨髄穿刺針という特殊な針を刺して、骨の内側か

ら注射器で採血します。外来通院でも可能な検査

です。

③多発性骨髄腫による臓器障害
　骨病変の有無をレントゲン検査、CT検査など

で確認します。先ほど述べた貧血や腎臓の機能を

見るために血液検査や尿検査、心電図や超音波検

査も行い、心臓の働きなど全身の検査を行います。

多発性骨髄腫の治療は？
　多発性骨髄腫と診断された場合、いわゆる抗がん

剤による治療がすぐ始まるわけではありません。

　病気の進行度、骨髄腫細胞に認められる遺伝子の

傷（遺伝子異常）、障害されている臓器の状態を確

認して、状態によっては、治療を開始せず定期診察

で様子を見る場合もあります。

　残念ながら治療開始となった場合には、年齢や体

調、臓器の障害の程度により、自家末梢血幹細胞移

植を予定に組み入れた治療を行うか、移植は行わず

に薬物療法、放射線療法のみで治療を行うかを判断

します。

多発性骨髄腫に対する薬物療法
　自家移植を行う予定の患者さんも予定しない患者

さんも、まず行うのは薬物療法です。現在多発性骨

髄腫に対する治療薬は数多く保険承認されており、

様々な種類の薬剤を併用して行われます。

①副腎皮質ステロイド
　内服や注射で行います。プレドニン、デキサメ

タゾン。多発性骨髄腫に対する基本的な薬剤です。

②アルキル化剤
　内服と注射があります。メルファラン、シクロ

ホスファミドなど。

③アントラサイクリン系薬剤
　注射で投与します。アドリアマイシンなど。

　これら、以前より使用されてきた薬剤に加えて、

この10数年で様々なタイプの薬剤が開発されて

きました。

④免疫調整薬
　内服で治療します。サリドマイド、レナリドミ

ド、ポマリドマイドなど。

⑤蛋白分解酵素阻害薬
　内服と注射で治療します。ボルテゾミブ、カー

フェルゾミブ、イキサゾミブなど。

⑥抗体薬
　注射で治療します。エロツズマブ、ダラツズマ

ブ、イサツキシマブなど。

　体力や臓器障害がない場合にはこれらの薬剤を

3-4種類併用し治療しますが、虚弱（フレイル）

な患者さんには２種類の併用療法を行っていきま

す。

自家（自己）移植とは？
　抗がん剤治療などで、骨髄という「畑」に造血幹

細胞という「種」が枯渇した状態を回復させるため

の治療です。

図２：自家（自己）移植の予定

　病気の治療を行う際に、薬を際限なく使用するこ

とはできません。必ず治療薬の投与上限というもの

が存在します。

　例えばBという薬剤は、投与すればするだけ、病

気を抑える効果が高まるのですが、過剰に投与して

しまうと心臓や肝臓などの臓器が耐えられなくなっ

てしまいます（致死的臓器毒性）。　

　それに対してAという薬剤は過剰に投与すると臓

器に限界が生じるより先に、骨髄に存在する造血幹

細胞が強いダメージを受け、二度と血液が作れなく

なってしまいます（致死的骨髄毒性）。

図3：薬剤と毒性の関係1

　A薬を更にたくさん投与するために「種」をあら

かじめ避難させて（凍結保存）、薬剤の作用が少な

くなった時に「種」を蒔き直す（移植する）ことで、

投与量の限界値を上げ、治療効果を高めるための補

助的役割を担っているのが自家（自己）移植なので

す。

図4：薬剤と毒性の関係2

鶴見病院での現状
　現在当院では65歳までを一つの目安にしていま

すが、患者さんの病状や体力などにより年齢に縛り

はありません。最近では別府市以外の病院からも自

家移植の依頼を受けており積極的に取り組んでいま

す。

おわりに
　多発性骨髄腫の患者会の方々を含めた多くの患者

さんやその家族、諸先輩方の多大なる尽力により

2008年12月にサリドマイドが日本で治療薬として

承認されてから13年弱、これまで治療が必要と

なった患者さんの平均的な余命が３年から10年以

上へと長くなってきています。これからも最新の治

療薬を取り入れながら、完治を目指した治療を行っ

ていきたいと思います。
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　現在当院では65歳までを一つの目安にしていま

