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インプラント治療
大切な歯を失ったら入れ歯？ブリッジ？それともインプラント？

　失った歯を補う治療の一つである「インプラント」とはどのようなものなのでしょうか。インプラントの基礎
知識やメリット、デメリット、他の治療法との比較など治療前情報をお届けします。

　お口の中は、とても繊細です。歯を失ってしまうと、繊細なお口の中に違和感が生じます。

•歯を失って、空いた箇所に隣の歯が傾いてきてしまう
•失った歯と咬み合う対象だった歯が伸びてきてしまう
•歯並びや咬み合わせが乱れることにより歯周病が悪化してしまう
•咬み合わせが変化することで身体に歪みが生じてしまう（顎関節症・肩こりの原因に）
　失った歯を放置することは大きなリスクを生み出しかねません。

　インプラントとは、失われた歯のかわりに使える人工の歯のことです。入れ歯やブリッ
ジと違って骨にしっかり結びつくため、天然歯と同じように使えるのが最大の魅力です。

　インプラントとは、アゴの骨に埋め込んで歯根と同じ働きをする人工歯根と、歯茎の
上から見える人工の歯、その2つをジョイントするアバットメントの3パーツからできてい
ます。

　歯を失ったときの主な治療法として、インプラント、ブリッジ、入れ歯の3つがあります。各メリット・デメリッ
トをご説明します。

　当院ではインプラント手術を「静脈内鎮静法」という麻酔を併用して行うことができます。チクッとするだ
けでもイヤだ、インプラントは無痛治療でお願いしたい！という方にはオススメです。腕から点滴で鎮静剤を
入れながら手術を行う方法で、うたた寝のような状態になります。静脈内沈静法下の手術では、血圧や脈拍、
呼吸などを厳重に監視しながら行われますので安心です。
　また、当院では病院内手術室を使用することにより、より清潔度の高い手術を行うことができます。

　当院ではインプラント治療、入れ歯治療、ブリッジ治療のいずれも行っています。いずれの治療も、患者さ
まの口腔内の状態や全身状態、ご希望によって、向き不向きがあります。まずは当院歯科口腔外科までお気
軽にご相談ください。

•自分の歯と同じような感覚で
　噛むことができる。
•天然歯のようにきれいで美しい。
•周りの歯を傷つけない。

•手術が必要。
•比較したとき、治療費が高い。
•骨への定着期間を入れると治療期
間が長い。

•固定式なので、違和感が少ない。
•治療が短期間。
•セラミックなら天然歯のように美し
い。（保険外）

•両隣の健康な歯を削らなければな
らない。
•ブリッジと歯ぐきの間に食べ物のカ
スがつまり、不衛生になりやすい。

•比較的治療が簡単で短期間。
•通常の入れ歯の材質、方法なら治療
費が安い。

•硬いものが食べにくいことがある。
•留め金が見えて、見た目がよくない。
（部分入れ歯）
•ガタツキがあり、違和感を感じることがある。

インプラント ブリッジ 入れ歯
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　皆さんは健康でいるために日頃何か行っていることはありますか？
　散歩をする、運動をする、○○を食べる、などさまざまな健康法がテレビや雑誌、インターネットでひっきり
なしに紹介されています。中でも手軽な健康法として健康食品やサプリメント等を飲んでいらっしゃる方も多
いと思います。実はこの健康食品やサプリメントはある特定の薬と一緒に飲んでしまうと薬の効果が弱くな
ってしまったり、反対に強くなりすぎて副反応が出てしまったりすることがあること(以下、「飲み合わせ」とし
ます)をみなさんはご存知ですか？今回は健康食品やサプリメントと薬の飲み合わせについて紹介していきた
いと思います。

　ワルファリンカリウムは血液を固まらせるビタミンＫの働きを抑えることにより血液を固まりにくくする（さら
さらにする）薬です。納豆やクロレラにはビタミンＫが多く含まれており、ワルファリンカリウムと一緒に飲んで
しまうとワルファリンカリウムの効き目が弱くなってしまうことがあります。ワルファリンカリウムを服用中の
方はビタミンＫを多く含む食品に注意してください。

　体の中にはCYP3A4と呼ばれる酵素（薬を安全な形に分解し、体の外に排出する）があります。グレープフ
ルーツジュースはこの酵素の働きを抑えてしまうことが知られています。酵素の働きが抑えられてしまうと薬
が分解されなくなり、薬の効き目が強くなったり長く効きすぎたりして血圧が下がりすぎたり、めまいをおこし
てしまうことがあります。この酵素で分解される薬は他にもいろいろありますので一度薬の説明書をよく読ん
でみてください。また、グレープフルーツジュースの効果は半日以上続くのでこれらの薬を服用している方は
グレープフルーツジュースを飲まないようにしてください。

　骨を丈夫にするためにカルシウムが多く含まれている食品を食べたり、サプリメントを飲まれたりしている
方もいらっしゃると思います。しかし、ビタミンD製剤などの薬を服用している患者さんがカルシウム剤を一緒
に飲んでいた場合、まれにカルシウムが過剰になりふるえやしびれなどといった症状が現れてしまうことがあ
ります。カルシウムのほかにも鉄、亜鉛、マグネシウムといったミネラルはサプリメントに含まれることも多いの
で過剰摂取にならないよう注意して下さい。

　コーヒーやお茶などに含まれるカフェインはテオフィリン製剤と似たような構造を持つことが知られていま
す。そのため、カフェインが多く含まれる飲み物とテオフィリン製剤を一緒に飲むと薬の作用が強く出てしま
い、頭痛や吐き気といった思わぬ症状が起こることがあります。これは他の薬でも言えることですが、薬を服
用する時は水または白湯で飲むようにしてください。

　睡眠導入剤や気分を落ち着かせる薬(安定剤)はアルコールと一緒に飲むと薬の効果が強くなることがあり
ます。このような場合、まれに記憶がなくなる、意識がなくなる、呼吸ができなくなることがあります。他にも
糖尿病の薬や血圧の薬などでもアルコールと飲み合わせが悪いものがあるので注意してください。

　最後に、薬と健康食品やサプリメントの飲み合わせについてはまだまだ分からないことも多く、なぜ一緒に
飲んではいけないのか理由がはっきりしないこともあります。しかし、わかっている悪い飲み合わせを防ぐこ
とは可能です。お薬手帳や薬の説明書に書いてないこともたくさんあります。気になったことがあれば、医師
または薬剤師に相談してください。また、お薬手帳にある薬の記録により他の医療機関で処方された薬との
飲み合わせを調べることができますのでお薬手帳を作ったら医療機関ごとに分けず、できれば一冊にまとめ
て使っていただくようお願いします。

①ワルファリンカリウムと青汁・納豆・クロレラ

②一部のカルシウム拮抗剤（血圧降下剤）とグレープフルーツジュース

③カルシウム剤と骨粗鬆症薬

④カフェインと喘息の薬（テオフィリン製剤）

⑤アルコールと睡眠導入剤

薬と健康食品・サプリメントの関係
本当は危険？本当は危険！？

薬と健康食品・サプリメントの関係

マンスリー済衆館だより　希望　第94号（2015年1月号）より

インプラント治療
大切な歯を失ったら入れ歯？ブリッジ？それともインプラント？

マンスリー済衆館だより　希望　第95号（2015年2月号）より
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糖尿病の低血糖をクローズUPしてみました。
厚生労働省　平成24年「国民健康・栄養調査」より

マンスリー済衆館だより　希望　第96号（2015年3月号）より

べんぴ…便秘…困りますね
　ちょっと便秘の種類を考えてみましょう。
そもそも便秘とは、排便しにくいことで、2・3日以上も便が出ない、回数が減り、便の量も少ない（35ｇ/日以
下）、硬い便となり、時に腹痛やお腹が張ってくることをいいます。
☞便秘には、どんな種類があるのでしょうか？

器質性便秘と機能性便秘とがあります。　
器質性便秘は腸管全体の器質的異常、例えば先天性巨大腸症・後天性結腸腫瘍・クローン病などの炎症性
腸疾患による狭窄によって起こります。
機能性便秘は腸全体の器質的異常がないもので、一過性便秘と常習性便秘に分けられます。
１．一過性便秘は　
食事の内容や朝食の時間、排便のタイミングで変わります。対応は水分の摂取や時には浣腸をします。（但し
浣腸の乱用はよくありません。）
２．常習性便秘は
生活習慣や精神的要因が関係します。この便秘には、直腸性・結腸性・痙攣性・薬剤性の４つのタイプに分け
られます。また、辛い便秘の解消を下剤服用に頼ることは、根本的な解決にはなりません。
☞それぞれの便秘の対応はどうしたらいいの？

１）直腸性は、便意があるのに我慢した場合や下剤・浣腸の誤用あるいは乱用により、直腸壁の刺激感受性
が低下して便意を感じなくなり、正常な排便反射が起こらず、便が直腸に貯留され便秘を引き起します。
　これらは、女性に多く見られます。朝のトイレタイムにゆとりを持つことが改善策となります。
＊本来、自ら備わっている身体の生理機能（排便反射）を促す為には、便意がなくても必ずトイレに行

く習慣を身に付けることで、排便習慣が確立されていきます。

２）結腸性は、腸管の蠕
ぜん
動
どう
運動（腸の収縮運動）が鈍くなることで、腸内容物の通過が遅れるため、腸管が水

分を過剰に吸収してしまいます。そのため、便が固くなり排便し難くなります。高齢者、無力体質者、長期臥床
者によく見られます。水分摂取や食物繊維を多く含む食物を摂り、適度な運動や少なくとも一日１回の定時的
な排便習慣をつけましょう。
３）痙攣性は、ストレス、自律神経の乱れ、副交感神経の過緊張などが原因で結腸が過剰収縮します。そのた
め、腸管内容の直腸への流れが遅れ、水分が過剰吸収されることにより便は兎糞様となります。また、腹痛、
抑うつや不安などの精神症状や多彩な身体症状を伴うことが多いことが特徴です。この便秘症状は、若い方
に多くみられます。患者の不安を取り除いた上で、生活指導や抗不安薬の投与が改善策となります。医師にご
相談下さい。
４）薬剤性は、長期的に使用する抗うつ剤や癌の痛みを緩和する薬剤（麻薬など）、降圧剤など、投薬を中止
することが出来ない薬の作用により、便秘になることがあります。この場合も医師へご相談下さい。
　食生活、排便習慣の改善、適度な運動を行った上で何をやっても改善しない場合や、便に血や粘液が混
ざったり、腹部のしこりや激しい腹痛・嘔吐、発熱を伴うなどの症状がある場合はなるべく早く医師にご相談
下さい。
　“快便ですっきり”気持ちのいい一日を過ごしましょう。

 なんと日本国民の約2,050万人が糖尿病有病者とその予備軍 
今や私も！あなたも！という時代ですね。
　血中のブドウ糖が上昇し全身に影響が出る病気ですが、その治療に当たり逆に血糖が下がりすぎる
低血糖が高血糖と並び数々の危険を伴うもので患者さんのみならず社会問題となっています。
　高血糖は、脳、心臓、血管、全身の殆どの臓器に障害をもたらし、時には意識障害、痙攣など重篤な
病気を引き起こします。逆に、低血糖は薬物治療や食事量、運動量に左右され、異常に血糖が下がる
状態で、冷感、失神（意識障害）痙攣等を発症します。
【低血糖はどんな状態？（症状）】
　私たちの体（細胞）は「ブドウ糖」をエネルギー源として動いています。ブドウ糖は
多様な食物に含まれていますが、特に炭水化物に多く、ごはんやパン、めん類、芋類な
どのデンプン質の食物や、果物、蜂蜜などに多く含まれています。腸から吸収された炭
水化物はブドウ糖に変化して、血管（血液）の中を通りそれぞれの細胞に運ばれます。
脳は特にたくさんのブドウ糖を消費する臓器です。
低血糖とは血液中の血糖値（ブドウ糖の濃度）が異常に低下した状態のことを言い、
一般的に血糖値が50未満になると様々な症状があらわれてきます。（表１）
【低血糖はなぜ起きるの？（原因）】
　低血糖は稀な病気でも起きることがありますが、実際には「糖尿病の薬」によるものが圧倒的に多いと考えられています。糖
尿病患者さんで、どのようなときに危険な低血糖発作が起きるかというと、
 例1 「糖尿病の薬」は、食事を十分摂取しているときに服用することが条件であるにもかかわらず、認知症などで薬の管理が
できず適当に薬を飲んでしまう場合。
 例2 旅行などで普段よりたくさん体を動かしたにもかかわらず食事が十分摂取できなかったとき。
 例3 胃腸風邪などで下痢したときなどです。
その他、注意すべき疾患として①インスリン産生膵腫瘍（インスリノーマと呼ばれる）②インスリン自己免疫症候群（血液中にイ
ンスリンに対する抗体ができ、インスリンと抗体がくっついたり離れたりすることで重い低血糖が起きる病気。過去にバセドウ
病の治療薬を服用されていた、などの原因で起きる稀な病気）③薬剤性（ニューキノロン系とよばれる抗菌剤などさまざまな薬
剤が原因となり得ます）　④肝疾患（肝硬変など）があります。
【低血糖を避けるためにはどうしたらいいの？（対応）】
　血糖値は当日の食事の内容、当日の運動量、普段の糖尿病の具合などで規定されますが服用した薬の作用は飲んだ量が同
じであれば一定の効果が体に現われます。したがって「糖尿病の薬」を服用中あるいはインスリン自己注射をされている方はな
るべく1日の摂取カロリーを一定に保ち、運動量が多い時は余分にカロリーを摂取することが必要です。
【糖尿病の薬と低血糖の危険度】
　日本にある「糖尿病の薬」を低血糖の危険のある薬
（＊A群）と、単独使用ではほとんど低血糖の危険のな
い薬（＊B群）に分けて紹介します。ただし一般的に低
血糖の危険のある薬（＊A群）は使われている歴史も長
く、低血糖以外の副作用がほとんどなく、これまで糖尿
病患者さんの血糖コントロール改善に大きく貢献してい
ます。一方単独使用ではほとんど低血糖の危険のない
薬（＊B群）は、単独では効果もマイルドで複数組み合
わせて処方されることも多い、低血糖以外の副作用の危険がある、などの特徴があることも知っておかなければいけません。
【低血糖の緊急対処方法】
　外出時は必ず、糖尿病手帳、砂糖またはブドウ糖を持ち歩きましょう。 低血糖の症状が現れたらあわてずにブドウ糖10～
15gを内服、なければ砂糖、ジュースを飲み10～15分安静にして、それでも症状が改善しないときには病院に連絡、受診してくだ
さい。
【低血糖発作と自動車事故の因果関係は？】
　糖尿病患者の200人に１人（約0.5％）が、低血糖による自動車事故を経験しているというデータがあります。岐阜県の糖尿
病専門医・安田圭吾氏らの研究によると、日常的に車を使用している糖尿病患者1,009人の実態調査から、93人に運転中に低
血糖の経験があり、そのうち５人（5.4％、全体の0.5％にあたる）が運転時に低血糖で自動車事故を起こしたことがあると回答
しています。また、信号無視や横断歩道に気づかないなど、「ヒヤリ・ハット」を経験している人も21人いました。
　運転時低血糖の経験のある患者の中で、運転前に血糖自己測定をしている人は15％のみで、運転時の低血糖予防について
主治医から指導を受けたことのある人も約半数にとどまっています。（2006年の第49回糖尿病学会の発表資料より）
　車を運転中に低血糖ではないかと思ったら、周囲の安全を確認して直ちに車を路肩に止めてください。我慢していると注意力
が鈍くなったり、ブレーキのタイミングが遅くなったり、手足を動かせなくなります。また、低血糖はいつどこで起こるかわかりま
せん。薬物療法をしている人は、ブドウ糖を常に身に付けておきましょう。
　糖尿病の方は、普通の方に比べて注意を要することがいろいろとあります。すこやかな日常生活を送っていただくためには、
病気をよく理解して何か異常を感じたり、お困りのことがあれば、早めに医療機関で相談するようにしてください。

＊A群：低血糖の危険のある薬
①すべてのインスリン製剤
②すべてのSU剤とよばれる薬：アマリール・グリミクロンなど
③すべての「グリニド」とよばれる薬：シュアポスト・グルファストなど

＊B群：単独使用ではほとんど低血糖の危険がない薬
①メトフォルミン（メトグルコ・メデット・グリコランほか）
②すべてのアルファグルコシダーゼ阻害薬とよばれる薬：ベイスン・セイブルなど
③すべてのDPP4阻害薬とよばれる薬：エクア・オングリザなど
④アクトス・ピオグリタゾン

表1

炭水化物食品

血糖値（mg/dL）

空腹感、あくび、悪心

無気力、倦怠感
計算力減退
発汗（冷汗）、動悸（頻脈）
ふるえ、顔面蒼白、紅潮
意識消失、異常行動

けいれん、昏睡

＊：血糖値が70程度でも急に下がった場合は症状/兆候が出現します。

軽度：
血糖値50以下

▲

重度：
血糖値30以下

▲

＊A群：低血糖の危険のある薬
①すべてのインスリン製剤
②すべてのSU剤とよばれる薬：アマリール・グリミクロンなど
③すべての「グリニド」とよばれる薬：シュアポスト・グルファストなど

＊B群：単独使用ではほとんど低血糖の危険がない薬
①メトフォルミン（メトグルコ・メデット・グリコランほか）
②すべてのアルファグルコシダーゼ阻害薬とよばれる薬：ベイスン・セイブルなど
③すべてのDPP4阻害薬とよばれる薬：エクア・オングリザなど
④アクトス・ピオグリタゾン

表1

炭水化物食品

血糖値（mg/dL）

空腹感、あくび、悪心

無気力、倦怠感
計算力減退
発汗（冷汗）、動悸（頻脈）
ふるえ、顔面蒼白、紅潮
意識消失、異常行動

けいれん、昏睡

＊：血糖値が70程度でも急に下がった場合は症状/兆候が出現します。

軽度：
血糖値50以下

▲

重度：
血糖値30以下

▲

＊A群：低血糖の危険のある薬
①すべてのインスリン製剤
②すべてのSU剤とよばれる薬：アマリール・グリミクロンなど
③すべての「グリニド」とよばれる薬：シュアポスト・グルファストなど

＊B群：単独使用ではほとんど低血糖の危険がない薬
①メトフォルミン（メトグルコ・メデット・グリコランほか）
②すべてのアルファグルコシダーゼ阻害薬とよばれる薬：ベイスン・セイブルなど
③すべてのDPP4阻害薬とよばれる薬：エクア・オングリザなど
④アクトス・ピオグリタゾン

表1

炭水化物食品

血糖値（mg/dL）

空腹感、あくび、悪心

無気力、倦怠感
計算力減退
発汗（冷汗）、動悸（頻脈）
ふるえ、顔面蒼白、紅潮
意識消失、異常行動

けいれん、昏睡

＊：血糖値が70程度でも急に下がった場合は症状/兆候が出現します。

軽度：
血糖値50以下

▲

重度：
血糖値30以下

▲
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ご存じですか？動脈硬化が原因で、
視力障害が起きることがあります。

マンスリー済衆館だより　希望　第99号（2015年6月号）よりマンスリー済衆館だより　希望　第98号（2015年5月号）より

今 気になる腹腔鏡手術
腹腔鏡手術は本当に危険なのか？

　傷が小さく、痛みが少なく、術後の回復も早いなど、まるで夢の手術と言われてきた腹腔鏡手術ですが、群
馬大病院や千葉県がんセンターでその手術を受けた患者が相次いで死亡するというニュースが流れ、一気に
注目を集めています。最近は“今話題の腹腔鏡じゃなく昔の開腹手術でお願いします”とわざわざ言ってくる人
も・・・。
でも本当に腹腔鏡手術は危ない手術なのでしょうか？

　腹腔鏡手術とは、皮膚に5mm～1cm程度の穴を数個開け、そこから専用の小型カメラと手術器具を挿入し
て行う手術方法です。使用する器具が違うだけで、お腹の中で行われることは通常の開腹手術と同じですが、
傷が小さいため出血や痛みが少なく、その分回復が早く入院期間も短いといったメリットがある一方、手術時
間が長くなりがちで、予期せぬ合併症が起こった場合は途中で開腹手術に変更する必要があり、逆に体への
負担が増す危険性もあります。