すが、患者さんの病状や体力などにより年齢に縛り

はありません。最近では別府市以外の病院からも自

家移植の依頼を受けており積極的に取り組んでいま

す。

おわりに
　多発性骨髄腫の患者会の方々を含めた多くの患者

さんやその家族、諸先輩方の多大なる尽力により

2008年12月にサリドマイドが日本で治療薬として

承認されてから13年弱、これまで治療が必要と

なった患者さんの平均的な余命が３年から10年以

上へと長くなってきています。これからも最新の治

療薬を取り入れながら、完治を目指した治療を行っ

ていきたいと思います。



多発性骨髄腫

厚生連だより 大分２ 厚生連だより 大分４

はじめに
　造血器悪性腫瘍、いわゆる「血液がん」のなかで、

血液内科を受診しにくい病気、それが多発性骨髄腫

です。

　血液内科を初めて受診する患者さんの多くは、検

診で貧血を指摘された方や、リンパ節が腫れた患者

さん。もしくは内出血がたくさんできたり、血が止

まりにくかったりして、「もしかして、白血病で

は？」と心配された方がほとんどです。

　例えば、腰が痛ければ整形外科を受診しようと思

うでしょうし、足がむくんだとしたら、腎臓や心臓

が悪いのでは？　と腎臓内科や循環器内科へ診察に

行かれると思います。しかし、これらの症状は「多

発性骨髄腫」でもあらわれることがあります。

　「多発性骨髄腫」では、「血液がん」とは考えに

くい様々な症状が出る病気です。

　「多発性骨髄腫」ではCRABOといわれる様々な

症状を示す病気なのです。

CRABOとは？
　CRABOとは「多発性骨髄腫」で生じる症状の英

語の頭文字です。

C：高カルシウム血症
　骨は大まかに言うと「骨芽細胞」によって作ら

れ「破骨細胞」によって壊されます。正常な状態

では、この２つの細胞のバランスが取れていて、

骨の新陳代謝が行われています。「多発性骨髄腫」

ではこのバランスが崩れて、骨をどんどん壊して、

骨に含まれるカルシウム分が、血液の中に溶け込

んで、腎臓を悪くし、傾眠傾向（眠くなる）、意識

障害を生じます。腎臓内科や神経内科、脳神経外

科などを受診する症状です。

R：腎機能障害
　前述した高カルシウム血症や「多発性骨髄腫」

が産生するタンパク質（抗体：免疫グロブリン）

が腎臓のふるいの目に目詰

まりを起こして、尿が出に

くくなったり、尿タンパク

が出るようになり、足のむ

くみや息切れを起こします。

腎臓内科や循環器内科を受

診する症状です。

A：貧　血
　めまいやふらつき。これは血

液内科を受診する症状ですが、

ある程度病気が進行しても、自

覚症状に乏しい場合があり、か

かりつけの先生が血液検査をし

て、紹介になることがほとんどです。

B：骨病変
　高カルシウム血症で述べ

ましたが、骨のカルシウム

分が減ることにより骨粗

しょう症が起こります。荷

物を持った時に、腰が痛く

なり、脊椎の圧迫骨折を起

こして、整形外科に駆け込む症状といえます。

O：その他
　「多発性骨髄腫」では免疫力、感染症に対する

防御能力が低下するため、簡単に風邪をひいたり、

肺炎を起こします。入院が必要な肺炎を年に２回

も起こすことがあり、呼吸器内科を受診すること

になります。

　また、腫瘍がタンパク質を過剰に産生するため、

余分なタンパク質が血液の粘ちょう性を増して血

液の流れが悪くなったり、様々な臓器・細胞に沈

着し細胞の働きを損ないます。

　立ち眩みや失神発作、視力低下、徐脈（脈が遅

くなる）、下痢、勃起不全などの症状が現れます。

多発性骨髄腫とは
　白血球の１つである、抗体を産生して免疫反応に

役立つはずの形質細胞が腫瘍化し、血液が産生され

る場所である骨髄中で骨髄腫細胞が増殖し、特徴的

な単クローン性高γ-グロブリン血症を来します。

60歳以降に多く発症する病気です。

多発性骨髄腫の診断のためには
　多発性骨髄腫と診断するためには以下の3つを確

認します。

①Mタンパク
　血液検査や尿検査を行います。血液や尿の中の

グロブリンというたんぱく質が腫瘍性に増加して

いるかを確認します。血液中にMタンパクが認め

られる場合には、図１に示すようなMスパイクが

出現します。

図1　蛋白分画

②骨髄腫細胞
　血液を産生する畑である骨髄に形質細胞が増殖

していないか検査を行います。胸骨（胸の真ん中

の骨）か腸骨（腰、骨盤の骨）に局所麻酔を行い、

骨髄穿刺針という特殊な針を刺して、骨の内側か

ら注射器で採血します。外来通院でも可能な検査

です。

③多発性骨髄腫による臓器障害
　骨病変の有無をレントゲン検査、CT検査など

で確認します。先ほど述べた貧血や腎臓の機能を

見るために血液検査や尿検査、心電図や超音波検

査も行い、心臓の働きなど全身の検査を行います。

多発性骨髄腫の治療は？
　多発性骨髄腫と診断された場合、いわゆる抗がん

剤による治療がすぐ始まるわけではありません。

　病気の進行度、骨髄腫細胞に認められる遺伝子の

傷（遺伝子異常）、障害されている臓器の状態を確

認して、状態によっては、治療を開始せず定期診察

で様子を見る場合もあります。

　残念ながら治療開始となった場合には、年齢や体

調、臓器の障害の程度により、自家末梢血幹細胞移

植を予定に組み入れた治療を行うか、移植は行わず

に薬物療法、放射線療法のみで治療を行うかを判断

します。

多発性骨髄腫に対する薬物療法
　自家移植を行う予定の患者さんも予定しない患者

さんも、まず行うのは薬物療法です。現在多発性骨

髄腫に対する治療薬は数多く保険承認されており、

様々な種類の薬剤を併用して行われます。

①副腎皮質ステロイド
　内服や注射で行います。プレドニン、デキサメ

タゾン。多発性骨髄腫に対する基本的な薬剤です。

②アルキル化剤
　内服と注射があります。メルファラン、シクロ

ホスファミドなど。

③アントラサイクリン系薬剤
　注射で投与します。アドリアマイシンなど。

　これら、以前より使用されてきた薬剤に加えて、

この10数年で様々なタイプの薬剤が開発されて

きました。

④免疫調整薬
　内服で治療します。サリドマイド、レナリドミ

ド、ポマリドマイドなど。

⑤蛋白分解酵素阻害薬
　内服と注射で治療します。ボルテゾミブ、カー

フェルゾミブ、イキサゾミブなど。

⑥抗体薬
　注射で治療します。エロツズマブ、ダラツズマ

ブ、イサツキシマブなど。

　体力や臓器障害がない場合にはこれらの薬剤を

3-4種類併用し治療しますが、虚弱（フレイル）

な患者さんには２種類の併用療法を行っていきま

す。

自家（自己）移植とは？
　抗がん剤治療などで、骨髄という「畑」に造血幹

細胞という「種」が枯渇した状態を回復させるため

の治療です。

図２：自家（自己）移植の予定

　病気の治療を行う際に、薬を際限なく使用するこ

とはできません。必ず治療薬の投与上限というもの

が存在します。

　例えばBという薬剤は、投与すればするだけ、病

気を抑える効果が高まるのですが、過剰に投与して

しまうと心臓や肝臓などの臓器が耐えられなくなっ

てしまいます（致死的臓器毒性）。　

　それに対してAという薬剤は過剰に投与すると臓

器に限界が生じるより先に、骨髄に存在する造血幹

細胞が強いダメージを受け、二度と血液が作れなく

なってしまいます（致死的骨髄毒性）。

図3：薬剤と毒性の関係1

　A薬を更にたくさん投与するために「種」をあら

かじめ避難させて（凍結保存）、薬剤の作用が少な

くなった時に「種」を蒔き直す（移植する）ことで、

投与量の限界値を上げ、治療効果を高めるための補

助的役割を担っているのが自家（自己）移植なので

す。

図4：薬剤と毒性の関係2

鶴見病院での現状
　現在当院では65歳までを一つの目安にしていま

すが、患者さんの病状や体力などにより年齢に縛り

はありません。最近では別府市以外の病院からも自

家移植の依頼を受けており積極的に取り組んでいま

す。

おわりに
　多発性骨髄腫の患者会の方々を含めた多くの患者

さんやその家族、諸先輩方の多大なる尽力により

2008年12月にサリドマイドが日本で治療薬として

承認されてから13年弱、これまで治療が必要と

なった患者さんの平均的な余命が３年から10年以