　一口に腹腔鏡手術と言っても、現在は様々な病気に対して行われており、その背景はかなり異なっていま
す。
　最初に確認しておきたいのは、その手術が保険適応になっているかどうかです。保険適応ということは、手
術の有効性や安全性がある程度確認され、全国で行ってよい標準手術であると国がお墨付きを与えたという
事です。今回問題になっている手術のほとんどは保険適応外であり、一般に保険適応外の手術は、保険適応
の手術に比べ死亡率が数倍高いと言われています。

　ここで、保険適応外の手術を勝手にやってもいいの？という素朴な疑問が湧きますが、それは一定の条件下
で認められています。一つは臨床研究として、もう一つは先進医療として行う方法です。

　臨床研究の場合、臨床研究に関する倫理指針に基づいて実施されることになっており、倫理審査委員会の
承認と患者さんへのインフォームド・コンセント（説明と同意）が必須です。また臨床研究への参加は、患者さ
んの自由意志となっています。
　先進医療の場合は、厚生労働省の先進医療会議が安全性、倫理性、有効性などを確認し、一定の要件を満
たす指定医療機関でのみ行われ、将来的な保険導入のための評価を目的にしています。今回は保険適応外の
手術だったにもかかわらず、これらの手続きを経ていないなどの問題点が指摘されています。

　当院でも一部腹腔鏡手術に対応していますが、原則保険適応の範囲内で、患者さんの希望があった場合に
限定して行っています。
どんな治療でも必ずメリットとデメリットがあります。よく説明を聞いて、納得してから治療を受ける事が大切
です。

　まず目の構造をカメラに例えてみましょう。
カメラの映像はレンズを通してフィルム上に映し出されます。今回はレンズの障害（白内障）のお話ではなく、
フィルムの方（網膜）の病気のお話です。網膜の障害では視力を失いますので要注意です。その原因としては
動脈硬化、糖尿病、高血圧や腎疾患などがあります。
　動脈硬化が原因で網膜の障害を起こす疾患として　Ⅰ 高血圧性網膜症　Ⅱ 網膜静脈閉塞症　Ⅲ 眼虚
血症候群についてお話します。

 Ⅰ 高血圧性網膜症 
　著明な高血圧は、網膜症の発症の重要な危険因子となります。急激な血圧上昇に
より、網膜血液関門（血液と網膜の間の物質移動を制御する機能）が壊れ、血漿や
血球成分が血管外に漏れ出るため網膜に出血や浮腫をきたします。また血流も悪く
なるため、軟性白斑という虚血性変化や動脈硬化性変化が複合して生じます。この疾
患は、高血圧の罹患期間、年齢、動脈硬化の程度など様々な因子に依るので、この
疾患が発見された際には、すぐに全身検査が必要です。

 Ⅱ 網膜静脈閉塞症 
　高血圧、動脈硬化、高脂血症などの疾患が背景にある方によく発症
します。人口の1～2％に発症すると言われており、決してまれな疾患で
はありません。閉塞する場所により、網膜中心静脈閉塞症と網膜静脈
分枝閉塞症に分類されます。
1）網膜中心静脈閉塞症（CRVO）
　CRVOは視神経乳頭内で網膜中心静脈が閉塞することで発症する
と考えられています。
　CRVOは、網膜の虚血の程度により比較的視力予後のよい非虚血型と予後の悪
い虚血型に分類されます。CRVOでは約4割に高血圧が合併するとされています。
2）網膜静脈分枝閉塞症（BRVO）
　BRVOは網膜動静脈交叉部において動脈壁が静脈壁を圧迫し静脈内腔が狭窄
化することで血栓が形成され、発症すると考えられています。BRVOの6割に高血圧
が合併するとされています。枝の閉塞であるため、多くの場合、視力予後は良好です
が、場所によっては視力に障害をきたす場合があります。

 Ⅲ 眼虚血症候群 
　眼虚血症候群は眼動脈や内頚動脈閉塞などの循環障害により発症します。比較
的大きな血管が閉塞することにより起こるため、より眼全体の虚血をきたし、非常
に視力予後の悪い疾患の一つです。眼虚血症候群では、約7割近くが高血圧を合併
しているとされ、虚血性心疾患や脳血管障害を併発することもあるので、心・頸部
血管等の検査が必要です。
　以上のように、全身的な要因による動脈硬化の一症状として目(眼底)に出現する
ことがあります。これらの疾患は運良く予後良好の程度のものから、治療をしても
ほぼ失明に近い状態にとどまってしまう程度のこともあります。ひとたび起こってしまうと視力を失ってしまう
危険性がありますので、日頃より生活習慣病に注意して、体のケアに心がけましょう。
高血圧、糖尿病などによる動脈硬化などの方は、進んで眼底検査をされることをお勧めいたします。
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肝炎ウイルス治療の最近の話題
～特に目覚ましい進化をしているC型肝炎治療～

マンスリー済衆館だより　希望　第101号（2015年8月号）より

肺がんへの近道はタバコを吸うこと！
肺がんにならないためには、まず禁煙を

マンスリー済衆館だより　希望　第100号（2015年7月号）より

　肺がんとは、肺にできるがんのことでがんの中でも、最も死亡される患者さんの数が多く、2010年には約7万人が肺がんで亡
くなっています。
【検査について】
　肺がんが疑われると、胸部X線検査や胸部CT検査
により、異常な陰影が写っていないか、リンパ節の腫
れがないか、胸水（きょうすい）が溜まっていないかな
どを検査します。その結果、肺がんの疑いがあれば気
管支鏡検査、生検などを行います。その他血液検査に
よる腫瘍マーカー、喀痰細胞検査を行います。また、
診断は、肺がんの進行度を表す言葉として病期があ
ります。病期にはローマ数字が使われ、肺がんでは、
0期、I期（IA、IB）、II期（IIA、IIB）、III期（IIIA、
IIIB）、IV期に分類されています。
　治療前に行われた種々の検査によって病期が判明し、それによって治療方法が決まります。また、手術のときに転移が見つか
るなどすれば病期が変わることもあります。
 Ｑ＆Ａ 
【肺がんの治療法は？】
　治療方法としては、大きく分類するとがんに対する手術、放射線治療、化学療法と症状に対する緩和医療があります。
　肺がんの検査治療は大きく進歩しましたが、図1を見る限り、未だ肺がんは生命を脅かす重大な疾患といえるでしょう。当たり
前と思われるかもしれませんが、肺がんにならないような生活をするということが重要です。
【肺がんは遺伝しますか？】
　「がんは遺伝子の病気なので、遺伝でがんになるかならないか決まっているのではないか？」と疑問を抱く方がいるかもしれ
ません。確かに、ご家族に“肺がん無”より、ご家族に“肺がん有”のほうが肺がんになりやすい傾向があるようです。がんは、遺
伝子に異常（変異）が起き、細胞が限りなく増殖するようになってしまう細胞の塊のことをいいます。それでは、｢どうして、遺伝
子に変異が起こるのでしょうか？｣もともと正常な細胞の中に、がんを発生させる遺伝子が潜んでいて、これに外部からの刺激、
環境要因が加わって、その蓄積で、がんが発生すると考えられています。家族に同じがんになった人がいるということは、遺伝的
要因、すなわち体質的に肺がんになりやすい共通点があるだけでなく、環境要因、すなわち家族が同じような生活習慣を共有し
ているためという可能性を示します。肺がんリスクについては、たとえば、家族の誰かが喫煙していると、他の家族もタバコの煙
を吸う機会（受動喫煙を含む）が多くなるかもしれません。これは肺がんには「肺に発がん性物質が蓄積することで発症リスク
が高まる」という特性があるからに他なりません。
【肺がんとなる環境因子はどのようなものがあるのでしょうか？】
　最も関係のはっきりしている危険因子は喫煙です。喫煙者では肺がん発生率が４～５倍も高いことが明らかになっています。
しかも、喫煙開始年齢が早いほど肺がんになりやすいのです。さらに悪いことに、自分では吸わなくても煙を浴びている、受動
喫煙者にも悪影響を及ぼし、喫煙者との同居は、約25％もリスクが高くなると考えられています。
【高齢なので、いまさら禁煙しても無駄ではないでしょうか？】
　60歳以上の喫煙と肺がん死亡率を分析した研究があります。過去に喫煙習慣があっても禁煙に成功した人の肺がん死亡リス
クは下がっていました。さらに60歳を過ぎてからの禁煙でも、すべての年代で喫煙者より死亡リスクは低くなっていました。タバ
コをやめる時期が早いほどリスクが減る傾向も確認できたとしています。長く喫煙習慣があった高齢者でも、禁煙は効果がある
と言われています。やはり、肺がんの予防には禁煙が第一ということです。しかし、禁煙しろと言われてもなかなかできないもの
です。次に禁煙にまつわる有名なジョークがあります。
“「禁煙ほど簡単なものはないぜ。」と、ある男。「へーえ、どうして？」と、もう一人が、問いかける。「だって、おれはもう100回
近くも、禁煙やってるんだぜ。」”このようなジョークができるほど皆さんが禁煙に苦労しているということが伺われます。
特に多い質問：【禁煙するにはどうしたらいいでしょうか？】
　一番大事なのは本人の禁煙をするという強い意思です。できれば、その意思を文章や宣言にして残すといいと思います。禁煙
開始後2～3日をピークに禁煙の離脱症状（禁断症状）が表れる場合もあります。これが禁煙が難しいといわれる由縁です。近
年は、医師が禁煙のお手伝いをするいわゆる 禁煙外来 が保険で認められるようになりました（医療施設によっては自費診療と
なります）。禁煙をしようという固い意志ができれば、医療機関に相談するのもひとつの選択です。ご自身と大切な方々の為に、
禁煙について真剣に向き合ってみませんか。当院では、7月より保険適応となる禁煙支援を主体としたタバコ関連疾患に関する
外来を始めました。診療をご希望の方は火曜・水曜日の呼吸器科外来に受診して下さい。ご自身の症状や状態、日常生活や喫
煙状況など含め総合的に適切な治療が受けられるように診療を行います。詳しくは、診療案内または外来スタッフまでお問い
合わせ下さい。

　B型肝炎ウイルスの発見から約50年、C型肝炎ウイルスの抗体検査が出来るようになって約25年が経ちま
した。半世紀前までは結核が国民病とされていましたが、抗結核薬の出現により現在は発生数がかなり少なく
なったことを踏まえ、国は平成20年から肝炎の撲滅キャンペーンを展開しています。具体的にはB型・C型肝炎
の治療の助成金交付です。
　前年度の所得に応じて、肝炎の検査・治療に限って本人の医療費負担を大幅に援助する制度であり、当初
は平成27年3月までの予定であったのですが、治療法の進歩などにより平成27年4月以降もこの事業は継続
中です。
　 B型肝炎 では母子間の感染対策や、予防ワクチンの開発などで新しく発病することは少なくなりました。し
かし、既に感染している患者さんには＊核酸アナログ製剤などで病状を抑えることはできても、B型肝炎ウイル
スを完全に排除することは困難で、ウイルスと平和的に共存する戦略を取らざるを得ない状態です。今まで標
準的治療薬であったエンテカビルに変わって最近テノホビルも推奨されています。テノホビルはエイズウイルス
に有効であり、既に相当長期間使われた実績があり、妊娠中の女性が内服しても胎児に対する副作用は認め
られないとされました。そのかわり、若干の腎障害の副作用があるため、もしエンテカビルから切り替えるので
あれば、医師とよく相談して下さい。
　 C型肝炎ウイルス に関しては、新しい薬が続 と々開発され、インターフェロンなしの内服薬のみ（インター
フェロンフリー治療と称します）で高い治療効果を望めるようになりつつあります。C型肝炎ウイルスに効く薬
剤がほとんどない時期に、夢の新薬として登場したインターフェロンですが、これを健康保険で使えるように
なった1992年から、C型肝炎ウイルスの排除の成績は少しずつ改善してきました。当時のインターフェロン治
療は発熱、全身倦怠感、関節痛などインフルエンザに似た副作用の出現の頻度が高く、後日開発された週１回
の注射で済むペグーインターフェロンになっても、日本人に多いC型肝炎の１型ではウイルス消失率は50％以
下でした。しかし、ここ３年ほどでC型肝炎ウイルスに直接作用するDAAと称される新世代の薬剤の登場によ
り、ウイルス消失率は80％を超えています。
　現在（平成27年7月）、インターフェロンなしの治療は、２種類の内服薬のみ24週間続けることで90％近い
ウイルスの消失率を期待できるとされています。しかし、この薬は肝臓自体で代謝されるため、10％位の肝臓
障害の副作用があり、薬が効いてC型肝炎ウイルス自体が消失しても治療を中止せざるを得ない場合もありま
す。
　今年8月末～9月初に使用できる薬は、肝硬変初期の場合でも投与でき、投与期間は12週間と今までの半
分で終了し副作用は少なく、ウイルス消失率は98%以上とされています。非常に良い薬なので、一日当たりの
薬剤代は７万円を超えると予想されています。（この薬も助成金交付の対象になるとされています。）一般的に
は、新薬は多くの人に使われてからでないと副作用の詳細が分らないこともありますが、この薬に限っては、世
界中のデータから有効性と安全性は信用できそうです。
　以上述べたように、C型肝炎ウイルスの排除は目途が立ちつつありますが、C型肝炎ウイルスが陰性になっ
てからも、頻度は低いながら肝癌の発生はありうるので、慎重な定期観察（半年に１回程度）は必要だという
ことを御理解下さい。

＊核酸アナログ製剤：B型肝炎ウイルスの増殖を効率よく阻害する核酸類似物質

厚生労働省：人口動態推計より厚生労働省：人口動態推計より
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図1

図のように男性が女性より多いですね。
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腹腔鏡手術（その2）
　大腸がんの腹腔鏡手術

マンスリー済衆館だより　希望　第103号（2015年10月号）より

より有効なリハビリテーションを求めて
それは 休日のないリハビリテーション です

マンスリー済衆館だより　希望　第102号（2015年9月号）より

　入院期間を極力短くしてかつ効果的・効率的な治療を進めていくためにリハビリテーションの分野におい
ては、昨今、運動を頑張るという精神論ではなく、筋力・筋肉量、脂肪量、嚥下（飲み込み）、生活動作など検
査・評価を実施し科学的に結果の見えるリハビリが求められています。また、脳卒中、がん、骨折、心疾患、呼
吸器疾患などの治療・診療にも非薬物療法・術後療法としてのリハビリに関心が集まっています。
【まずは入院早期からのリハビリテーション】
　リハビリの進歩により、糖尿病、心疾患、呼吸器疾患、腎臓病、整形外科疾患、神経難病、がん、低栄養、
認知症など、時代とともに変化し対象疾患の幅も広くなっています。心電図モニター、人工呼吸器、点滴治療な
どが行われている状態から急性期リハビリが開始されることもあります。リスク管理をしっかりと行いつつ※1
廃用症候群の予防と早期離床、機能訓練をすることは早期機能回復にとって非常に重要です。
　術後など栄養摂取できない患者様においては、回復が遅れ入院期間が長期化することがあります。この場
合、CT、MRI、心エコー、血液検査データなど、各種検査等を基に情報を整理し、リハビリ評価を加えて訓練
方針とプログラムを立案し、リハビリを行っています。
　リハビリテーションを支えているメンバーは、理学療法士（PT）、作業療法士（OT）、言語聴覚士（ST）で
す。急性期では早期回復を目指したリハビリが行われます。
○理学療法士（以下PT）は、離床などを通じて持久力、筋力、座位・立位など身体機能の評価・訓練を行い、
過度の安静による廃用症候群を予防します。

○作業療法士（以下OT）は、移乗やトイレなど日常生活動作（以下ADL）、※2高次脳機能などの評価・訓練
を行い、生活動作の不活発も予防します。

○言語聴覚士（以下ST）は、摂食・嚥下評価、嚥下造影検査（VF検査）を行い、経口摂取の可否を評価しま
す。加えて体成分分析装置による筋肉量、水分量、脂肪量測定を行い、栄養と運動によるエネルギー消費バ
ランスの崩れによる※3サルコペニアや褥瘡の発生リスクの評価を行います。

【次に回復段階から退院までのリハビリテーション】
　急性期治療を終了した患者様のうち、家庭生活や社会復帰に向けたリハビリが必要な方は、地域包括ケア
病棟または回復期リハビリ病棟へ移られ、退院後の生活を想定した実践的なリハビリが行われます。
○PTは、具体的な自宅内や行動範囲を設定し、歩行スピード、立位バランス測定等評価などを交えながら訓
練を行います。
○OTは、個別性が高い日常生活もADL評価やいわゆる生活行為向上リハビリテーション等により、目標を具
体化・明確化します。
○STは、目に見えにくい「聞く」「理解する」「話す」「構音」「嚥下」なども標準失語症検査など評価を行い数
値化し効果検証をしています。
　家庭生活・社会復帰を推し進める際には、数字で表しにくい環境因子や病状・障害への理解、自己管理の
方法、介護の方法等に対して、その患者様に合った指導を行います。自宅に退院される場合、当院では実際の
ご自宅に訪問させて頂き、患者様の身体機能や生活内容に適した段差解消や手すり設置、福祉用具利用など
環境を整える準備をソーシャルワーカーやケアマネジャー等と共同で提案させていただいております。
　これらを実践するため、当院においては、医師、薬剤師、看護師、管理栄養士、PT、OT、STが一丸となり
チーム医療を行っています。
　平成27年7月より、当院回復期リハビリ病棟では日曜・祝日・正月も休みのないリハビリを行っています。仕
事や家事が忙しく平日は面会に来られないご家族の皆様がリハビリの様子を見学し、現状や回復具合を知っ
ていただくことができます。リハビリの進行状況を知っていただければ、退院後の生活についての理解が深ま
ると考えています。
　職員一同『再び患者様の日常生活を取り戻すこと』を力強く推し進めていきたいと思っています。

※1 廃用症候群；寝たきりなどによって、身体の全部あるいは一部を使用せずにいると、全身あるいは局所の機能的・形態的障害を生じる病態
※2 高次脳機能；大脳がつかさどる言語、記憶、認知、注意、推論、判断、情緒などの機能
※3 サルコペニア；進行性、全身性に認める筋肉量減少と筋力低下であり、身体機能障害、QOL低下、死のリスクを伴う病態

　前回（第98号・2015.5月号）は、‘腹腔鏡手術は本当に危険なのか？’と題して腹腔鏡
手術の現況について書きましたが、今回は大腸癌の腹腔鏡手術に絞って解説します。

　前回のおさらいになりますが、腹腔鏡手術とは、皮膚に5mm～1cm程の穴を数個開
け、そこから専用の小型カメラと手術器具を挿入して行う手術方法です。使用する器具

が違うだけで、お腹の中で行われることは今までの開腹手術と同じです。
　大腸癌に関しては、これまで海外で「開腹手術vs腹腔鏡手術」の臨床試験がいくつか行われ、安全性や手
術成績がほぼ同等であることが確認され、それに基づいて日本でも保険導入されてきました。最近になって日
本でも同様の試験が行われ、今年報告された解析によると、腹腔鏡の手術成績は開腹手術と遜色ないもの
の、取って代わって標準手術になる程でもなく、またリンパ節転移や肥満が高度な場合は、腹腔鏡手術の方が
やや成績が悪い、というなんともスッキリしない結果となりました。

 一般的な腹腔鏡手術の利点として、以下のものがあります 
●傷が小さい、つまり痛みが少ない　●腸管機能の回復が早い
●出血が少ない　●入院期間が短い

 また欠点としては、以下のものが考えられます 
●手術時間が長い
●患者要因（癌の進行度、高度肥満、開腹手術の既往など）で難易度が大きく変わる

 また大腸癌特有のものとして、以下のものがあります 
●横行結腸癌は他より難易度が高く、直腸癌は原則適応から外れている

　大腸癌は最も腹腔鏡手術が普及している癌ですが、その手術適応は徐々に変遷しています。導入当初は早
期癌に限定されていましたが、2009年のガイドライン改定でその規制が外され、現在は進行癌でも手術でき
るようになりました。また施設要因（経験や技量など）によって独自に適応を決めても良いことになり、そのた
め大腸癌手術に占める腹腔鏡の割合は、0％～95％と施設により相当なバラつきがあるのが現状です。つまり
いくら普及してきたとは言っても、全国的にはまだまだ過渡期なのかもしれません。