上へと長くなってきています。これからも最新の治

療薬を取り入れながら、完治を目指した治療を行っ

ていきたいと思います。



TEL:0977－23－7113　FAX:0977－23－7996 http://www.ok-chezmoi.com/

厚生連だより 大分 ５

　介護老人保健施設では、入所した要介護者が
元の生活に戻れるよう機能訓練を行っています。
しかしどのような生活をどのような場所で行っ
ていたかは個々人で異なっているため、日常生
活状況については施設内での本人の能力だけで
は見えない部分があります。
　そこで介護老人保健施設で入所リハビリテー
ションを行うためには、自宅での生活状況を把
握してリハビリテーション計画に反映させるこ
とが大切だと考えられています。

生活環境を確認しています

　シェモア鶴見では、入所前、または入所早期
に本人と一緒にリハビリスタッフや支援相談員
といった複数のスタッフが同行して自宅を訪問
し、どのような生活を送っていたのかを確認し、
生活を送るうえでの課題の整理を家族と一緒に
行っています。玄関等の出入り口・居室・食
堂・寝室・トイレや浴室などの状況や、どのよ
うな介護用品を使用していたか等、確認する場
所は多岐にわたります。
　入所サービスを利用して元気になってもらう
ことは大切ですが、それ以上に元の生活を送れ
るようになることが大切であることから、自宅
を知ることは在宅復帰への第一歩との考えで動
いています。

どこまででも
訪問します。



厚生連だより 大分２ 厚生連だより 大分６

TEL:0977－23－7112（代表）　FAX 0977－23－7976 http://www.ok-kenkou.com/

抗体検査のご依頼および健康診断のご用命は
ご予約電話番号　０９７７－２３－７１１２

　風疹クーポン券とは・・・昭和37年度～昭和53年度生まれの男性の皆様に、お住まいの自治体から、
原則無料で風疹の抗体検査と予防接種を受けていただけるクーポン券をお送りしています。
　もし、クーポン券をなくされた方はお住まいの市町村にお問い合わせください。

風疹クーポン券はご使用になりましたか？

どうしたら、検査が受けられるの？

STEP1  市町村からクーポン券が届く
　41歳～58歳（昭和37年４月２日～昭和54年４月１日生まれ）の男性に、2019～2021年度
の３年間でクーポン券をお届けします。
　市町村によって、対象年齢に送付する時期が異なりますので、詳しくはお住いの
市町村にお問い合わせください。

STEP2  風疹の抗体検査を受ける（無料）
　検査は、健康診断等か、お近くの健診機関で、採血して行います。結果が分かる
までに数日かかる場合があります。
＊健康診断の機会に受ける・・・
勤め先の健康診断または人間ドックの際に抗体検査を受けられます。
検査の際に、必ずクーポン券をご持参ください。

STEP3  検査の結果を聞き、免疫がない場合は風疹の予防接種を受ける
　検査結果は、検査を受けたところで確認してください。
　（健康診断の結果とともに通知される、検査を受けた健診機関に問い合わせる　など）
　→風疹への免疫がなかった方（十分な量の抗体がなかった方）は、
　　予防接種を受けてください。
　→検査の結果、十分な抗体があった方、予防接種は不要です。
・全国４万か所以上の医療機関（診療所など）で、予防接種を受けることができます。
　クーポン券は、全国どこでも（住所のある市町村以外でも）使用できます。
・予防接種を受ける際に、クーポン券と本人確認書類をお持ちください。

長崎鼻花公園　豊後高田市
国東半島の先端から周防
灘に突き出した岬で、
2000万本の菜の花、140
万本の向日葵が植えられ
ている。敷地内にはオノ・
ヨーコ氏の作品等があち
こちに設置されており、周
辺にはキャンプ場や海水
浴場、釣り場などがある。

白水溜池堰堤（白水ダム）　竹田市　
国指定の重要文化財で
阿蘇の外輪山を水源とし
ている大野川にある灌
漑用の調整ダム。周辺の
地盤の弱さを考慮して落
水時の水圧を抑えるた
め、水がなだらかな曲線
を描いて白い衣のように
落ちる設計をされている。