 大腸癌の腹腔鏡手術に関しては、以下のことに留意する必要がありそうです 
●開腹手術に相当肉薄しているが、まだ標準手術とは言えない
●施設によって手術適応にかなりバラつきがある
●患者要因によって手術の難易度が大きく変わる
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― この冬、心配な感染症 ―
最近流行が気になるRSウイルス

44 4 4 4 4

ってご存知ですか？

マンスリー済衆館だより　希望　第105号（2015年12月号）より

やっぱりやっかいもの
ノロウイルス感染症

マンスリー済衆館だより　希望　第104号（2015年11月号）より

　気温が下がり始め、冬が間近となりました。冬と言えばインフルエンザウ
イルスとともに、また『アイツ』がやって来ます。そうです、ノロウイルス
（以下、NV）です。今回は，このNVにスポットを当ててお話しします。

　NVはカリシウイルス科NV属のノーウォークウイルスが正式名称です。近年注目
されてはいますが、実はそれほど新しいものではなく、1968年にアメリカ合衆国オ
ハイオ州ノーウォークの小学校で集団発生した急性胃腸炎患者の糞便から初めて
検出されたため命名されました。本項では一般的なNVという名称で説明します。
　NVは感染性胃腸炎を起こす病原体のひとつで、感染力が非常に強く、僅か10個のウイルスで感染すると言
われています。NVが付着した食物、食器、調理器具、手指などを介した経口感染が主な感染経路ですが、感
染者の糞便や吐瀉物が乾燥して塵埃となり、それを吸入して感染することも知られています。
　感染から発症までの時間（潜伏期間）は12～72時間で、主な症状は下痢、嘔吐、腹痛、脱水症状です。発熱
もみられますが、高熱が出ることは少ないようです。毒性は低いウイルスなので健康な成人では重症化が少な
く、多くの場合は通院治療が可能です。抵抗力の弱い乳幼児や高齢者では時として重症化することがありま
す。症状が消失後10日～1ヶ月間はまだ糞便中にNVが排泄されます。特別な治療法はなく、水分や電解質の
補給（経口、点滴）、整腸剤などの一般的治療が行われます。
　NV性胃腸炎は冬の病気というイメージがありますが、実は年間を通じて発生しています。この病気は予防、
すなわち「ウイルスを口に入れない」ことが大切で、食事の前には石鹸と流水で十分に手を洗いましょう。石
鹸・洗剤やアルコールではNVの殺菌はできませんが、手指に付着したウイルスを石鹸で除去することは可能で
す。
　また魚介類、特にカキなどの二枚貝の生食を避けること、タオルの共用は避け、可能であればペーパータオ
ルの使用が望ましいでしょう。
　この病気にかかってしまった場合、最も重要なのは脱水症予防です。食事は温かく薄味のものを摂取しま
しょう。食欲が優れなくても、冷たくないスポーツ飲料や経口補水液（OS-1®など）を少量ずつ飲むようにし
ます。ただし、スポーツ飲料に含まれる糖分や人工甘味料は下痢を助長することがあり、注意が必要です。

次に大切なことは排泄物の処理です。

①感染者の排泄物には多量のNVが含まれており、処理の際には必ずマスクと使い捨てのビニール手袋やエプ
ロンを着用し、排泄物には決して直接触れないようにしましょう。ゴミは密封して廃棄します。
②トイレで水を流す際に便中のウイルスが飛散することがあるので、便器の蓋を閉じて水を流すようにしましょ
う。十分な換気も必要です。次亜塩素酸ナトリウム（ハイター®、ミルトン®など；以下、SH）を0.1％に希釈して
便座・蓋・スイッチ類や床を拭きます（希釈方法は各製品の取扱説明書を参照下さい）。SHは直接触れると
皮膚を傷害するので、約10分後にスイッチと便座は水拭きします。有毒ガスが発生するので、SHと水以外のも
のを決して混ぜないで下さい。
③リビングなどの床は、ティッシュペーパーやボロ布などで汚染部の外側から内側に向けて静かに拭き取った
後、0.1％SHで消毒します。
④カーペットにSHを使用すると色落ちすることがあるため、スチームアイロンで2分間加熱します。火災の原因
となるため決してアイロンをカーペットに接触させないで下さい。
⑤汚れた衣類は85℃以上の熱湯で1分間煮沸するか、0.02％SHに30～60分間浸けます。
⑥食器や調理器具は通常の殺菌、漂白に使用する濃度のSHで消毒します。

　冬の味覚にウインタースポーツ、クリスマスにお正月、これら楽しい行事をNVに台なしにされないよう、手洗
いを習慣付けて予防に努めましょう。

電子顕微鏡像
（Wikipedia「ノロウイルス」より）

　このウイルスは、乳幼児の最も頻度の高い呼吸器
感染症の原因ウイルスです。9月から3月までの秋か
ら冬にかけて最も流行します。
　母体からの移行抗体（赤ちゃんを守る為に母から
もらう免疫物質）では感染を防ぐことができず、新生
児にも感染します。1歳までに50-70％が初感染し、
その1/3が下気道炎（肺炎や細気管支炎）を起こし
ます。2歳までに小児のほぼ100％が感染し、以後
再感染を繰り返します。
 潜伏期間 
　4～6日間で、鼻汁や咳などにより飛末および接触
感染します。年長児や成人は上気道炎いわゆる風邪
のみで終わることが多いです。乳幼児では1/3が上
気道炎から進行して下気道炎（肺炎や細気管支炎）
を起こし、数％は入院が必要となります。
 症　状 
　まず透明な鼻汁が出現し、発熱（多くは微熱）も認め
られ、やや遅れて咳が出現します。乳幼児では、その
後、咳が増強し鼻汁も増えてきて、喘鳴が出現するよう
になることがあります。特に生後6ヶ月未満では重症
化率が高いです。重症化すると多呼吸、陥没呼吸（呼
吸に合わせて肋骨の間が陥没する呼吸）、無呼吸など
を呈することがあり入院が必要になります。（新生児で
は無呼吸発作にて突然死をきたすこともあります）早
産児、先天性心疾患、免疫不全などの基礎疾患を有
する人は重症化しやすくなります。合併症として脳炎・
脳症や中耳炎、低ナトリウム血症などがあります。
　乳幼児期にＲＳウイルスによる下気道炎に罹患後
に長期に渡って喘鳴を繰り返し気管支喘息を発症し
てくることがあります。
　乳幼児だけでなく、褥婦（産後の女性）や65歳以
上の高齢者でも時に重症化することがあるので注意
が必要です。
 検　査 
　ＲＳウイルス抗原迅速検査（鼻孔に綿棒を入れて
検査します。20～30分で結果が出ます）
　ただし、検査が保険で認められているのは以下の
条件を満たす人だけになります。
❶入院中の患者　❷1歳未満の乳児　❸シナジスの
適応患者（後述）

 治　療 
　ＲＳウイルスに対する抗ウイルス薬はなく症状に
合わせて適切な水分補給や気道分泌物（鼻汁など）
の除去、加湿などの対症療法のみであります。
　ただし細菌の二次感染をきたした場合は抗菌薬
の投与を行います。
　また喘鳴を伴ったり、気管支喘息の発作の誘因に
なっている例には、気管支拡張薬やステロイドの投与
など喘息治療に準じた治療を行うこともあります。
 予　防 
　基本的には手洗いやアルコールによる消毒など風
邪の予防に準じます。
　ＲＳウイルス感染時に重症化しやすい高リスク児
を対象に、シナジスという薬を流行期に毎月1回筋肉
注射することがあります。
シナジス適応患者（ＲＳウイルス流行期に）
❶在胎28週以下の早産児で1歳以下の児
❷在胎29～35週の早産児で生後6ヶ月以下の児
❸血行動態に異常のある先天性心疾患のある2歳以
下の児

❹免疫不全のある2歳以下の児
❺ダウン症候群の2歳以下の児
❻過去6ヶ月以内に気管支肺異形成症の治療を受け
た2歳以下の児

　以上のように一般の成人や年長児ではいわゆる風
邪症状のみで終わることが多いRSウイルス感染症
ですが、乳幼児、褥婦、高齢者、基礎疾患を有する人
では重症化することがあるので注意が必要となりま
す。このためここ30年以上前からワクチンの開発が
試みられていますが、重症化しやすい乳児では母か
らの免疫物質による影響や乳児の免疫の未熟性な
どからワクチンの効果をうまく発現させることが難し
いため、現在のところ使用可能な有効なワクチンはあ
りません。
　高齢者施設での集団感染により重症化した事例の
報告もあり、今のところ手洗いやアルコール消毒など
一般的な感染対策をしっかり行うことが大切です。
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新病棟完成ごあいさつ

マンスリー済衆館だより　希望　第107号（2016年2月号）より

世界最高水準の320列CTが稼働開始
－より安全で快適な検査を目指して－

マンスリー済衆館だより　希望　第106号（2016年1月号）より

　当院では平成27年11月9日よりCT装置を16列CTから更新し、320列CTが導入されました。この装置は以
前のCTに比べて撮影スピードが格段に速くなりました。心臓や脳なら1秒ほどで撮影できます。肺から骨盤部
までの撮影では以前は30秒ほどかかっていましたが、320列CTでは5秒ほどで終わってしまいます。そして被
ばく線量を抑えながらも高画質な画像を得ることができ、患者様の身体的負担も少なくなりました。
　また当院では新たに心臓CTや大腸CTも開始していきます。これによって
冠動脈の狭窄・閉塞などの診断や、大腸ポリープ・大腸癌の診断も行えるよ
うになりました。それでは320列CTについて詳しく説明いたします。
　320列CTの特長　
 ①撮影時間の短縮 
　以前の16列CTは広範囲を撮影するために、寝台を少しずつ動かしながら時間をかけて撮影していました(参
照：図1)。しかし320列CTではX線を出す装置が1回転するだけで16cmという広範囲が撮影可能になったの
で、脳や心臓なら寝台の移動無しで1秒ほどで
撮影を終わることが可能です(参照：図2)。特
に心臓においては最短の0.275秒という速さ
で撮影は終わってしまいます。そのため呼吸停
止時間も短く済み、静止できない乳幼児でも
ブレの少ない画像が得られます。
 ②放射線被ばくの低減 
　320列CTは一度に撮影できる範囲が広いため、以前のCTと比較すると被ばく線量は約1/4にまで低減さ
れます。しかし少なすぎるX線量で撮影してしまうと、画像としては不鮮明になることがありますが、この装置
にはその不鮮明さを自動で調整する機能を搭載しており、少ないX線量でも高画質で画像を作成できます。
 ③造影剤使用量の低減 
　病変の範囲の確認、病気の確定診断、血管の狭窄の有無の確認など理由は様々ですが、より詳細に撮影す
るために造影剤という薬を使用することがあります(すべての患者様ではなく、必要に応じて行います)。16列
ＣＴでは造影剤総量が70～100ml必要でしたが、320列CTでは50mlと約半分の量で検査可能になり患者
様の身体的負担が軽減されます。
 ④心臓CT・大腸CT 
　心臓CTは造影剤を点滴して、心臓全体を撮影していきます。これによって冠動脈の狭窄・閉塞の診断、また
冠動脈の動脈硬化の評価などが行えるようになります。短時間で撮影できるので、細い血管の先端までより詳
細に描出可能です。心臓CTは平成27年12月より予約を開始しています。そして平成28年4月からは大腸CT
の予約を開始する予定です。この検査は大腸に炭酸ガスを注入して撮影し、大腸をまるで内視鏡でみているか
のような3D画像を作成して大腸ポリープや大腸癌の診断を行います。

　このように320列CTの導入により今までよりも幅広い検査が可能になりました。これまで以上により良い診
断と医療の提供を目指して努力してまいります。

320列CT

図1 図2

320列CT

図1 図2

　本年2月2日、念願の新病棟が竣工いたしました。
ここに至るまで、大変長い過程でした。お世話になり
ました各方面の方々に、厚く御礼申し上げます。
　新病棟は西館という名称にし、これに伴ってこれ
までの南館の名称を東館と変更いたしました。
　西館の構成は、1階がリハビリテーションセンター
に加えて、訪問看護及び在宅医療支援を行う部門、
2階が透析30床と併設して医療療養病棟40床、3階
が回復期リハビリテーション50床、そして4階が尾張
地区では3か所目となる緩和ケア病棟20床となって
います。
　西館の完成で、当院のケアミックス病院としての体
制がほぼ整ったといえます。ケアミックスは、特定の
病棟機能に偏ることなく、病気やけがなどのあらゆ
る段階に対応できるような病棟構成が特徴となって
います。はじめの治療段階である急性期が2病棟、そ
の後のリハビリなどを行う回復期段階の病棟が3病
棟、そして長期に入院せざるを得ない段階を長く過
ごしていただく病棟が2病棟と、各機能の規模がバラ
ンスのとれた構成となっています。更に在宅ケアも念
頭に置いた緩和ケア病棟は、今後ますます増えると
予想されるがんの患者さんが、安らかに住み慣れた
地元で過ごすための拠点として機能することを想定
しています。
　本館の急性期病棟も本来の機能に特化できるよう
になるため、昨年末に導入した現時点で国内最高の
機能をもつCTスキャンの効果とも相まって、救急対
応機能も大幅に向上するものと考えております。
　リハビリテーションセンターでは大学と連携して質
の高いリハビリを提供いたします。新規に短時間デイ
ケアを導入しましたので、医療でのリハビリが終了し
た方でも、必要に応じて一定期間のリハビリを介護
保険で継続することができます。
　高度に高められたそれぞれの機能がお互いに密接
に連携することによって、状態が変化しても患者さん
が無理をして転院する必要がなく、この住み慣れた

地域で完結した医療が受けられるようになります。
　また、西館1階の地域医療連携室では地域の包括
支援センターや近隣の医療・介護機関と連携を行う
拠点が設けられます。医療と介護の切れ目ない支え
が、地域の方々が安心して地元で暮らしていくことの
大きな力になります。この部門は、当院としてのこれ
からの社会貢献の大切な部分を担っていくこととな
るでしょう。がんで在宅療養中であったり重度の障害
のある患者さんに対しては、訪問看護やデイサービス
も提供を開始する予定です。
新病棟によって、念願であった「質の高い尾張のスー
パーケアミックス病院」としての体制が完成しまし
た。地元の基幹病院として、地域の皆様の一層のお
役にたてるよう、職員一同、「愛と誠意」を持ってレ
ベルアップに努めてまいります。今後とも皆様のご指
導、ご理解を心よりお願いいたします。
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済衆館病院の新病棟（西館）が
オープンいたします。
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新病棟（西館）オープンにより一層充実する機能
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　今回は歯科、口腔外科治療に使用される金属がアレルギーを引き起こすお話です。 

●お口の中の金属

　金属アレルギーで思い浮かべるのは、ネックレスなどの金属が肌に触れて、皮膚が赤く腫れてかゆみがで
たり、湿疹ができることではないでしょうか。歯の治療で使用する金属には金・銀・パラジウムなどが使用さ
れており、これらの金属が原因でアレルギーが起きることもあります。

●アレルギーの起こるメカニズム

　歯科治療で入れた金属の被せものや詰め物から金属イオンが溶け出すと、体内のたんぱく質と結合しま
す。これが体内で異物とみなされると、免疫が過剰に反応してアレルギー症状を引き起こします。（下の図）

●対策

　原因となっている金属を除去し、アレルギーを起こしにくい材質のものと取り替えますが、皮膚科疾患の
※1掌蹠膿疱症(しょうせきのうほうしょう)や、歯科口腔外科疾患の※2根尖（こんせん）病巣（びょうそう）な
どが原因となっていることもありますので、金属のみならず周辺症状に注意し治療を行います。

※1　手のひら足の裏にポツポツと水泡（膿）ができて皮がむける状態を繰り返す病気
※2　歯の根の先に膿が溜まる病気

お口の中に金属をずっと入れていて大丈夫？

マンスリー済衆館だより　希望　第109号（2016年4月号）より

新病棟西館に
腎・透析センターが移設オープンしました

マンスリー済衆館だより　希望　第108号（2016年3月号）より

　済衆館病院は、地域における血液透析を必要とする患者様の受け入れや、幅広い医療を目指して、平成20
年4月8日腎・透析センターを開設していますが、透析医療の需要に対応できるよう、この度平成28年2月22
日、8年ぶりに透析室の移転拡張を行うことでリニューアルしました。

【当院の透析医療の特徴】
　地域の基幹病院としては、様々な合併症のある患者様の透析が求められています。外来・入院を問わず必要
に応じた専門治療体制の中で透析治療を行っています。
　 急性腎不全から慢性腎臓病の治療を総合的に 
　一般内科外来と連携し、透析に至る前の慢性腎不全患者様の治療から、新規の血液透析導入、血液透析
導入を行って間もない方の全身管理も行います。また、今まで透析を行っていなかった患者様の急性腎不全に
対して、急性血液浄化療法も行います。
　各患者様の病状に適した透析処方を考え、それぞれの病状に応じた至適透析を提供いたします。通常の血
液透析以外にも、長時間透析、血液透析濾過、オンラインHDF、持続的血液浄化療法、アフェレーシス治療
（エンドトキシン吸着、β2ミクログロブリン吸着、白血球除去療法、LDL吸着、免疫吸着）も行っております。
　 シャントトラブル対応や定期的な検査で異常の早期発見を 
　必要に応じてシャント造影、経皮的血管拡張術、シャント手術を行います。また、定期的に血液検査、レント
ゲン検査、エコー検査、CT検査などを行うことで異常を早期に発見できるように努めております。
　 制限のある厳しい食事療法を食べることが喜びとなるように 
　入院中の方のお食事は、病状と血液検査データに基づき、厳しい制限でなく、患者様の生きる喜びとなる食
べることを大切にいたします。健康食を基本に化学調味料を使用せず、自然のだしや旨みで調理し、手作りの
温かいお食事を提供します。
　通院の方も、快適な生活が送れるよう、食事療法や日常生活など透析患者様が注意すべき点をスタッフとと
もに一緒に考え、解決していきます。
【新 腎・透析センターの特徴】
　透析専用の療養病棟を同じ階に新設したことにより、入院患者様の腎・透析室センターへの移動がスムーズ
になっています。また、透析ベッドを15床から20床に増床いたしました。最終的には30床を目指しております。
近 、々午後透析の体制を整え、受け入れ人数を大幅に増加いたします。尚、ご自身での通院が困難な方には、
無料の送迎サービスをいたしております。
　透析スペースでは、プライバシーを保ちつつ、透析中も快適に過ごしていただけるよう配慮した設計となって
います。インフルエンザなどの感染症対策として個室での透析にも対応できるようになっています。
　透析を受けられている間、風が体に直接当たらないような空調システムを採用し、空気の清浄化を行いなが
ら快適に湿度と温度を保つことができます。又、優しい明るさの中で快適に透析時間を過ごしていただける工
夫をしております。
　 災害にも強い腎・透析センターへ 
　新 腎・透析センターでは、水道水から井戸水へ切り替え、災害時のラ
イフライン遮断時に透析が可能となりました。
　通院患者様のみならず、リハビリや介護が必要な長期入院患者様も広
く受け入れております。腎・透析センターについて詳細をご希望の方は、
以下までお電話にてお問合せください。

顔や全身に発疹が出る 手足の皮がむける

舌が白く
ただれる

・味覚の異常・口内炎、口唇炎
・頭痛、肩こり、立ちくらみ　など

アレルギー症状

その他、こんな症状も！

４月から保険適応となりました！

　これまで、大臼歯の治療は金属の被せものしか保険適応ではありませんで
した。しかし、２０１６年４月より、歯科用金属を原因とする金属アレルギーを有
する患者様には、金属フリーの白い被せもの（CADCAM冠）を保険治療で行
うことが可能となりました。お気軽にご相談下さい。　

金属イオンが溶け出す

金属イオンで変化
したたんぱく質

金属イオンとたんぱく質が結びついて、新しい
アレルギー反応を起こさせるたんぱく質に変化

異物と見なされたたんぱく質に免疫が
過剰反応を起こす

対抗

プラネット株式会社資料提供

反応

結合
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この3月に西館4階に緩和ケア病棟を設立しました。

マンスリー済衆館だより　希望　第111号（2016年6月号）より

C型肝炎治療の更なる耳寄り話　第2弾
C型肝炎ウィルスの新しい治療法について

マンスリー済衆館だより　希望　第110号（2016年5月号）より

　昨年8月にもこの欄に“肝炎ウィルス治療の最近の話題”として最近の情報を提供し
ました。ここ1年弱の間に次 と々新しい事実が判明しました。前回の記事と出来るだけ重
複しないように説明したいと思います。
　1992年から使用できたインターフェロンはそれなりに有効でしたが、発熱、全身倦
怠感など多くの副作用があり、注射薬でしたので入院と外来通院が必要でした。そこで
飲み薬のみで治療できないか【インターフェロンなしの治療の開発】ということになり、
2014年9月にダクラタスビルとアスナプレビルという内服薬が治療に使えるようになりました。これは日本人に
多いセロタイプ1型のC型肝炎にのみ有効ですが、腎機能の悪い透析患者さんでも投与可能という特徴があり
ます。
　この薬の有効率（ウィルスの消失率）は90%近いのですが、残念なことに10%位の治療失敗例があり、その
結果、C型肝炎ウィルスの耐性株を作り出してしまうという欠点がありました。また治療期間は以前の治療は
48週から72週の長期間でしたが、治療期間は24週間と短くなりました。インターフェロンと比較してさらに短
い期間で有効な治療法が求められることとなりました。
　2015年の9月と11月に相次いで2つの製薬会社から、12週間だけの内服で有効率が95%以上のレジパス
ビル、ソホスブビルという薬が発売となりました。特に9月に発売された薬は有効率98%以上と極めてすぐれ
た成績を示しましたが、やはり2%程度ではあるものの効かない例もあることと、1日の治療代が8万円（12週
間で672万円）もすることから、今年4月からは大幅な値下げが決定され30%以上安い約5.6万円（12週間で
470万）になりました。薬価の決め方や変更の状況などは中医協（中央社会保険医療協議会）という特別な機
関で決められ、それを国が承認する形になっているため、個々の病院はこれに従うしかないのです。
　前回の記事に記述した国の肝炎治療に対する助成金制度は1年ごとの見直しとなっており、薬代の高騰があ
ると制度の中止や縮小がありうるのですが、3月14日の時点では平成28年度も制度が継続されるようです。今
のままならば、前年の年収にもよりますが負担額は1ケ月に1～2万円で、月初めに治療を開始すると（3ケ月以
内で治療終了となるので）3～6万円で済むことになります。【薬代だけで470万円もするので、それと比較して
いかに患者さん側の負担が少ないかご理解していただけると思います。】
　少し専門的なことですが、C型肝炎ウィルスにはウィルスが変異する現象があります。このために、内服薬の
中でも投薬の優先順位があって、最初の薬が無効の場合でも一定の条件が整っていると2回目の投薬が可能
となっています。この変異を検出するには普通の採血だけで良く、経済的な負担も少ないので、C型肝炎治療
を希望される方は必ず専門外来へご相談ください。
　C型肝炎に限っては、新薬開発の競争は激しく、来年（2017年）の年末には8週間のみの治療で充分とい
う新薬も利用できるかもしれません。一方でC型肝炎患者さんの内、半数以上の方は、この病気のことをよく
理解されず、医療機関に受診されていないと肝臓学会で報告されています。健診などでこの疾患を指摘された
ら、治療するか否かは別にして、まず受診されることを強く勧めます。

　最近緩和ケアという言葉を良く耳にします。当院では約９年前
から緩和ケアチームを作り活動を開始しましたが、この度やっと3
月より新たに緩和ケア病棟を開設しましたので、緩和ケアについて
分かりやすく説明します。
そもそも緩和ケアとは何でしょうか？
　WHO(世界保健機関)の定義によりますと、「生命を脅かす疾
患に伴う問題に直面する患者と家族に対し、疼痛や身体的、心理
社会的、スピリチュアル（宗教的、精神的、超自然的）な問題を早
期から正確にアセスメント(評価)し解決することにより、苦痛の予
防と軽減を図り、生活の質（QOL）を向上させるためのアプロー
チ(目的に近づく)である。」と定義されています。
　つまり緩和ケアとは、生命を脅かす疾患に伴う痛みをはじめとす
る身体のつらさ、気持ちのつらさ、生きている意味や価値について
の疑問、療養場所や医療費のことなど、患者さんや家族が直面す
るさまざまな問題に対し援助する医療のことです。従来、緩和ケア
は看取りの医療と捕られがちでしたが、がんと診断された患者さん
が可能な限り快適に過ごすために、できるだけ早期からの援助が
重要であると考えられています。
ホスピスおよび緩和医療の歴史を振り返ってみます。
　そもそも、ホスピスは中世ヨーロッパの巡礼者、旅人、孤児、病
人貧困者らを温かくもてなす場所でありました。
　19世紀には、アイルランドの修道女（マザー・メアリー・エイケン
ヘッド）らが、世界初の「死を前にしてすべての人は平等」の考えか
らホスピスの原型でもあるホームが誕生しました。1９６７年には、
英国の（シシリー・ソンダース）によりセント・クリストファー・ホ
スピスが誕生しました。１９７４年には、米国のコネティカット州・
ニューヘブンにホスピスが誕生しました。１９７７年には、米国にメ
モリアル・スローン・ケタリング癌センターにて精神科部門が設立
され、ホスピスの機能を果たしました。１９８１年には、英国にセン
ト・トーマス病院にて緩和ケアチームが設置されました。同年に日
本最初のホスピスが浜松聖隷三方原病院内に誕生しました。その
後、日本各地にホスピスが設立されるようになりました。
つぎに緩和ケアについて詳しく説明します。
１．緩和ケア病棟の理念
＊患者さんひとりひとりの希望に添った終末期医療を行います。＊
患者さんとご家族の身体的及び精神的つらさに対する支援を行い
ます。＊地域の医療機関と連携し、患者さんが自宅に帰る手助け
を行います。 
２．緩和ケアチームとは
　一般病棟に入院中の癌患者さんが対象で、医師（身体的症状の
緩和）、精神科医師（精神的症状の緩和）、薬剤師、看護師、臨床
心理士がチームを組んで患者さんの※全人的苦痛（TotalPain）
に対応します。当院では疼痛管理を主に、週１回の回診をしていま
す。※身体や精神などの一側面からのみ見るのではなく、人格や社会的立場など
も含めた総合的な観点からの苦痛
３．緩和ケア病棟とは
　がんと診断された患者さんを対象とした専門病棟です。患者さ
んの全人的苦痛に対処するため、医師、薬剤師、癌性疼痛看護認
定看護師、臨床心理士、理学療法士、ソーシャルワーカーなどいろ
いろな職種でチーム医療を行います。当院は２０床ですが、４床室
も２室あります。共有スペースは大小２つのラウンジ、ご家族と一
緒に食事をする調理機能の付いた部屋、瞑想室、ご家族の宿泊で
きる部屋などがあります。終末期の患者さんとご家族が安心して過
ごせるように考えられています。
４．緩和ケア病棟の治療方針は
＊患者さんの苦痛（痛みや脱水症状など）を和らげる治療を中心
に行います。＊抗がん剤治療、手術は行いません。＊胸水や腹水貯
留のため苦痛があれば、ドレナージ（排液）を行います。＊肺炎な
どの感染症があれば、抗生剤の点滴を行います。

５．がんによる苦痛を和らげる努力をします。
シシリー・ソンダース（セント・クリストファー・ホスピス創設者）が
提唱した、がん患者の※全人的苦痛（TotalPain）とは、何かお話
をします。
１　身体的苦痛…疼痛、呼吸困難、倦怠感、食欲不振など
２　精神的苦痛…抑うつ、不安、焦燥、不眠、せん妄など
３　社会的苦痛…人間関係の悩み、経済的困難、介護困難、社会

的地位、役割の喪失など
４　スピリチュアル（宗教的、精神的、超自然的）な苦痛…宗教

的苦痛（キリスト教徒）、生きる目的の喪失、苦悩など
私たちの疼痛管理の方針は
１　経口投与を基本としますが、貼薬、注射薬もあります。 
２　時間を決めて定期的に痛み止めを使用します。（疼痛時のみ

の投与ではなく、８時間ごと、１２時間ごと、２４時間ごとに
使用） 

３　麻薬と非麻薬鎮痛剤の併用がより効果的であることを踏ま
え、原則として非麻薬鎮痛剤から使用し、効果が不十分なと
きに麻薬を併用します。 

４　突発痛に対し即効性の麻薬を併用します。 
５　麻薬の副作用（便秘、嘔気、眠気など）を軽減する薬剤を併

用します。 
６　麻薬には上限がなく、個々の患者さんに合った投与量を決め

ます。 
　以上が緩和ケアの概念です。一番大切なことは、モルヒネなどの麻
薬は決して危ない薬ではないということです。以前よく言われたように
“これによって命を縮めるかもしれません”などということはありません
し、痛みがある人に投与しても依存性にはなりません。早く痛みから解
放されることにより、精神的にも肉体的にも改善します。たとえ抗がん
剤の治療を受けている時でも使用してかまいません。もしそれによって
痛みが軽減した時は、少しずつ投与量を減らしていけばよいのです。
日本人の特徴として、痛みを我慢する患者さんが多くいらっしゃいま
す。しかしモルヒネのような麻薬は、痛みが軽いうちに使用するとより
効果的です。我慢せずに早めに使用することが肝心なのです。また麻
薬のタイプもいろいろあり、長時間作用するものから短時間作用する
もの、飲み薬や貼り薬、注射薬などさまざまです。これらを組み合わせ
最適の疼痛緩和を目指します。
　誰もが、がんとなり死に至るまで“どう生きていくのか”、特に痛
みから解放されたいと願わない人はありません。そのうえで安寧な
最期を迎えられるよう全力をつくす病棟が「緩和ケア病棟」です。
その必要のある時は思い出してください。
～緩和ケア病棟スタッフの思い～
　人生の最期は誰にでもいつかは訪れると分かっていながらも、
実際その立場になってみると、とても辛く悲しい出来事です。
　私たち緩和ケア病棟ではそのような気持ちに寄り添い、その人ら
しい生き方が最期まで全うできるよう心身の辛さを和らぎ、患者
さんやご家族が希望されたときは退院してご自宅で生活できるよ
うに努めます。その場合は、在宅医療や福祉サービスと調整を行
い患者さんやご家族が不安なくご自宅で生活できるよう地域の医
療機関とも連携していきます。
　今日一日がより良い一日として過ごせるように、私たちは患者さ
んとご家族のお気持ちを大切に支えていきます。

▲病室 ▲ファミリーダイニングキッチン



19 20

いよいよ夏本番です!
蚊に刺されて心配になる病気は？

マンスリー済衆館だより　希望　第113号（2016年8月号）より

子供の頃の水ぼうそう・大人になってからの帯状疱疹の予防に
ワクチンの２回接種の効果をご存知ですか？

マンスリー済衆館だより　希望　第112号（2016年7月号）より

　水ぼうそう（水痘）は、子供の頃にかかり一生免疫が付くと思われていますが、治癒後も水痘・帯状疱疹ウ
イルスは神経節などに潜伏しており抗体が消えれば再発生する可能性が高い病気です。免疫力が低下した時
（過労や怪我、ストレス、病気、手術、免疫抑制剤の使用中など）帯状疱疹が発症することがあります。
　最近では、自然感染のみならずワクチンが開発されて予防、重症化に対応できるようになってきました。
水痘ワクチンは1974年に故高橋理明博士らにより開発された国産ワクチンです。米国では1996年に定期接
種が開始され、1999年には小学校入学の条件として水痘ワクチン接種が法律で規定されました。これにより
水痘患者数が1995年と2000年を比較しておよそ７割減少していました。
　水痘ワクチンの開発国である日本においては、2014年10月にようやく定期接種が始まりました。
　１回目を１歳になったら接種し、その後３ヵ月以上（標準的には６～１２ヵ月）の間隔をおいて２回

目を接種します。日本では、定期接種化され小児科の入院例（重症例）が過去10年で最も少なくなっていま
す。厚生労働省健康局予防接種室から出されている『水痘ワクチンの接種対象者および接種方法について』
によると水痘ワクチン接種後の抗体の保有率が1回目 85.7%、2回目を1回目接種の3ヵ月後に接種すると
99.6%と大きく上回ると報告されています。
 なぜ水痘・帯状疱疹ワクチン（生ワクチン）2回接種が必要なのでしょうか 
　水痘は多くの場合、合併症なく治癒するウイルス感染症です。しかし、一部に皮膚の＊細菌性二次感染症を
合併したり、脳炎・脳症や脳梗塞などの中枢性神経合併症といった重篤な合併症をきたす場合があります。
また免疫不全の方が感染すると致死的な経過をたどることもあります。そのため、ワクチンによる水痘予防の
意義は高いです。また、最近の報告では小児期の水痘ワクチン接種が後の帯状疱疹発生頻度を低下させる

という報告もでてきています。
 水痘を発症すると水疱がすべて痂皮化（かさぶた）するまで学校保健法により登校することが禁止されてい
ます。この間およそ５～６日間、患児看護のため保護者は仕事を休まざるを得ません。共働きの家庭の増えた
近年においては保護者の負担ならびに経済的損失も大きく、水痘ワクチンについて費用対効果の観点からも
有益であると思われます。
＊細菌性二次感染症としては劇症型溶連菌感染症があります。　
　原因としては、水痘に罹患すると免疫力が低下し、水疱形成崩壊による皮膚バリア機能の低下が発症に関与していると考えられてい
ます。死亡率３０－８０％　助かっても罹患部の切断を必要することも多い極めて予後の悪い疾患です。

　残念ながらまだ、日本のデーターはありませんが米国では水痘ワクチン普及により水痘に伴う劇症型溶連
菌感染症は２７％から２％に激減しています。水痘ワクチン２回接種により、1996年から水痘ワクチン1回の接
種が定期接種化され一旦、水痘患者が著明に減少しました。しかし、2004年頃から再び水痘患者数が増加
に転じるようになりました。これは水痘ワクチン接種した後に水痘を発症（以下ブレークスルー水痘）する例
が増加したためでした。さらにワクチン接種した人がその後、水痘に出会って再び免疫増強（ナチュラルブース
ター）の効果が減弱したことが原因と考えられました。それ故に、ワクチンの2回接種が望まれます。
　ブレークスルー水痘は発疹の数も少なく症状は軽く済みますが感染源となりうる点で問題となります。そこ
で、米国では2006年から水痘ワクチンの２回の定期接種が導入され水痘患者数は再び減少しています。
　大人になってからかかる帯状疱疹の話を聞かれたこともあると思いますが、帯状疱疹はしつこい強い痛みに
長期間に渡って苦しむ方もあります。水痘ウイルスの免疫が十分確保されていれば発症しにくくなりますので、
一生のメリットでもあります。ご不明な点等ございましたら、お気軽に医師・看護師にご相談ください。

　夏真っ盛りですね。夏休み中に海外へ旅行、あるいは
出張をされる方も多いと思います。楽しい旅行の前に水
を差すようではありますが、今回は海外旅行に関連する
ウイルス感染症*¹の話をします。

　日本脳炎　日本脳炎は日本脳炎ウイルスによって引き
起こされる疾患で、主にコガタアカイエカによって媒介
されますが、人から人への伝染はありません。わが国
では年間10例ほどの発症がみられます。感染者の1,000
人に1人の割合で発症します。症状は突然の高熱、頭痛、
嘔吐、意識障害などで、死亡率は20～40％に達し、生
存者の45～70％に精神障害などの後遺症が残ると言わ
れています。
　コガタアカイエカはアジア地域と太平洋西部の一部、
特に田園地帯に分布し、これらの地域で蚊に刺された方
は感染の危険性があります。
　この病気はワクチンによってほぼ確実に予防できま
す。しかし、平成17～21年度まではワクチン接種の「積極
的勧奨の差し控え」*²が行われたため、この間に生まれ
た方は接種を受ける機会を逃していることがあります。
母子手帳を確認して頂き、もし未接種であれば接種して
頂くようお願い致します。
日本脳炎の予防接種の、標準的な接種スケジュール

ただし、公益社団法人日本小児科学会によると定期接
種の1期として希望すれば生後6か月以上あればいつで
も接種可能となっています。

　ジカ熱　ジカ熱は、ジカウイルスがネッタイシマカ
（日本には常在しません）やヒトスジシマカ等によって
媒介される疾患で、中南米で多く報告されています。ウ
イルスに感染しても無症状、あるいは症状が軽く気付か
れないこともあります。蚊に刺された数日後に軽度の発
熱、発疹、結膜炎、関節痛、筋肉痛、頭痛、倦怠感などの
症状がみられます。ジカ熱は、人から人への伝染はあり
ません。
　妊娠中にジカウイルスに感染すると、胎児に小頭症な
どの先天性障害を起こすことがあるため、妊婦さんは
流行地域への渡航を避けるべきです。

　デング熱　デング熱はデングウイルスの感染による疾
患で、突然の高熱、頭痛、結膜充血、筋肉痛、発疹が主

な症状です。主としてネッタイシマ
カによって媒介されますが、日本国内
ではヒトスジシマカも媒介します。
人から人への伝染はありません。熱
帯や亜熱帯の全域（東南アジア、南ア
ジア、中南米、アフリカ、オーストラリア、南太平洋の島な
ど）で報告があり、2014年には台湾で1万5,732人の患
者が出ました。日本国内では、流行地で感染後に帰国・
発症した症例が毎年200例前後あります。ウイルスに対
する特異的な治療はなく、対症療法となります。比較的
予後は良好な疾患で、すべての症状は1週間程度で回復
しますが、ごく稀にショックと出血症状を伴い致死的とな
る場合があります。
その他の海外旅行に関するウイルス感染症など

　エボラ出血熱　エボラ出血熱は、エボラウイルスの感
染によって引き起こされ、必ずしも出血症状を伴うわけ
ではないことなどから、近年ではエボラウイルス病と呼
ばれることが多くなっています。前の3疾患とは異なり人
から人への感染する疾患で、感染者の体液（血液、分泌
液、吐物、排泄物）や、それら体液に汚染された物質（注
射針など）に直接触れた際に、ウイルスが傷口や粘膜か
ら侵入して感染します。しかし、インフルエンザのように
咳やくしゃみで簡単に移ることはないと考えられていま
す。
　通常7～10日の潜伏期を経て突然の発熱、頭痛、筋
肉痛、咽頭痛等で発症し、次いで嘔吐、下痢、出血（吐下
血）などの症状が現れます。流行地域はアフリカに限定
されており、特に西アフリカ3ヵ国（ギニア、リベリア、シエ
ラレオネ）に関しては日本の外務省が渡航の際の注意を
呼びかけています。発症した際の致死率は60～90％に
上りますが、特異的な治療法がないため対症療法や全
身管理が行われているのが現状です。

　海外旅行をされる際には、これら感染症に関する情報
を旅行会社やインターネットから収集することをお薦めし
ます。当該地域では防虫剤の使用や肌の露出を避けるこ
とが重要です。日本に帰国後も国内での蚊による伝播を
防止するため、蚊に刺されないように注意しましょう。ま
た、現地で体調を崩された方や蚊に刺された方は、帰国
時に必ず空港の検疫所にご相談下さい。

＊1 出典：厚生労働省ホームページ，国立感染症研究所ホームページ，公
益社団法人日本小児科学会他

＊2 予防接種後に重い病気になった事例をきっかけに案内を控えていた

　　　　　　　　3歳のときに2回（6～28日の間隔をおく）
その後おおむね1年の間隔をおいて（4歳のときに）1回
1期接種（計3回）

9歳のときに1回2期接種（1回） 厚生労働省ホームページより

　　　　　　　　3歳のときに2回（6～28日の間隔をおく）
その後おおむね1年の間隔をおいて（4歳のときに）1回
1期接種（計3回）

9歳のときに1回2期接種（1回） 厚生労働省ホームページより
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夜尿症は病気？
ちょっと相談しにくい、でも悩んでいる「おねしょ」？「夜尿症」？のお話です。