厚生連だより 大分 ７

第73回 通常総会が開催されました
　６月30日、大分県農業会館で大分県厚生連の第73回通常総会が開催されました。開催にあたり佐藤
会長より、感染症指定医療機関として県の重点医療機関に指定されたことによる一般診療機能の縮小
や新型コロナウイルス感染患者を受け入れる中、ＪＡグループ各種団体をはじめ、関連業者や地域企
業の方々から多大な支援を受けたことに感謝の意を表しました。

　可決議案
第１号議案　令和２年度貸借対照表、損益計算書、損失金処理案、
　　　　　　注記表、付属明細書及び事業報告承認に関する件
第２号議案　定款の一部変更に関する件 佐藤会長

矢羽田議長総会の様子

職域接種が始まりました
　７月10日より大分県でもＪＡグループの職域接種を開始しま
した。当日は農協共済別府リハビリテーションセンターに体育
館を会場として提供いただき、接種を希望する県内のＪＡ関係
者約1,300人に対し、２日に分けて実施いたしました。
　初日は雨が降る中、そして２日目は酷暑の中での実施となり
ましたが、スタッフによる事前の接種予約時間管理や待機場所
の調整を行い、大きなトラブルもなく無事終了することが出来
ました。
　日本の基盤である農業の担い手を守ることを目的とした厚生
連として、新型コロナウイルスの感染拡大がなかなか止まらな
い現状、自分たちで出来ることを行っていくことが我々の社会
的使命と受け止めて、これからも地域の発展や安定に努めてい
きます。
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　気温と湿度が非常に高く

なり、不快指数と戦う日々

が続いています。冷たい食

べ物やのど越しの良い飲み

物を予定以上に消費してし

まいがちですが、体重管理

には気をつけて・・・

（M.M）

６月の健診/受診結果
国 東
姫 島
杵 築
山 香
大 分
由 布
臼 杵
野 津
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豊後大野
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宇 佐
安心院
日 田
玖 珠
九 重
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受診者数総合計
3,249名

（うちJA 924名）

Ｊ Ａ べ っ ぷ 日 出
大 分 大 山 町 農 協
J A 下 郷

《６月健診》
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編集後記

中性脂肪 中性脂肪とは、名前の通り脂肪の一種で、英語名を
「トリグリセリド」といいます。中性脂肪は、食事中

の脂肪が腸で吸収されて血液中に取り入れられた「外因性トリグリセリ
ド」と、一度肝臓に取り入れられた脂肪が再び血液中に分泌された「内
因性トリグリセリド」の２通りが存在します。中性脂肪は「体内エネル
ギーを貯蔵する」という大切な役割を担っています。生命を維持するた
めのエネルギーとして主にブドウ糖が利用されますが、中性脂肪はブド
ウ糖の不足を補う形で利用されるのです。しかし、エネルギーとして使
われなかった中性脂肪は、肝臓や脂肪組織、皮下、血中に蓄えられて、
その多くは皮下脂肪になってしまい、生活習慣病のリスクも高まります。
中性脂肪は多すぎても少なすぎても好ましくないということです。

おからは冷凍保存ができます。冷凍する場合は小分けにしてラップに
包み、保存袋に入れて冷凍すると約２週間保存ができます。冷蔵では
１日しか持たないので、炒煮にしてから冷凍するのがおすすめです。

材料（４人分）
1人分 169kcal　塩分 1.8ｇ　食物繊維 9.0ｇ

生活習慣病が
気になる人への

今月の一品

おから炒煮
おから・・・・・・300ｇ
干ししいたけ・・・・５枚
人参・・・・（100ｇ）1/2本
だし・・・・・・・300ml
砂糖・みりん・料理酒・薄口醤油
・・・・・・・各大さじ１杯
塩・・・・・・・小さじ1/4
油・・・・（９ｇ）大さじ１杯

中性脂肪の基準値って
どれくらい？

中性脂肪は過剰に増えても
自覚症状を感じることがな
いので、定期的に健康診断
を受けましょう。

中性脂肪を減らす食事は？
１．脂質・糖質は控えめにしましょう

中性脂肪を増やしやすい、バターやクリー
ムなどの乳脂肪分の多いものや、果物、
ケーキやジュースなど糖質の多いものを
減らしましょう

２．食物繊維を摂りましょう
野菜、きのこ、おからや納豆など　

３．アルコールは
適量にし週1～2回休肝日を設けましょう

食事療養科 科長　丸　尾　　　恵

中性脂肪の基準値は、　
50～149mg/dl 

　　　　とされています。