マンスリー済衆館だより　希望　第115号（2016年10月号）より

今回は“手の外科”専門より、加齢につれて出現しやすい親指の付け根の問題です。

これが母指C
シ ー

M
エ ム

関節症です。

マンスリー済衆館だより　希望　第114号（2016年9月号）より

手の関節も
年をとります。

 母指CM関節症とは？ 
　主に加齢が原因で、親指の
付け根のCM関節と呼ばれる
関節の軟骨がすり減ってくるも
のです。(図１)
 どんな症状が出ますか？ 
　物をつかんだりする際に親指に力が入ると痛みを感じ
ます。特にドアノブを回したり、瓶のふたを開ける動作が困
難となってきます。進行するにつれて変形や腫れ、親指へ
の力の入れづらさ、可動範囲の減少がみられます。さらに
CM関節が緩んできて亜脱臼を起こして出っ張ってみえた
り、新しい骨が形成されると（骨棘（こつきょく））、手で触れ
ることもあります。
 原因は何ですか？ 
　多くの場合は加齢に伴うものです。ただ過去にCM関
節の骨折などをしたことがあれば、若い人でも起こり得ま
す。いずれの原因にせよ、関節の表面を覆う正常な軟骨が
徐 に々失われることにより、本来のスムーズな動きができな
くなってしまうものです。関節はゴリゴリ擦れながらさらに劣
化してゆきます。ヒトは日常生活において親指を使う動作が
非常に多いため、どうしても酷使しがちになり悪化しやすい
のです。
 どんな人がなりやすい？ 
　・女性（特に40歳以上）　・肥満　・遺伝的な素因　・過
去にCM関節の骨折や脱臼をしたことがある　・親指に負
担のかかりやすい仕事や趣味
 どのように診断する？ 
　症状や経過についてお話しを聞き、親指から手関節の
診察をします。レントゲン写真を撮影すると、すぐに診断が
できます。（図２）

 治療方法は？ 
　進行度と症状の強さによって治療方針が決まります。原
則としては、まだ初期で痛みが軽度の場合は、サポーター、
お薬・注射などにより症状を和らげます。
　サポーターは、動きを制限することによって痛みを軽減し
ます。関節がある程度固定されるため、安定して動作がし
やすくなるという利点もあります。サポーターは生活スタイ
ルによって、つけたり外したりします。（図３）

　湿布薬は炎症を抑えて痛
みを緩和しますが、使い過ぎ
により皮膚のトラブルを起こ
すこともあるので注意が必要
です。

　飲み薬も効果的です。いわゆる“痛み
止め”と呼ばれるもので、非ステロイド性
消炎鎮痛薬(NSAID)という、炎症を抑えて痛みを止める
お薬や、アセトアミノフェンが主体となります。ドラッグストア
でも入手可能ですし、整形外科でも処方します。
　お薬やサポーターを使用しても痛みが継続する場合は、
CM関節内に注射を打つ治療があります。少量のステロイ
ドと局所麻酔薬を混ぜて注入します。ステロイドも炎症を
抑えて痛みを取る作用があり、比較的長い期間効果が期
待できます。
　とはいえ、飲み薬も注射も「一時的に痛みを取る」手段
であり、漫然と続けるのはよくありません。どうしても痛みが
取れず仕事や趣味、生活に何らかの支障があるようであれ
ば、手術治療を考慮します。
 どんな手術をしますか？回復期間は？ 
　CM関節症の手術方法は実に多数存在するのですが、
「どれが一番良い」というものはありません。術者が慣れ
た方法で確実に行えば、一定の良い成績で痛みを取るこ
とができます。
私が好んで行っている手術の手順は、以下の通りです。
①大菱形骨を全部または部分的に切除（関節鏡という内
視鏡を使用することもあり。）
②ミニタイトロープという、チタン製のボタンと糸を組み合
わせた器具を親指と人差し指の中手骨の間に張って、
安定させる。というものです。（図４）

 この手術の最大の利点は、「自分の腱を犠牲にしなくても
よい」ということです。母指CM関節症に対する手術の多く
は、①の段階は共通なのですが、②の段階で、自分の手の
正常な腱を使用して、母指の靭帯を再建することが多いの
です。ミニタイトロープによる方法では、これを行わずにかな
り安定した関節が得られます。私は、このミニタイトロープを
2本使用してさらに安定化させる方法を採用しております。
術後1週間以内に指を動かす練習を始めており、早期の回
復が望める可能性があります。他の多くの方法は3-4週間
のギプスなどでの固定を要するため、この点でも優位であ
ると考えています。もちろん術後の痛みは個人差があるた
め、回復に時間がかかるケースもありますが、昨年からこの
方法を採用しておりとても良い成績を得ています。

　今回は母指CM関節症とその治療についてお話ししまし
たが、CM関節症に限らず手や肘などの症状で心配のあ
る方は、どうぞお気軽に手の専門外来にご相談ください。
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Ｑ　「おねしょ」と「夜尿症」は違うの？
Ａ　　生まれてしばらくは毎晩おねしょをしますが、年齢とともに減ってきます。5～6歳
で約20%、小学校低学年で約10%になります。幼児期の夜尿は「おねしょ」とい
いますが、6～7歳以後は、病気と捉え、一般的に「夜尿症」と言います。

Ｑ　夜尿症は自然に治るのでは？
Ａ　　夜尿症は１年で10～15%は自然に治ります。ただ、「ほかの子に知られたらいじめに遭う」、「親子のスト
レスの原因になっている」「本人の劣等感を助長している」「学校の宿泊行事は参加したくない」などで悩
んでいたら治療を考えてもよいかもしれません。

Ｑ　夜に起こしてはいけないのか？
Ａ　　夜尿症は、親の育て方やトイレトレーニングの誤りではありません。夜尿症の背景には、遺伝的要因、
性別、気温などの多因子が関係しています。両親が夜尿症の既往があると、子供が夜尿症になる頻度は
高くなります。また性別では、明らかに男児に多くみられます。

　　　病因は、(1) 夜間の抗利尿ホルモン（尿量を少なくするホルモン）の分泌が不十分で尿量が多くなる　
(2) 膀胱の容量が少なく、漏れてしまう　(3)夜間に漏れても目が覚めないなどの睡眠の問題　が関係し
ています。夜に起こしすぎると(1) の抗利尿ホルモンの分泌が減るため、夜間の尿量が増加し夜尿がひど
くなる原因になります。

　　　「夜は起こさず」さらに「怒らず」「焦らず」が夜尿症治療の三原則になります。
Ｑ　夜尿症の治療は？
Ａ　　まず生活面の見直しから始めます。夕食は塩分、香辛料の摂取は控え
る、就寝少なくとも２時間前から水分摂取は控える、就寝前には必ずト
イレに行く習慣をつける、等が基本となります。また便秘も夜尿症の誘
因になるので、毎日の排便の確認も重要です。

　　　生活改善を踏まえて次の段階は、病型分類を行い、治療方針を決め
ます。

Ｑ　病型分類はどのようにして決めるのか？
Ａ　　(1)夜間に作られる尿量（夜間尿量：夜の尿量と朝一番の排尿量）の測
定　(2)昼間、がまんの限界まで貯められる膀胱の容量（膀胱容量）の測
定より分類します。夜間尿量が200ml以上を多尿型、膀胱容量が200ml
以下を膀胱型、両方存在する場合は混合型と分類します（10歳以上は
250ml以上、以下で分類）。

Ｑ　治療すればどれくらい早く治るのか？
Ａ　　治療は病型分類に従い、尿を少なくする薬、膀胱の容量を増す薬、機器によるアラーム療法、漢方薬な
どで行います。１年で約50%は治ります（右図参照）。

Ｑ　「うちの子だけ…」
Ａ　　ではありません。悩んでいる方はたくさんいます。学校の宿泊、クラブや塾の合宿を無事終え、安堵した
御両親。自信を持ち、どんどん積極的になっていく子供たちがたくさんいます。

　　　悩んでおられるのなら一度、小児科、泌尿器科で相談されてはいかがでしょうか。なぜなら夜尿症は、
熱中症、脱水症と同じ「症」の付く病気だからです。
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血管外科のご紹介

マンスリー済衆館だより　希望　第117号（2016年12月号）より

医療法人済衆館デイサービスセンター
ムクの木が平成28年10月3日にオープンしました

マンスリー済衆館だより　希望　第116号（2016年11月号）より

なぜ、デイサービスが今、求められているのでしょうか？
　日本は世界に類を見ないスピードで高齢化が進展し
ており、団塊の世代が７５歳以上となる２０２５年（平成
３７年）以降は、医療や介護の需要が一層増加するこ
とが見込まれています。そこで国は２０２５年を目途に、
重度の介護状態となっても、住まい・医療・介護・予防・
生活支援が一体的に提供され、可能な限り住み慣れ
た地域で自分らしい暮らしを人生最後まで続けられる
ように地域の包括支援提供体制（地域包括ケアシス
テム）の構築を推進しています。また、治す医療から治
し支える医療と言われるようになり、現代における医療
の役割は多岐に及ぶようになりました。
　これまで当院は、救急医療を中心に治す医療を主
体に行ってきましたが、これからは地域包括時代に対
応すべく介護保険事業にも積極的に取り組んでおり
ます。今年４月には短時間デイケア（通所リハビリ）セ
ンターを、５月には訪問看護ステーションを開設しまし
た。さらに１０月にはデイサービスセンター、ムクの木
をオープンし、在宅介護も支援する体制を整えました。
１２月には居宅介護支援事業所を開設する予定で、介
護保険の申請支援、ケアプランの作成といったケアマ
ネージメントから通所リハビリ・訪問看護・通所介護の
サービスを一体的に提供できる体制が整い、医療・介
護のワンストップサービス（救急から退院・在宅支援ま
であらゆる病期に対する切り目の無い医療）への第一
歩を踏み出すことになります。
ところで、デイサービスセンター（通所介護）ムクの木
の目指すところとは
　長年住み慣れた地域で、可能な限り生活を続けるこ
とができるように利用者様の心身機能の維持、家族の
介護負担を軽減する事等を目的として、日帰りの通い
サービスを行います。実際には送迎サービス付きで、
食事、入浴、排泄などの日常生活の介護や、レクリエー
ションや機能訓練等を通して、心身機能の維持拡大を
図るサービスを提供いたします。

【利用できる対象者の方とサービスの内容は】
　介護保険の要介護認定を受け、居宅介護支援事業
所の居宅介護支援専門員（ケアマネジャー）が作成し
たケアプランに基づき、デイサービスセンターが作成し
た通所介護計画に沿ったサービスを提供します。
　※要支援の利用者の方は、平成２９年度以降は各
市町村が行う総合事業へと移行します。

【ムクの木の特徴】
　済衆館デイサービスセンター、ムクの木は二次救急
病院である当院医療機関との併設という特徴を生か
し、次の点に力を入れたサービスを提供いたします。

 その１ 
　身体の機能への働きかけ、食事・排泄・入浴といった
日常生活動作、調理や掃除などの活動への働きかけ
や、社会参加の実現といった参加への働きかけを行
い、バランス良く生活機能を維持できるようにサポート
します。デイサービスの機能訓練指導員が理学療法
士・作業療法士等と連携し、利用者様個人に対応した
訓練メニューを作成し実施します。

 その2 
　認知症の利用者様に対して回想療法・作業療法・ク
レパスアートなど様々なアプローチを通して、生活障害
を予防すると同時に生活障害が進行しないようにサ
ポートします。認知症ケアの研修を受けた介護福祉士
がケアを計画的に実施するプログラムを作成します。

 その3 
　利用者様の病気の状態により食事に制限がある場
合は、病院の管理栄養士が対応した食事メニューをご
用意いたします。

【サービス提供時間】
　年末年始を除く毎週月曜日から土曜日の午前９時
２０分から午後４時３０分までは、デイサービスセンター
にてサービスをご提供いたします。なお、送迎に要する
時間はサービス提供時間には含めません。

【サービスのご利用及びお試し利用の申し込み】
　デイサービス利用をお考えの方は、無料にて体験を
受け付けております。現に担当のケアマネジャーがみえ
る方は、担当のケアマネジャーに相談してください。これ
から介護保険のサービスをご検討してみえる方は、最
寄りの居宅介護支援事業所のケアマネジャーに相談し
てください。スタッフ一同笑顔でお待ちしております。

　平成28年4月より新しく血管外科の診療を始めさせていただきました。
“血管外科”というのは一般に耳慣れない診療科目かもしれませんので、
当科の診療内容をご紹介します。

 診療内容・特色 
　血管外科の診療対象は心臓、脳血管を除く全身の血管疾患です。
具体的には
●腹部大動脈瘤・大動脈解離などの大動脈疾患　●閉塞性動脈硬化症・バージャー病などの末梢動脈疾患
●深部静脈血栓症・下肢静脈瘤などの静脈疾患　●人工透析のための内シャント作成
●虚血性・糖尿病性足病変に対するフットケア
などの治療を行っています。
 主な診療対象 
1．大動脈瘤
　大動脈瘤とは動脈硬化などの原因で胸部/腹部大動脈径が増大し正常の1.5倍以上
になったものをいいます。一般的に瘤径が5cmを超えてくると破裂のリスクが高くなる
ため手術が勧められます。当科は愛知医科大学病院・血管外科と連携しており、手術
適応となった症例は大学病院へ紹介してステントグラフト手術、人工血管置換術など
の治療を受けていただくことができます。
2．閉塞性動脈硬化症（ASO）
　動脈硬化により下肢の動脈が狭窄・閉塞して虚血をきたし、間
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【しばらく歩くと足に痛みやしびれを生

じ、少し休むと歩けるようになる症状】・安静時痛・難治性潰瘍などを生じる病気です。重症下肢虚血になってしま
うと切断が必要になることもあります。糖尿病、透析患者数の増加に伴いASO患者も増加傾向にあります。当
科では病変の形態的修復よりも機能的評価に基づいた適切な治療を重視しています。跛行距離や今年より導
入されたSPP【皮膚組織灌流圧（SPP）】※1などの無侵襲検査を用いて診断し、軽症の跛行では運動療法・薬物
療法を行い、重症の跛行や安静時痛、難治創を伴う場合には主に愛知医科大学病院へ紹介してバイパス術や
血管内治療などの血行再建を行う方針としています。また、透析室と連携してASOを潜在的に合併することの
多い透析患者様を対象に下肢血流のスクリーニングを行っています。
3．下肢静脈瘤
　軽症例には下肢挙上、弾性ストッキングなど圧迫療法の指導を行っています。下
肢の重さだるさの訴えが強い場合、見た目が気になる場合、うっ滞性皮膚炎や潰瘍
を伴う重症例にはレーザー治療、ストリッピング手術をお勧めしています。レーザー
手術は愛知医科大学病院（2泊3日入院）か血管外科クリニック（日帰り）へ紹介し
て受けていただいていいます。ストリッピング手術【傷んだ伏在静脈内にワイヤーを挿入
して静脈を抜き去り取り除く手術】は当院で行うことが可能です（3泊4日）。
4．内シャント作成
　当院で透析導入となった患者様の内シャント手術を当院で行っています。血管の状態によって自家静脈・人
工血管を用いた内シャントを作成しています。
5．足病変・潰瘍
　血管外科の対象疾患には、虚血性潰瘍・糖尿病性足病変など足に難治創を合併するもの
があり、当科で創処置やフットケアを行うことがあります。創治癒には血流、感染、創の状態
が複合的に関与しており、症例ごとに適切な診断と処置が必要になると考えています。

上記の疾患でお困りのときは血管外科にご相談ください。今後ともよろしくお願い申し上げます。
※1 末梢血管領域において、下肢虚血の重症度評価（皮膚レベルの微小循環の指標）

腹部大動脈瘤

下肢静脈瘤

足病変

腹部大動脈瘤

下肢静脈瘤

足病変足病変

腹部大動脈瘤

下肢静脈瘤

足病変
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嚥下リハビリテーション パートⅡ

マンスリー済衆館だより　希望　第119号（2017年2月号）より

“むせる・咳込む”あなたはそんな苦しい経験はありませんか？
とくに高齢となったり、病気で起き上がれなくなった時はそれは、大変なことです。年を取ると、その回数が増えます。

嚥下リハビリテーション パートⅠ

マンスリー済衆館だより　希望　第118号（2017年1月号）より

　今回は、食べ物や飲み物の飲み込み（嚥
えん
下
げ
）障害

について、嚥下の機能と検査を中心にお話しいたし
ます。
　私たちは、食べ物や飲み物や唾液、痰を飲み込ん
だ後、一部同じ道を通り気道に入り込まないように弁
（以下、喉

こう
頭
とう
蓋
がい
）で瞬時に振り分けられます。その

時、何らかの原因でうまく飲み込みができないことを
嚥
えん
下
げ
障害と言います。ここでうまく振り分けられず、

気道に物が入るとむせた
り、咳き込んだりしてしま
います。このまま嚥下障
害を来すと栄養不足や水
分不足を引き起こしたり、
誤嚥から誤嚥性肺炎を発
症したり全身状態が悪くなったりします。
嚥下障害の原因として 次のような病気があります。

　脳卒中、認知症、球麻痺（延髄視床下部の障害：
嚥下反射誘発なし、不完全、食道入口部開大不全）
偽性球麻痺（筋力低下、嚥下反射遅延、喉頭閉鎖の
タイミングのずれ）、腫瘍（咽頭・喉頭・食道）等が挙
げられます。ただ飲み込むという単純な嚥下動作で
も以下の5期に分類できます。
嚥下動作の分類として
❶ 食物を認知する認知期
❷ 咀

そ
嚼
しゃく
運動を行う準備期

❸ 食べ物を後方の咽頭に送り込む口腔期
❹ 嚥下反射が起きる咽頭期
❺ 食べ物が食道に入って胃に運ばれる食道期
　以上の5期に分けられます。特に重要なものは❹

の咽頭期です。咽頭から食道へ一瞬にして（0.3～
0.5秒）で食べ物を運びます。ここに色々な病気が加
わると、複雑な病態が起こり、その運動が大きく阻害
されてしまいます。例えば、偽性球麻痺あるいは球麻
痺です。
検　査
　検査には、嚥下内視鏡と嚥下造影があります。

〇嚥下内視鏡

　嚥下内視鏡は鼻から内視鏡を入れ、咽頭を観察す
る検査で喉の性状や実際に食事をした時に食べ物
が残らないかどうか等を評価することができます。

〇嚥下造影

　X線透視下でバリウムを内服して頂き、その通過を
見ます。この検査は嚥下の5期すべての情報が得ら
れる検査です。
対　応
　下のような画像からどのような食形態が良いのか
（ミキサー食、ペースト食等色々あります）、食事を
摂る時はどのような姿勢が良いのか（かなり体を寝
かせてしまった方が誤嚥はしにくいです。また顎を引
くことも重要です）、といったことを考えていきます。
物を食べるということは人間にとって大きな楽しみで
もあり、その喪失はQOL（クオリティー・オブ・ライ
フ：生活の質）を大きく低下させることになります。

　評価の必要のある方には、このような検査を組み
合わせることで嚥下の評価を行い、最終的には機
能・栄養状態の改善、QOL改善に繋げていきたいと
考えております。
　次回、パートⅡでは、誤嚥による窒息を起こした時
の対応と予防、嚥下機能の回復のための嚥下リハビ
リテーションの取り組みについてご紹介いたします。

　今回は、パートⅠ(1月号)に引き続き嚥下の機能に関するお話
です。特に乳児から高齢者の食べ物による窒息について考えて
みます。特に病気により全身の機能が低下していると年齢を問
わず、嚥下機能は著しく低下してきます。
　物を飲んだり、食べている時、急に呼吸状態が悪くなったり、
苦しんだり、意識がなくなったらどうするかを考えてみましょう。
 視る 
　ここでまず顔色・唇・爪の色（顔面蒼白＝チアノーゼの有無）を
見る。同時に胸郭の動きをチェック。速やかに口腔内をよく見て
誤嚥物があれば直ちに取り除く処置をします。(指で取れるもの
は取る)注意：指で取れる物は掻き出しますが、その場合、術者
は歯で噛まれない様にご注意ください。
見逃せない危険なサイン：チョークサイン
　自分で窒息が起きていることを知らせるサイン
として、自分の喉を親指と人差し指で掴み苦しが
る表情(チョークサイン)で知らせる。（万国共通）
 聴く 
　呼吸の狭窄音の有無を、耳を喉に近づけ聴く。（呼吸が無い
か、あるいはゴロゴロ音など）
　同時に意識、脈の有無の確認を行います。口腔内の誤嚥物
を指で取り除けない場合はすぐに背

はい
部
ぶ
叩
こう
打
だ
法
ほう
を行います。（全

国消防長会イラスト参照）

　背部叩打法は、背中、肩甲骨の間を頭部方向に向かって叩く
様にします。殆どの場合はこれで異物が取れます。腹部圧迫に
よる＊“ハイムリッヒ法”は嘔吐や臓器損傷の危険がありますの
で注意して行ってください。以上の処置は可及的速やかに行わ
なければなりません。
 誤嚥による窒息を起こしやすい食品 
　大豆、ピーナッツなどの豆・こんにゃくゼリー・ご飯の塊・餅・パ
ン・カステラ・刺身など
すべての食品を大きな固まりのまま飲み込むことで窒息の危険
があります。
 食べる時の工夫とスピードと水分 
　一度に口に入れないこと、ゆっくり噛んで食べる、小さく切って
食べる、お茶やスープなど水分を含ませて柔らかくして飲み込
みやすくすることが大切です。

　なお誤嚥物が取れない場合、吸引法をします。吸引器による
吸引は大変有効な処置であります。吸引は、各介護施設内・救
急車内・救急病院にて行います。
　意識が回復しない場合は、上記作業を行いながらすぐに救急
搬送してください。脈が触れない場合は、心臓マッサージ・AED
又は必要に応じて人工呼吸を行います。
＊“ハイムリッヒ法”(腹部突き上げ法)
 ！○妊婦や乳児には行えません 
❶患者の後ろに回り、ウエスト付近に手を回します。
❷一方の手で「へそ」の位置を確認します。
❸もう一方の手で握りこぶしを作って親指
側を患者の「へそ」の上方みぞおちより
十分下方にあてます。

❹「へそ」を確認した手で握りこぶしを握り、
すばやく手前上方に向かって強く圧迫す
るように突き上げます。

❺腹部突き上げ法を実施した場合は、腹部の内臓を傷める可
能性があるため救急隊にその旨を伝え必ず医師の診察を受
けさせてください。
　対象が乳児や妊婦には決して行ってはいけません。イラス
トのように前かがみにさせ背部叩打法を行います。
　状態が安定しても、誤嚥した物が十分取り除かれたかの確
認と後の誤嚥性肺炎を想定して必ず医師の診察をお受け下さ
い。
̶̶̶
 当院の診断に基づいた嚥下リハビリテーションの取り組みに
ついて 
　摂食嚥下リハビリテーションは大別して❶食べ物を使わない
訓練❷食事に直接関与していく訓練の２つに分かれます。
 ❶食べ物を使わない訓練 
　凍らせた綿棒を使用し口の中のマッサージをする訓練、頸部
や口腔周辺の運動、筋力訓練、嚥下体操などを行っています。ま
た、特殊な訓練では飲み込みの筋力アップのため低周波の電
気を喉に直接当てる訓練や食道の入口が開きにくい患者さまに
対してバルーンカテーテルを飲み込んで頂き食道の入口を直接
ストレッチする訓練があります。
 ❷食べ物を使う訓練 
　食事を直接患者さまに食べて頂きます。その中で食事の形
態を刻み食やソフト食など食べやすい食品に変えること。安全
に嚥下できる姿勢を提案すること。食べやすい介助の仕方を指
導することもあります。さらに患者さま毎に食事の注意事項を作
成して病室に置くことで食事介助の参考にして頂いています。
何かお困りのことがあればスタッフに遠慮なくご相談ください。

誤嚥のない状態

〈嚥下造影の画像〉
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新年早々に調査が行なわれた東京都では、正月三が日に食べ物を喉に詰まらせ救急搬送された方が残念なが
ら、2１名(20代～90代)そのうち2人が死亡されました。(他県は不明)とても残念なことです。　　東京消防庁調べ
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最近増えている
治りにくかった潰瘍性大腸炎のお話です。

マンスリー済衆館だより　希望　第121号（2017年4月号）より

 抗菌薬 コウキンやくって何？ 抗生物質 コウセイぶっしつってどんな薬？
「抗菌薬」は使い方を間違えるとその薬は、自分や周囲の方々にもいずれ効かなくなります ―合成抗菌薬と天然抗菌薬（抗生物質）のお話です―

マンスリー済衆館だより　希望　第120号（2017年3月号）より

　今回は日常診療で使用されている抗菌薬について
お話しします。「抗菌薬」ってあまり聞き慣れない用
語ですよね。「抗生剤」と言えばおわかり頂けると思
いますが、厳密には抗菌薬が正しい呼称です。ヒトや
動物に感染する(体に入り込む)病原体には細菌、ウイ
ルス、真菌(カビ)、原虫、寄生虫などがあり、抗菌薬
は細菌を殺したり(殺菌)、弱めたり(制菌)する薬剤で
す。また、「抗生物質」とは青カビが産生するペニシ
リンなど、微生物が作る物質(天然抗菌薬)を本来は
指し、完全に化学的に合成された物質(合成抗菌薬)
を総じて抗菌薬と言います。(図1)

　抗菌薬には図1のように多数の系統が存在し、重
複はありますがそれぞれ標的とする菌種が異なりま
す。この抗菌薬の守備範囲はスペクトラムと呼ば
れ、感染症によって原因菌がそれぞれ異なるため、ス
ペクトラムを考慮して抗菌薬が使用されます。
　清潔好きな日本人の気質のためか、わが国は抗菌
薬の使用量大国となっており、これまで安易にかつ
大量の抗菌薬が使用されてきた結果、耐性菌(抗菌
薬が効かない細菌)の問題が生じています。鼻腔、気
道、消化管内などにはもともと少数の耐性菌が常在
していますが、抗菌薬に感受性がある(抗菌薬が効
く)細菌群によって増殖が抑えられて均衡が保たれて
います。そこに抗菌薬が使用されると感受性のある
細菌が死滅、あるいは減少するため、ここぞとばかり
に耐性菌が増殖して様々な臨床症状を引き起こすこ
とになります(菌交代現象：図2)。耐性菌が感受性菌
にあたかもバトンを渡すように遺伝情報を伝達して、
感受性菌が耐性菌に変化するメカニズムも知られて
います。
　メチシリン耐性ブドウ球菌(MRSA)は菌交代現象
で増加する代用的な菌のひとつです。また、広いスペ
クトラムを有するカルバペネム系抗菌薬に対する耐
性を持つ細菌(カルバペネム耐性腸内細菌；CRE)や
バンコマイシン耐性腸球菌(VRE)、多種の抗菌薬に
耐性を持つ多剤耐性菌も近年問題になっています。

これら耐性菌が検出されると抗菌薬の使用が極め
て限定されてしまうか、あるいは使える抗菌薬がなく
なってしまうため、感染症の治療が極めて困難にな
ります。
　抗菌薬は細菌に対する薬剤ですから、ウイルスに
はまったく効果がありません。ですから、ウイルス感
染症である風邪やインフルエンザの患者様には、原
則として抗菌薬は使用しません。わが国ではこれま
で長きにわたって風邪の患者様に抗菌薬が使用され
てきたという悪しき歴史があり、これは諸外国から
観れば異常なことなのです。ただし、血液疾患、悪性
腫瘍、免疫抑制状態、糖尿病、高齢の方など、風邪
を契機とする二次感染症で重症化が予想される患
者様に対しては例外的に抗菌薬を併用することがあ
ります。
　当然のことながら薬剤ですから、抗菌薬には種々
の副作用があります。最も代表的な副作用は皮疹・
咳嗽・喘息症状・鼻汁などのアレルギー症状、菌交
代現象による下痢です。重度のアレルギー反応が起
これば、アナフィラキシーという危険な状態に進展
する場合があります。また、多くの抗菌薬は肝臓で代
謝され、胆汁や尿中に排泄されるため、肝機能や腎
機能異常がある方に使用する場合には、使用する量
や間隔を調節する必要があります。
　今回は少し重い話になってしまいましたね。抗菌薬
の開発によって感染症の治療は飛躍的に進歩し、重
症例の救命率も上昇しました。しかしながら、これら
の薬剤は上記のとおり諸刃の剣でもあります。当院
では薬剤科と院内感染対策委員会の主導により、院
内の抗菌薬使用量を常にチェックしています。より適
切で安全な抗菌薬の使用を目指して、当院ではこう
いった取り組みを今後も続けて行きたいと考えてい
ます。

 潰瘍性大腸炎ってどんな病気？ 
　大腸の粘膜に持続的に炎症がおこる病気です。免
疫、食事、遺伝などとの関連が指摘されていますが、
残念ながらはっきりと原因がわかっていません。
　あの安倍晋三首相がこの病気である事を公表し
てから、潰瘍性大腸炎はすっかり有名になりました。
他にタレントの若槻千夏さんや高橋メアリージュンさ
ん、オリックス・バファローズの安達了一選手、プロゴ
ルファーの重永亜斗夢選手なども病名を公表してい
ます。
　このようにあらゆる年齢層で発症しますが、発症
のピークは20歳台と比較的若く、患者数も人口10万
人あたり100人を超え急激に増加中です。長期間治
療を続けなければならないことが多く、厚生労働省
より医療費助成対象疾病（指定難病）に指定されて
います。
 潰瘍性大腸炎ってどんな病気？ 
　下痢、腹痛、血便が代表的で、症状が良くなったり
（寛解）悪くなったり（再燃）を繰り返すのが特徴で
す。
　また、発病して10年ほどすると大腸癌を合併する
ことがあり、症状がなくても定期的に内視鏡検査を
受ける必要があります。
 潰瘍性大腸炎の治療は？ 
　原因不明のため完全に治すことが難しく、自然治
癒率も10％程度と言われています。そのため薬で炎
症を抑え、寛解状態をできるだけ長く維持する治療
が中心になります。
 潰瘍性大腸炎の治療薬は？ 
　軽症から中等症の潰瘍性大腸炎では、5-アミノサ
リチル酸（サラゾピリン、ペンタサ、アサコールなど）

という薬が特効薬です。内服、坐薬、浣腸などいろい
ろな種類があり、持続する炎症を抑える効果があり
ます。この薬は、症状が落ち着いても、再燃を予防す
るためずっと使い続ける必要があります。
　5-アミノサリチル酸が効かない場合は、副腎皮質
ステロイド（プレドニンなど）を追加します。この薬は
強力に炎症を抑えますが、副作用のためあまり長い
間使うことができません。
　これらの薬で効果がない場合は、免疫抑制薬や
抗TNFα抗体薬といった特殊な薬を使ったり、血球
成分除去療法という血液透析のような治療を行った
りすることもあります。
 潰瘍性大腸炎で手術をすることはあるの？ 

　ですが、実際はこのような患者さんはごく一部で、
ほとんどの患者さんの生命予後は健常人と同等と言
われています。
　若い人に多く、原因不明で、良くなったと思っても
また再燃する、という面倒な病気ですが、薬を上手に
使って症状をコントロールすれば、先に紹介した人の
ように立派に社会生活を営むことが可能です。また、
かつて言われていた食事制限は、現在では寛解期で
あれば必要ないと考えられていて、日常生活にも特
に制限はありません。
　まず正しく診断して、早く治療を開始することが重
要です。大腸内視鏡検査でほぼ診断が可能ですの
で、血便を伴う下痢や腹痛が続く人は、すぐに検査
を受けて下さい。
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手術を
するのは

・薬が無効か副作用などで使えず、なかなか寛解に持ち込め
　ない場合
・大出血や穿孔（腸に穴があく）などの合併症や、大腸癌の可
　能性が生じた場合

腸に原因不明の炎症をおこす、炎症性腸疾患という病気があります。
その代表がクローン病と潰瘍性大腸炎ですが、今回はこの潰瘍性大腸炎についてお話します。
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脳卒中週間って知ってますか？
脳卒中週間は毎年5/25～31　今年はもう過ぎてしまいましたが・・・

マンスリー済衆館だより　希望　第123号（2017年6月号）より

ご存知ですか？今、勧められている肺炎球菌ワクチン
2種類の肺炎球菌ワクチンPPSV23（ニューモバックス）・PCV13（プレベナー)のお話です。

マンスリー済衆館だより　希望　第122号（2017年5月号）より

●65歳以上（シニア用）の肺炎球菌ワクチンPPSV23（ニューモバックス）の定期接種（公費助成負担）
は、平成26年10月1日より開始されています。
●小児（乳児用）の肺炎球菌ワクチンPCV13（プレベナー）は平成25年11月より開始されています。

肺炎球菌ワクチンについてもう少し詳しくお話しいたします
■肺炎球菌ワクチン〔PPSV23（ニューモバックス）〕の対象は65歳以上の方に5年間隔で接種
でき公費負担は1回のみ（平成31年3月で終了）です。
 今年度の対象の方の接種期間は、平成29年４月１日から平成30年3月31日までとなります。
■肺炎球菌ワクチン〔PCV13（プレベナー）〕は、ある種のリンパ球に直接作用して長期免疫の
持続が期待され、小児のみならず65歳以上の方も任意接種ができるようになりました。
　肺炎は日本人の死因の第３位である主要な疾患であります。死亡数の95％以上を65歳以上が占めると報告
されています。また、肺炎球菌感染症は頻度が高く、しかも重症化しやすく、65歳以上のシニアにおいては、肺
炎球菌が肺炎の原因菌の第1位を占めています。
　肺炎球菌ワクチン〔PPSV23（ニューモバックス）〕は、1988年に薬事承認されて以降、これまでの日本にお
ける65歳以上のシニアに対する接種による安全性、臨床効果、費用対効果等の評価から、2014年10月より定
期接種が開始されることになりました。
　肺炎球菌結合型ワクチン〔PCV13（プレベナー）〕は、2014年6月に65歳以上のシニアに適応が拡大された
ことから、PCV13（プレベナー）を同対象年齢に対して、任意接種ワクチンとして接種することが可能になって
います。上記2種類のワクチンの接種方法、間隔が大切ですので接種前にはご相談ください。
 ぜひ知っておきたい肺炎球菌の特徴とPCV13（プレベナー）および、PPSV23（ニューモバックス）の2種類のワクチンについて 
　肺炎球菌は、グラム陽性双球菌に分類される上気道の常在菌です。小児の20-40％、成人の5-10％が保
菌しており、肺炎や髄膜炎などの重篤な感染症を引き起こします。莢

きょう

膜
ま く

（細胞壁の外層）の性質により94種
類の血清型に分類され、そのうちの約30種類に病原性があるとされています。肺炎球菌ワクチンは、1927年
に米国のメルク社によって莢膜多糖体型肺炎球菌ワクチン（PPSV）として開発されました。1983年には現在
のPPSV23（ニューモバックス）が米国で認可され、2013年にはPCV13(プレベナー）が使用可能となりまし
た。PCV13（プレベナー）のワクチンは成人に対する予防効果、および免疫効果がより期待され、我が国でも
2014年6月に65歳以上のシニアの方にも接種（任意）が可能となりました。
 さいごに：このワクチンの接種方法 
　日本では、２種類の肺炎球菌ワクチンの適切な接種方法が勧められています。現在は、PCV13（プレベ
ナー）は1回のみ可能なワクチン（任意接種）です。PPSV23（ニューモバックス）は定期接種（1回のみ公費負
担）制度を受けることができます。
○PPSV23（ニューモバックス）を以前に受けたことがある既接種者（シニア）の方で今後、PCV13（プレベ
ナー）および、PPSV23（ニューモバックス）の追加接種をお考えの方
○はじめて肺炎球菌ワクチンを受けられるシニアの方で最初にPCV13（プレベナー）を接種後、半年から4年
以内にPPSV23（ニューモバックス）の定期接種をお考えの方
○その他、肺炎球菌ワクチンについてよく分からない方
　当院のホームページでも肺炎球菌ワクチンのご案内させていただいていますが、ご不明な点がありましたら
お気軽にご相談ください。
小児科より
　肺炎球菌は小児の細菌性髄膜炎の20%を占めるといわれる病原菌です。細菌性髄膜炎は、早期発見が難
しく、治療も困難なことが多く、命を落としたり重い後遺症が残ることがある病気です。細菌性髄膜炎にか
かった小児のうち、約半数が免疫力の弱い0歳児のため、早めの予防接種が望まれます。
○小児の肺炎球菌ワクチン〔PCV13（プレベナー）〕の標準的な接種スケジュール
　初回接種として生後2か月から接種を開始して、27日以上の間隔をおいて３回接種します。その後、追加接
種を初回接種３回目後60日以上の間隔をあけて１回行います。
　当院では、小児の肺炎球菌ワクチンは平成23年9月よりPCV13（プレベナー）を開始しています。

　脳卒中は、わが国の死因の第4位を占め、患者数は年々増加
しており平成26年の厚生労働省患者調査では118万人に達し
ています。また介護が必要になる原因の第1位であり、要介護者
の２割を脳卒中患者が占めています。年々ふくれあがる総医療
費の少なくとも6％、高齢者医療費の8％が脳卒中に費やされ、
医療費・介護費という観点からも社会的負荷の極めて大きな疾
患となっています。
　その予防は極めて重要ですが、現実には一般市民の脳卒中
に関する知識は乏しく、生活習慣の改善や危険因子となる高血
圧、糖尿病などの治療が十分に行われていません。
　日本脳卒中協会の調査では、一般市民の6割の方は脳卒中
の危険因子を全く知りません。
　米国においては「脳卒中月間（Stroke Awareness 
Mon t h）」が、英国においては「脳卒中週間(S t r o k e 
Awareness Week)」が設定されて毎年特定の期間に集中的
に啓発活動が行われていますが、我が国において脳卒中に関し
ては集中的啓発活動が行われていませんでした。
　そこで、日本脳卒中協会は、脳卒中に関する知識を広め一般
市民の脳卒中に関する理解を高めることを目的に、平成14年か
ら毎年5月25日から31日を脳卒中週間と定め脳卒中に関する
啓発活動を行なうようになりました。 
 この時期を選んだ理由は 
１）厚生省健康科学総合研究事業　脳梗塞急性期医療の実
態に関する研究により、脳卒中の大部分を占める脳梗塞の
発症が年間では春に少なく6～8月から増加することが明らか
となった。

２）一般に「脳卒中は冬に多い」というイメージがあるので、実は
脳卒中は夏から気をつけなくてはいけないという警告を与え
るためには、その直前である5月の終わりが適切と思われる
から。

 そもそも脳卒中とは・・・ 
　脳卒中という言葉は一般的な用語であり、医学用語ではなく
正式には脳血管障害と言います。脳卒中の卒は卒倒（突然倒
れる）の卒で"突然に"の意味、中は中毒（毒にあたる）の中で"あ
たる"という意味です。脳卒中とは脳の病気で突然に何かにあ
たったようになる（倒れる）ことを意味しているのです。

　特に脳梗塞は発症すると脳細胞がどんどん死滅していって元
に戻らなくなります。よって少しでも早く治療を開始しなければな

りません。
　我が国でも2005年10月より固まった血液を溶かす薬（組織
プラスミノーゲンアクチベータ、t-PA）を使用する血栓溶解療法
ができるようになりました。世界中のガイドラインでもすすめられ
ている方法です。しかしながら発症から4.5時間以内でさらにＣ
Ｔスキャンで梗塞所見がまだ出ていない場合にしか使用できず
実際に治療できる患者さんは限られ、せいぜい新規の脳梗塞
の患者さんの10％弱ぐらいと言われています。
　特に我が国ではこの治療法の施行率が低いことが指摘され
ていますが、それは患者さんがすぐに病院を受診しないことが
原因と言われています。症状が軽いから様子をみる、変わらな
いから翌日受診ではこの治療ができないばかりか、症状が進行
してしまって戻らなくなる可能性も高いのです。
　済衆館病院ではこのt-PAを使用した血栓溶解療法が24時
間365日できる体制を7月より行います。もちろん発症から4.5時
間以内であってもその治療の必要性がなかったりリスクが高い
と判断した場合、治療は行いませんがその判断もできるようにな
ります。また不整脈による脳梗塞予防のための抗凝固薬の一部
（市販名プラザキサ）を内服中に脳出血や出血をおこすような
疾病を起こした際、その薬の効力を止める薬剤も使用できるよ
うになりました。

脳卒中は脳梗塞、脳出血、くも膜下出血に分類されます

さらに脳梗塞はおおまかに次のように分類されます

脳梗塞 ・・・・脳の血管が詰まる

脳出血 ・・・・脳の細い血管が切れて出血

くも膜下出血 ・・・・脳の血管にできた動脈瘤や異常血管が破れて出血

ラクナ脳梗塞 ・・・・脳のかなり細い血管が詰まる

アテローム性脳梗塞 ・・・・脳の太い血管が動脈硬化で細くなって詰まる

心原性脳梗塞 ・・・・心臓にできた血の塊が脳の血管に詰まる

・・・・これらの脳梗塞のなりかけの状態一過性脳虚血発作

どれも出来なかったり、１つでもお
かしなことがあれば早急に救急車
を手配しましょう。
救急隊の判断で済衆館病院もしく
は高次医療機関（重症と考えられ
た場合）に搬送され適切な治療を
受けることができます。

脳梗塞は時間との勝負ですTIME

公益社団法人 日本脳卒中協会 × 日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社

公益社団法人 日本脳卒中協会ポスターより

脳卒中を疑ったら迷わず救急車を呼んでください。

海外ではFASTの施行が推奨されていて国民にも周知されています

「いー」と言いながら口角を上げます。
どちらかの口角が上がらなければ脳梗塞の疑い。

顔面麻痺を確認するFACE

掌を上にして肩の位置まで上げ、目をつむります。
どちらかの腕が下がってくるようであれば疑い。

腕の麻痺やしびれを確認するARM

家族の名前を全員言ってもらうなどでもOKです。
言えなかったり、おかしなことを言っている場合は疑い。

言語の異常を確認するSPEECH

突然この症状があれば一刻も早く救急車を呼んでください

すぐ消えたまひやしびれもすぐ受診してください。

●
●
●
●
●

片方の手足・顔半分の麻痺・しびれが起こる
ロレツが回らない、言葉がでない、他人の言うことが理解できない
力はあるのに、立てない、歩けない、フラフラする
片方の目が見えない、物が二つに見える、視野の半分がかける
経験したことのない激しい頭痛がする
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言えなかったり、おかしなことを言っている場合は疑い。

言語の異常を確認するSPEECH

突然この症状があれば一刻も早く救急車を呼んでください

すぐ消えたまひやしびれもすぐ受診してください。

●
●
●
●
●

片方の手足・顔半分の麻痺・しびれが起こる
ロレツが回らない、言葉がでない、他人の言うことが理解できない
力はあるのに、立てない、歩けない、フラフラする
片方の目が見えない、物が二つに見える、視野の半分がかける
経験したことのない激しい頭痛がする
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認知症が手術でなおる？かも・・・

マンスリー済衆館だより　希望　第125号（2017年8月号）より

知っていたら適切な管理ができる 腎臓病のお話です

マンスリー済衆館だより　希望　第124号（2017年7月号）より

　当院では腎不全の患者さまに対し、幅広く治療を行っていま
すが、腎不全のすべての方が血液透析を必要とするのではな
く、血液透析を行う方はごく一部の方に限られます。それは腎不
全の程度によります。そもそも、腎不全や血液透析とはどのよう
なものなのでしょうか。
　今回は、腎不全と血液透析のお話をします。
 腎臓って何をしているの？ 
腎臓はからだの排水処理場！
　腎臓は血液をろ過して、からだの中にたまった老廃物や水分
をおしっことして体の外へ追い出してくれます。すなわち、腎臓
はからだの排水処理場です。それ以外にも、電解質と言われる
ナトリウム、カリウム、カルシウム、リンなどのミネラルのバラン
スを取り、正常な血圧が保たれるよう血圧の調整をおこない、貧
血にならないよう血液を作る指令を出し、骨を丈夫にするビタミ
ンDという物質を活性化して骨がもろくならないようにします。腎
臓の障害が進みますと腎不全になり腎臓の機能が失われます。
 腎不全って？ 
　排水処理場である腎臓の働きが悪くなると尿が作られなくな
り、老廃物や水分がからだに蓄積します。この状態を腎不全と
いいます。同時に、腎臓の機能も低下します。たとえば、電解質
のバランスが崩れて、カリウムがたまり心臓に悪影響を及ぼすか
もしれません。血圧が上がりやすくなります。貧血にもなります。
骨がもろくなるかもしれません。（骨

こつ

粗
そ

鬆
しょう

症
しょう

・病的骨折）腎不全か
らのこれらの状態は、尿毒症を引き起こします。
 尿毒症って？ 
　腎不全になると、たまった老廃物がからだに影響を与えます。
それは、からだがだるくなる、食欲がなくなる、むくみが出る、呼
吸困難になるなどの症状として現れます。この症状を尿毒症と
いいます。
 治療法は？ 
　腎不全が軽いうちは食事療法により老廃物や水分がからだ
にたまるのを防いだり、内服薬にて老廃物や水分を出しやすくし
ます。また、電解質のバランスを整える薬や貧血を改善する薬を
用います。しかし、排水処理場が完全に操業をストップしてしまっ
たら、食事療法や内服薬による治療をいくら行っても、老廃物や
水分をからだから出すことができません。この時に必要となるの
が「血液透析」という代用の排水処理システムです。血液透析
では機械のろ過装置を用いて、不要になった水分と老廃物を体
から取り除き、必要な成分を体に補充します。しかし、血液透析
はからだの中で24時間365日働く腎臓と違い、2-3日に1度、数
時間だけからだを浄化する治療であり、大半の治療を行ってい
ない時間帯は老廃物や水分がたまる一方です。そのため、2-3
日に1度、決められた時間の治療を続けなければなりません。血
液透析でどれくらい浄化を行うかは、からだの中の腎臓と違い、

体外の機械での治療ですから、われわれが計算して設定を行い
ます。また、からだと血液透析の機械をつなぐシャントと呼ばれる
特殊な血管が必要です。血液透析が必要な方はあらかじめ手
術でシャントを作り身体症状の状況で透析治療が始まります。し
かし、週3回3～4時間程度の透析治療だけでは腎臓機能を補う
ことはできません。
　腎不全の方は、日々の食生活が非常に重要となってきます。
具体的にはカリウムやリン、タンパク質といった栄養素を制限し
た「食事療法」が必要となります。腎不全になるとこれらが排泄
できず、からだにたまって悪さをするため透析療法と食事療法
が必要となります。食事の内容については患者さまの状態に応
じたメニューを管理栄養士がご指導いたします。
　腎不全の時におこる貧血を改善するためには、赤血球の産
生を促進する薬剤（エリスロポエチン製剤）にてコントロールを
行います。骨がもろくなることに対して骨に働くカルシウムの吸
収に大切なビタミンD３製剤が使われます。また、血圧の上昇に
は降圧剤や高カリウム、高リン血症には各々の吸着剤を使用し
ます。
 ご高齢で足腰が悪く、血液透析に通院できない方はどうす
ればいいでしょうか。 
　当院では、血液透析を行う方に限り、ご自宅まで専用車で送
迎をさせていただくサービスを行っております。また、寝たきりで
移動が大変な方に対しては「腹膜透析」といって、ご自身やご家
族がご自宅で行う透析の方法も選択することが可能です。
　軽い腎不全から血液透析が必要な方まで、様々な合併症を
抱える血液透析中の方々に対して幅広く治療を行っています。
治療に精通した各科の専門分野のスタッフと連携対応を行って
います。透析患者さまの救急、急性期治療から回復期、長期療
養までの入院対応および在宅支援まで対応しております。腎疾
患を心配されている方は、まず、腎臓内科外来をお気軽に受診
してください。
　当院、腎透析センターでは透析機器、血液ろ過透析などの
新しい透析法に対応する機器を導入しています。今回は透析
機器の他に血液透析患者さまの全身状態の管理を目的とす
る機器について当院ホームページにてご紹介いたしておりま
す。詳しくはホームぺージをご覧ください。

日本の総人口の1億2691万人中〝慢性腎不全患者数は1,330万人、治療を要するレベルは600万人と
され透析患者数は32万448人″検診で尿たんぱく陽性を指摘された0.5%の方のそのうち５～10%の方
が、いづれ透析治療が必要とされています。 日本腎臓学会、日本透析医学会資料より

医療用体成分分析装置　インボディS10 ポータブル超音波検査装置　Vscan Dual Probe

　特発性正常圧水頭症（iNPH）は「治療により改善する認知
症」として知られています。iNPHが疑われる患者さんは現在
30万人以上いることがわかっています。これはパーキンソン病
の約2倍にあたります。アルツハイマー病からすると少ない割合
ですが、決して無視できる患者数ではありません。
　ただし残念なことに、iNPHという病気は今まであまり注目さ
れていませんでした。そして、診断・治療されないままになってい
ることが多いのです。
　主な症状は歩行障害・認知症・尿失禁で、三徴候と呼ばれ
ています。これらの症状の改善が得られて本人の自立が高ま
れば、介護の負担も軽減され、患者およびご家族のQOL（クォ
リティー・オブ・ライフ：生活の質）の向上を可能とします。なかに
は、劇的に症状が改善するケースもあります。
　最近の研究によってiNPH病態の解明がかなり進んできまし
た。日本では2004年5月に「特発性正常圧水頭症診療ガイドラ
イン」が諸外国に先駆けて発行、2011年に改版が発行、さらに
安全な診療が追求されています。今日では診断技術や専門医
療用具も格段の進歩をとげています。精度の高い診断による外
科的治療（髄液シャント手術）によって、非常に高い割合で症状
の改善が得られるようになってきました。今やiNPHの診断と治
療は様々な医学的活動を通して、欧米をはじめ日本においても
活発になってきています。
 診断について 
❶症状診断

　主に脳神経外科や神経内科などの外来にて行われます。
　専門医師によって、患者の歩く様子を注意深く観察したり、同
伴のご家族からお話をうかがったりしてiNPHの三徴候、歩行障

害・認知症・尿失禁をとらえます。そして歩行障害の程度を測定
したり、認知症の有無・程度を調べる検査を行い、尿失禁につ
いては本人あるいは同伴者に問診で確認します。
❷画像診断

　施設により頭部CTもしくはMRI検査を施行します。一般的に
は脳室（脳の中の脳脊髄液がたまっている場所）が大きく見え
るものを水頭症と呼びますが、脳の萎縮によってそのように見え
たり、逆に大きくなさそうに見えても脳室、くも膜下腔の大きさの
不均衡により水頭症の病態となっている場合があるので、専門
的な診断が必要とされます。
❸脳脊髄液検査

　症状や画像診断によりiNPHの可能性が高いと思われた
場合、画像検査ではあまりはっきりしないが、病歴や症状から
iNPHが疑われた場合などに脳脊髄液を排液する検査（TAP
テスト）を行うことがあります。検査後に症状が一時的に改善す
る場合があり今後の治療方針をたてることができます。また脳
脊髄液に病原になるものが見つかる場合もあります。

　施設により外来で行ったり、入院検査で詳しく調べることもあ
ります。済衆館病院はその診断に力を入れており、TAPテスト
は入院検査で行うことにしております。
 治療について 
　特発性正常圧水頭症（以下、iNPH）は、髄液の流れを良くす
る治療によって、症状が改善します。この手術を髄液シャント術
といい、脳神経外科で施されます。髄液シャント術には主に以下
の方法があり、iNPHの髄液シャント術においては、2つの方法
のうちどれでも目的を果たすことができます。

　これら髄液シャント術は過剰に溜まった脳脊髄液を他の体腔
へ流すことにより、障害されていた脳の機能を戻すことができま
す。このときに、歩行障害や認知症、尿失禁といったiNPHの症
状が改善されるのです。中には、劇的に改善する患者さんもい
らっしゃいます。
　最近のiNPH治療では、腰椎-腹腔シャント（L-Pシャント）が主
流になりつつあり、幾多の研究によってL-Pシャントの有効性と
安全性が検証されています。一番のメリットは、頭部を処置する
必要がないということです。手技による頭蓋内出血のリスクが
なく、頭部の剃毛の必要もありません。しかしながら腰椎の変形
などが強い場合にはL-Pシャントを実施できないこともあります。
L-Pシャントの手術手技も工夫が重ねられ、より患者様に負担の
少ない手技が開発されています。術後の24時間は患者さんを
十分な観察下におきます。頭部と腹部にガーゼを当てて、縫合
部位を覆い、感染から患者さんを護ります。術後に脳室、クモ膜
下腔の大きさの変化を診るために、CTスキャンあるいはMRIを
行います。一般に患者さんは10日前後の入院を必要とします。
退院後にも術後の状態と症状の改善をチェックするために医師
が指示するように定期的に健診することが必要です。運動技能
の回復を図るためにリハビリなどの補助療法を勧められることも
あります。（iNPH.jpから改変）
　済衆館病院では認知症と特発性正常圧水頭症（iNPH）の
鑑別に力を入れております。ご心配であれば脳神経外科の専門
外来（完全予約）を受診してください。もともと認知症と診断さ
れ治療していても鑑別は可能です。かかりつけ医を受診されて
いる場合は紹介状をご持参ください。
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NHK　きょうの健康公式サイトより
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　当院は食材の安全性に細心の注意を払い、日本の食文化の
よさを引き継ぎ、「おいしさ」や「楽しみ」を心に患者様に喜んで
いただける食事を提供しております。
　今回は「日本人の食事摂取基準」を基に、栄養素（たんぱく
質・脂質・ビタミン・ミネラル）について一日にどのぐらい摂ればよ
いのか、お話させていただきます。
 ❶炭水化物 
　炭水化物は糖質と食物繊維から成っています。糖質は主に
米や小麦、芋類などの主食に多く含まれ、身体を動かすエネル
ギーの元になります。
　近頃若い人の間で糖質を制限するダイエットが流行っていま
すが、過度な糖質制限は危険です。なぜなら脳や筋肉は糖質を
エネルギー源としているからです。さらに妊娠中の方が糖質を
制限すると胎児の発育に影響を及ぼしてしまう恐れがあります
ので注意が必要です。
〈炭水化物目標量は次の計算式で求められます。〉
〈計算式〉 炭水化物目標量(kcal)＝

1日に必要なエネルギー(kcal)×50～60％
例）Aさんの場合
1800(kcal)×50～60％＝900～1080(kcal/日)
このため、900kcal～1100kcalは主食で摂ることになります。
 ❷たんぱく質 

　筋肉、臓器、皮膚、
毛髪、血液など人体の
大部分を構成する栄
養素で、主に肉、魚、
卵、大豆製品、乳製品
に多く含まれます。不
足すると筋肉量が減っ
て疲れやすくなったり、
免疫力が低下したりし
ます。過剰になると、た

んぱく質を分解するのに肝臓や腎臓に負担をかけてしまいます。
　表❶からも分かるように、年齢、性別関係なく、たんぱく質の
目標量は同じです。
〈たんぱく質目標量は次の計算式で求められます。〉
〈計算式〉 たんぱく質目標量(g)＝

標準体重(kg)×1.0～1.2(g/日)
例）Aさんの場合
標準体重49.5(kg)×1.0～1.2(g/日)＝50～60(g/日)
 ❸脂質 
　脂質は身体を形成する細胞膜やホルモンの材料です。また身
体を動かすエネルギーの元となります。不足すると細胞膜が弱く
なり、血管がもろくなったり皮膚炎をおこしやすくなったりします。
過剰になると肥満の原因となります。一般的にラードなどの動
物性の脂肪より、オリーブオイルやごま油などの植物性油や、青
魚に含まれる脂肪を摂るほうがよいとされています。ただし植物
性油でもマーガリンやショートニングなどに含まれるトランス脂肪
酸は、動脈硬化や心疾患のリスクを高めるため注意が必要で
す。また、緑黄色野菜などに含まれる脂溶性ビタミンは、油と一
緒に摂る事で体内への吸収が良くなります。
〈脂質目標量は次の計算式で求められます。〉
〈計算式〉 脂質目標量(g)＝

{1日に必要なエネルギー(kcal)×20～30％}÷9
例）Aさんの場合
{1800(kcal)×20～30％}÷9＝40～60(g/日)

 ❹ビタミン、ミネラル 
　「1日に野菜を350g摂りましょう」というフレーズを聞いたこと
があるかと思います。350ｇを目標にすると、ビタミン、ミネラル、
食物繊維が適量摂取できるからです。
　表❷は当院で提供している献立です。野菜や海藻で1日当たり
約350ｇとなっており、栄養価を計算すると、表❸になります。必要
量と見比べてみると、ほぼ満たされているのではないでしょうか。

　ただし、糖尿病や腎臓病をはじめとする食事療法が必要な疾
患をお持ちの方はこの限りではありませんので、医師にご相談く
ださい。
　当院栄養科は入院中の患者様の食事は薬ほど大切

4 4 4 4 4 4 4 4

というこ
とを信念に、お一人お一人の病状と嗜好に合わせてお出しして
います。
　入院患者様の食事は当院職員の手作りです。出汁はかつお節・
サバ節・椎茸など天然の材料を使っています。米は産地が分かるよ
うに単一の銘柄を使用し、野菜は病院周辺の農家の皆様が作ら
れた新鮮な野菜を含め、国産野菜を毎日使用しております。
　また、食事の工夫として飽きの来ないように和洋折衷で家庭
的な料理を取り入れたり、食材の風味・栄養を損なわないように
真空調理をしたりしています。さらには季節感を感じていただく
ために旬の食材を使用
し、四季折々の行事食
を取り入れています。
　また入院中に誕生月
を迎えられた方には普
通食・治療食すべての
患者様に個別に対応し
た誕生食膳をお出しし
ています。誕生食はデ
ザートまですべて心を
込めて手作りし、おいしいと自負しております。
※表❶は厚生労働省「日本人の食事摂取基準（2015年版）」より引用

ご自分のお食事を振り返ってみませんか？ その2
健康な生活のために、わたしは１日に何をどれだけ食べるのが良いでしょうか？ からだに必要な栄養量のお話です

マンスリー済衆館だより　希望　第127号（2017年10月号）より

ご自分のお食事を振り返ってみませんか？ その1
健康な生活のために、わたしは１日に何をどれだけ食べるのが良いでしょうか？ からだに必要な栄養量のお話です

マンスリー済衆館だより　希望　第126号（2017年9月号）より

　近頃テレビや雑誌などのメディアでは、食事についての様々な情報が取り上げられています。どれを参考にした
らよいのか悩ましいところですが、厚生労働省から出ている「日本人の食事摂取基準」よりエネルギーについてお
話させていただきます。
食事の骨子となる栄養計算はどのようにしたら良いのでしょうか？
　厚生労働省から「日本人の食事摂取基準」というものが出ていますがご存知ですか？これは国民の健康の保
持・増進を図る上で摂取することが望ましいエネルギー及び栄養素の量の基準を示しています。当院の食事もこ
れに基づいて作成しています。
　特に高齢の方で「私はもう年だから、食事量は少なくて平気」と思われている方がいらっしゃるようですが、決し
てそんなことはありません。また、年齢、性別の差も気になるところですが、栄養計算は年齢・性別を問いません。す
べて現在の体重に基づき計算するBMI（体格指数）値が基準となります。そこで今回は、エネルギーについてお話
させていただきます。
 エネルギー 
　一日に必要なエネルギーを知るためには、まず自分の標準体重を知ることが重要です。
　BMI(body mass index)値22を「標準体重」といい、統計的に最も病気にかかりにくい体重とされています。
〈計算式〉 標準体重(kg)＝(身長m)²×22
　なお、現在の体重(kg)÷(身長m)²で、自分のBMI値を計算することができます。表❶を参考にしてください。
　前述で出した標準体重から1日の基礎代謝量を算出します。
　基礎代謝量とは、何もせずじっとしていても生命活動を維持するために必要なエネルギー量です。
　例えば、自分の意思とは関係なく活動している心臓を動かすエネルギーです。
〈計算式〉 基礎代謝量(kcal/日)＝基礎代謝基準値(kcal)(表2)×標準体重(kg)
　この基礎代謝量にそれぞれの身体活動レベルを乗じると、1日に必要なエネルギー量が算出できます。
〈計算式〉 1日に必要なエネルギー(kcal)＝基礎代謝量(kcal)×身体活動レベル(表3)
　では、実際に計算してみましょう。
例）身長150cm、身体活動レベルふつうの50歳女性(Aさん)の場合
標準体重　(1.5)²×22＝49.5(kg)　　基礎代謝量　49.5×20.7＝1025(kcal)
1日に必要なエネルギー 1025×1.75＝1793(kcal)  
1日に約1800kcal必要ということになります。

　今回は、「日本人の食事摂取基準」を基に、エネルギーについてお話させていただきました。入院中の患者様に
おいしく全部召し上がっていただけないのなら、栄養計算は無と同じです。いつでも“おいしかった”と言っていただ
ける食事を提供できるよう、努力して参ります。
　次号では、栄養素（炭水化物・たんぱく質・脂質・ビタミン・ミネラル）の内訳をお話しさせていただきます。
※表❶～❸は厚生労働省「日本人の食事摂取基準（2015年版）」より引用
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生活の大部分が
座位で、静的な活
動が中心の場合

座位中心の仕事だ
が、職場内での移
動や立位での作
業・接客等、ある
いは通勤・買い
物・家事、軽いス
ポーツ等のいずれ
かを含む場合

移動や立位の多い
仕事への従事者、
あるいは、スポー
ツなど余暇におけ
る活発な運動習慣
を持っている場合
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たんぱく質の食事摂取基準(％エネルギー)表❶
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米飯160g

茄子の煮物
人参サラダ
キウイフルーツ

朝 食 昼 食 夕 食

魚の野菜味噌焼き
(青身魚60g)

【誕生食膳の一例】
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よく耳にする病名ですが、膠原病とはどんな病気でしょうか？
また最近新聞などで話題になることの多い線維筋痛症とはどんな病気でしょうか？

マンスリー済衆館だより　希望　第129号（2017年12月号）より

年齢と共にだんだん物がぼやけて見える事でお困りではありませんか？
その原因は白内障である事が多いのです

マンスリー済衆館だより　希望　第128号（2017年11月号）より

 ❶白内障とは 
　白内障の原因として多いのが加齢によるもので、一般に加齢性（老
人性）白内障と呼ばれています。初期変化を含めると、40歳代で約
40％、50歳代で約65％、60歳代で75％、70歳代では約85％、80歳
代以上ではほぼ100％に何らかの混濁が認められます。しかし混濁が
ある程度進行し、視力が0.6以下に低下したものを改めて白内障と定
義すると、50歳代で約1％、60歳代で約4％、70歳代で約15％、80歳
代で約40％となります。
　その他の原因として、先天的なもの、糖尿病やアトピー性皮膚炎を
代表とする全身疾患にともなうもの、外傷によるもの、ステロイドを代
表とする薬剤や毒物によるもの、その
他の眼の病気（炎症）に続いて起こる
もの、放射線によるものなどが挙げら
れます。水晶体が濁り始めると、水晶
体で光が散乱するため、霞んだり、物
が二重に見えたり、まぶしく見えるなど
の症状が出現し、進行すれば視力が
低下し、眼鏡でも矯正できなくなります。
 ❷白内障の眼の中はどの様になっているのでしょうか？ 
　白内障は、様々な原因により、水晶体の一部または全体が混濁する
病気です。私たちの眼は、よくカメラに例えられますが、レンズの役割
をするものの一つが水晶体で、直径が約9mm、前後径は約4mmの
凸レンズの形状をしています。水晶体は
水晶体嚢

のう

という透明な薄い膜で包まれ
ています。水晶体嚢の前方の内側には
水晶体上皮細胞があり、細胞分裂を繰
り返して生涯成長を続けますので、年齢
とともに水晶体の体積・重量ともに増加
していきます。
 ❸白内障の検査 
　基本的な検査は、視力検査、屈折検査、眼底検査です
が、細

さい

隙
げき

灯
とう

顕微鏡検査という細い隙間から出る光を眼球
に当てて目の組織をみる検査をすることで、白内障の診
断をすることが出来ます。
 ❹白内障の治療について 
　ごく初期の白内障は点眼薬で進行を遅らせることができる場合もあ
りますが、濁った水晶体を元に戻すことはできません。進行した白内障
に対しては、濁った水晶体を手術で取り除き、眼内レンズを挿入する
方法が一般的に行われます。
 ❺白内障手術について 
　手術は局所麻酔で顕微鏡を使って行います。手術の前に消毒で眼
を洗うため、消毒の刺激感がありますが、手術に入ってからの痛みは
ほとんどありません。
最近の手術は3ｍｍ以下の創

きず

から超音波で振動する吸引管を挿入
し、水で眼内を膨らませながら超音波の振動で水晶体を少しずつ削っ
て吸引除去します（超音波水晶体摘出術）。そして残した水晶体の薄
い膜の袋（水晶体嚢）の中に眼内レンズを挿入する方法が主に行わ
れていますが、進行した白内障は手術が難しく、ほかの手術方法が選
択される場合もあります。
 ❻では、この眼内レンズについてお話します 
　眼内レンズにはいくつかのタイプがあります。ほとんどが小さな切開
から挿入できる生体適合性の良い柔らかい素材（アクリル、シリコーン

など）が使われています。これま
では、主に透明な球面眼内レンズ
が使われていましたが、最近では
視覚の質を向上させるため、着色
（黄色で青色光を抑える）、非球
面レンズが多く用いられるように
なりました。着色・非球面効果は
像のコントラストがよくなり、瞳孔が大きくなる暗い場所で従来の球面
レンズよりは見え方が良くなります。また、多焦点（遠近両用）のレンズ
も開発され、従来の単焦点レンズに対し、遠くも近くも見えるという老
眼対策としての利点があります。ただ、欠点も多々あり、くっきりとは見
えない・変視症が出る・何よりも保険適応外となるため高額な手術費
を要することなどにより、多焦点レンズの普及率はあまり高くないよう
です。
 ❼術後の見え方と注意点 
　無着色（透明な）眼内レンズを挿入された場合は、少し青みがかっ
て見えるという感覚を自覚される場合があります。この現象は特に大
きな害はなく、多くは経過とともに慣れて感じなくなります。着色眼内レ
ンズの場合は青色光を抑えているため、青みがかってみえるという感
覚はありませんが、若年の患者さんの場合は逆に黄色く見えることが
あります。この現象も経過とともに慣れて感じなくなります。
　眼に関連した注意点として、眼底（特に網膜の中心部である黄斑）
や視神経に別の病気が隠れている場合は、手術がうまくいっても視力
が思うように回復しないことがあります。これらの病態は手術の前に
検査をしても白内障で隠れていて分からないことがあります。
　術後管理の注意点として、術後一定期間は医師が処方した点眼薬
をささなければなりません。手術を受けてからしばらくは、眼の圧迫や
不潔なもの（汚れた手や水など）と接触しない様に気を付けなければ
いけません。
 ❽終わりに 
　平均寿命が延長し、高齢者が現役として活躍することの多い現代
社会で、白内障による視力障害は様々なトラブルの原因となります。
高齢化社会が進む現在、白内障は最もありふれた病気の一つとなり
ましたが、白内障手術は高度な医療技術と術式の改良などにより、比
較的安全な手術となったばかりでなく、早期の視力回復・社会復帰が
可能となりました。当院では、患者さまの全身状態や合併症を各科の
専門医と連携しながら白内障の治療を受けていただけます。また、手
術室も外科や整形外科・脳神経外科･口腔外科などと並び、クラス
10000HEPAフィルターで清潔な環境の中で、日帰り手術から短期
入院と患者さまの病状に合わせた対応をしております。
　今年度、当院では術者の眼となり手となる手術用機械の更新時期
となりました。まずこの春には手術用顕微鏡が新しくなりました。国内
で市販されているものとしては最高峰のグレードのもので、眼内の視
認性が非常によく、より手術が安全に行えるようになりました。
　また、手術機械本体もこの秋～冬に新しくなる予定で、最新鋭機に
なります。機械のパフォーマンスが良くなることにより、眼にかかる負担
を低減することが可能となります。
　この機会に眼のかすみや視力低下を感じられた方は、一度眼科を
受診してみてください。視力の回復で明るい日常生活を取り戻せるよ
うに願っております。

 まず膠原病という名前の由来を考えてみましょう 
　膠（にかわ・こう）とは、獣や魚の皮・骨などを水で煮沸し、その溶液
からコラーゲンやゼラチンなどを抽出し、濃縮・冷却し凝固させたもの
です。（デジタル大辞泉より）古来、膠は接着剤などに使用されてきま
した。
　人間の身体は様々な細胞が組み合わさって出来ています。その細
胞同士を結びつけ、臓器の強度を保つ働きをしているのが結合組織
であり、そのなかでも重要な組織がコラーゲンを成分とする膠原繊維
です。この繊維は皮膚、関節、筋肉、血管など全身のいたるところにあ
ります。その膠原組織に病変が生じたものを総称して膠原病と呼んで
います。
　昔より皮膚や関節、肺など全身の臓器に重い炎症性の病像を呈す
る患者さんがこれまで知られている病気ではくくれないこと、およびそ
の患者群に共通の所見（フィブリノイド壊死と言います）が先ほど述べ
た膠原繊維にみられたことから膠原病という疾患群が提唱されまし
た。さらに膠原病は、本来なら異物から身体を守るはずの免疫システ
ムが正常に働かず自分の身体を攻撃する抗体を作る事が原因とも考
えられているために自己免疫疾患とも呼ばれています。
　当初は関節リウマチをはじめとした以下の６つの疾患を膠原病と呼
びました。
　●関節リウマチ ●全身性エリテマトーデス（SLE）
　●皮膚筋炎・多発性筋炎 ●結節性多発動脈炎
　●強皮症 ●リウマチ熱
このうちリウマチ熱は膠原病でないことが判明し、現在膠原病から除
かれています。
　今回は膠原病内科で診ることの多い関節リウマチと、最近難治性
の痛みをきたし増えつつある病気で話題となっている線維筋痛症に
ついてお話したいと思います。
　なお、関節リウマチは膠原病ですが、もうひとつの線維筋痛症は膠
原病ではありません。
 関節リウマチ（以下リウマチ）の成因と診断 
　リウマチ（関節“正確には関節を被っている滑膜という膜“の炎症に
よる痛み）と線維筋痛症（炎症に因

よ
らない筋肉の傷み）、同じ痛みでも

その原因は全く異なります。
　リウマチの炎症がなぜ起きてくるのか、線維筋痛症の痛みがなぜ
起きてくるのかはまだはっきりと解明されていません。リウマチについ
ては自己免疫とよばれる疾患のひとつに位置づけられ、リンパ球など
の細胞やサイトカインとよばれる自らが分泌した物質による関節の破
壊が起き、その結果関節の変形や、なかには肺など全身が侵されるこ
ともあります。
 線維筋痛症の成因と診断 
　「脳が勝手に痛みを作り出している」と表現されることもある疾患
で、日本人女性に非常に多い「肩こり」「腰痛」の延長線上にある疾
患と言われています。
成因はおおまかに下記の３つにくくることが出来ます。

●炎症（風邪、インフルエンザ、肺炎などの感染症やリウマチ、膠
原病などの全身性炎症性疾患や気管支喘息・アレルギー性鼻
炎などのアレルギー性の炎症）

●腫瘍（がん、良性腫瘍など）性疾患　　
●老化（動脈硬化による脳梗塞、心筋梗塞）
最近ではその３つではくくりきれない病気として

▲生活習慣病（糖尿病、肥満、高脂血症、痛風）
▲メンタル（心療内科）的疾患

の２つがあります。

　線維筋痛症の診断はこれまでに炎症や腫瘍ではないことがはっきり
しています。また小児にも線維筋痛症患者さんが少なからずおられま
すので老化が原因とは言えません。
　私の経験から言えば、リウマチの発症後に線維筋痛症を併発する
患者さんはめずらしくありません。一方線維筋痛症発症後にリウマチ
を併発する患者さんは診た経験がなく、それゆえにメンタルとの関連
性が強く疑われます。また肩こりと腰痛の延長線上に位置づけられる
ため生活習慣病と無関係とはいえません。
 治療 
　リウマチの治療薬の中心はＭＴＸ（メトトレキサート）ですが、リウマ
チの治療に革命的変化をもたらしたといわれるのが生物学的（バイ
オ）製剤です。当院においても、❶TNFアルファという関節炎を惹起
する物質の作用を阻害する薬剤❷IL-6という関節炎を惹起する物
質の作用を阻害する薬剤❸リンパ球のひとつであるT細胞の働きを
鈍らせることで関節炎を抑え込む薬剤の3剤がリウマチ患者さんに使
われています。その昔、ステロイドと鎮痛剤でしかリウマチの治療が出
来なかった時代とくらべると、バイオ製剤が多くの患者さまへの福音と
なっていることは紛れもない事実ですが、MTX、バイオ製剤いずれも
免疫抑制剤であるため重篤な感染症のリスクがあり、高齢者など感
染に弱い患者さんへの使用は慎重に行う必要があります。が、問題点
もいくつかあります。
＊生物学的（バイオ）製剤の問題点＊
１）高額なためリウマチの好発年齢である若年から中年の女性がその
恩恵を十分享受できているとは言い難いこと。

２）いずれのバイオ製剤でも３人から４人に１人は有効ではないこと。
３）多くのバイオ製剤はＭＴＸ（メトトレキサート）を併用しないと十分な
効果が得られないことと同時にＭＴＸは使用できない患者さんも少
なくないこと。の3つです。

線維筋痛症の治療薬は
Ⅰ）末梢神経障害性の痛みに使われる薬剤
Ⅱ）一部の抗うつ薬
Ⅲ）睡眠導入薬
Ⅳ）神経痛緩和薬
　Ⅰ）は第1選択として多く使用されていて末梢神経障害性疼痛にき
わめて有効とされるおくすりです。線維筋痛症以外にも糖尿病性神
経障害や帯状疱疹後神経痛などさまざまな疾患で使われています。
■東洋医学的観点から
　東洋医学では病気の内因を「飲食（飲み物と食べ物）七情（おお
ざっぱにストレスのこと）」に求めており生活習慣改善とストレスマネー
ジメントはすべての疾患の管理に不可欠です。
　また東洋医学的には「冷えは痛みに通じる」「通じざればすなわち
痛む」と言い、体を冷やさないこと、便通を整えることが大切といわれ
ています。甘いもの（白砂糖はからだを冷やす作用が強力なため）や
冷たいものの取りすぎは好ましくありません。
■線維筋痛症と運動療法
　そのほか線維筋痛症には運動療法が有効であり、患者さんは動い
ている間は痛みが少ないといいます。しかし本当に体調が悪い時には
動くことすら困難で、むしろ比較的体調の落ち着いているときにいか
に運動を生活に取り入れることができるかがカギといえるかと思いま
す。
　　
以上、簡単な解説ですが皆様の参考になれば幸いです。もし、これら
の病気でお困りであれば専門外来にてご相談ください。
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忘れてはいけない感染症 結核・梅毒・エイズ
感染している人が増えてきています

みなさんは今まで大腸がん検診でどのような検査をされましたか？
今回は最新の大腸CTをご紹介します。

マンスリー済衆館だより　希望　第130号（2018年1月号）より

今までの検査に比べ体への負担が少なくなっています。

　日本では大腸がん（結腸がん、直腸がん）は部位別がん死亡率で女性では1位、男性では3位となっています。大腸がん
は早期に発見し早期に治療を受ければ完全に治すことができる病気ですが、早期の段階では自覚症状がありません。
早期に発見するために、40歳以上の方は定期的に検診を受けることが勧められています。

　日本では大腸がん検診として検便（便潜血検査）が広く行われており、検便で異常が認められた場合二次検査
として注腸検査（肛門からバリウムを入れて大腸の写真を撮る検査）や大腸内視鏡(肛門からカメラを入れて大腸
内を観察する)が勧められています。特に1970年ごろから画質、機能ともに優れた電子内視鏡が普及してからは、
二次検査として大腸内視鏡が一般化しました。
　そして2000年ごろからはＣＴ装置の機能が飛躍的に進化、たった数秒間の息止めで膨大なデータを得ること
ができるようになり、さらにそのデータを高速処理して立体的な３Ｄ画像作成が可能となり大腸ＣＴ検査へと発展
しました。
　最近では大腸がん検診の二次検査として大腸ＣＴを行う施設が増えており、当院でも昨年より大腸ＣＴ検査を
導入しています。
　大腸ＣＴは、カメラを使わずに大腸の病気を診断する新しい検査方法です。
カメラを使わないため、「バーチャル大腸内視鏡」や、「ＣＴコロノグラフィー」「大腸３Ｄ－ＣＴ」などと呼ばれるこ
ともありますが、すべて同じ検査です。
　アメリカでは政府の外郭団体American College of Radiology Image Networkが約600万ドル(日本円
にして約5億円)を投入してナショナルトライアルを行い、その結果が良好であったことから大腸ＣＴが有用な大腸
がん検診法としてガイドラインにも掲載されています。
 ■大腸ＣＴ検査の流れ 
●検査前日は朝から検査食を食べていただき、前日夜
に下剤を内服します。
●検査当日朝からも追加で下剤を内服します。
　便が透明の水のような便になったら検査を始めます。
●検査：まずおしりに腸の動きを止める筋肉注射を打ち
ます。
❶ＣＴの台に横になり、肛門から直径約1cmのチューブを10cmほどいれ、炭酸ガスを注入していきます。
❷仰向け、うつ伏せ、(場合によっては側臥位)の写真を撮ったら検査は終了です。
❸検査室への入室から退室まで約20分程度です。注入する炭酸ガスの量は個人差がありますが、使用する炭
酸ガスは普通の空気にくらべて約150倍体内への吸収が早いといわれており、検査終了後約10分程度でお
なかは楽になります。

 ■大腸ＣＴの長所と短所 
　まず一番の長所としては、注腸検査や大腸カメラに比べて、苦痛が少な

く、短時間で検査が終わることがあげられます。また、何らかの病気で腸管

が細く、カメラの挿入が困難な方にも検査が行えます。他の検査に比べて

問題となる合併症が極めてまれであることも特徴の一つです。また、カメ

ラでは観察しにくい大腸のひだの裏もしっかり観察することができます。

　平坦な病変や5mm以下の小病変は検出されにくい点があげられます。

だたし、一般的に治療が必要とされる6mm以上の病変の多くは診断でき

ます。ただ、細胞の検査やポリープ切除などの治療をすることはできませ

ん。病変があった場合は、後日カメラによる検査や治療が必要なことがあ

ります。またＣＴ撮影に伴い、最低限で安全な範囲の医療被曝があります。

ただ、被曝量は注腸検査より少なく、大腸がんを見つけるメリットと比べる

と問題は少ないとされています。

　どの検査にも一長一短がありますが、今までは「大変につらい」と言われることの多かった大腸検査の選択肢
として、従来よりも苦痛の少ない検査法が一つ増えたことでよろこんでいただける患者さんがおられ、病診連携
でもご紹介をいただく機会が増えてきています。
検診の二次検査や、おなかの調子が悪いなどで大腸検査を希望される方は、消化器内科医師へご相談ください。
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【大腸ＣＴ　ＶＲ像：大腸全体
を観察します】

　結核は結核菌という細菌に感染して起こる病気です。かつて日本では「結核は国民病」といわれるほど蔓延し
て、発病すると死に至る危険も高かった病気ですが、1944年のストレプトマイシンの発見に始まる抗結核治療の
進歩により治癒の望める病気となりました。治療方法の確立や生活水準/栄養状態の向上、公衆衛生対策などに
より、日本での患者数は減少していますが、それでもなお年間に約２万人が新たに発病しており、他の先進国よりも
多い傾向にあります。基本的にヒトからヒトへ伝染する病気で、発病者が咳をしたときに出る細かいしぶきの中に結
核菌が含まれており、それを吸い込むことで感染します（飛沫感染）。感染しても発病する人は10％程度で、多くの
人は感染に抵抗して免疫ができますが、その後、年をとって栄養状態が悪くなったり、免疫力が落ちた時に発病す
ることがあります。結核だけの特別な症状はありませんが、発熱や咳、痰、血痰、だるさ、寝汗などの症状が2週間
以上続くような場合は、早めに医療機関へご相談ください。そして、治療は伝染病ですので完治するまで必ず続け
てください。排菌している場合は隔離治療をすることになります。
　例年では、この時期になると冬に多いとされるインフルエンザ・ノロウイルス腸炎(実は年間を通してみられます)・
RSウイルス感染症などを中心に記事を書いてきましたが、今回はそれら感染症情報の入手方法について述べた
いと思います。その前に最近増加傾向にある気になる２つの感染症について簡単にお話しします。
　１つめは梅毒です。わが国では梅毒感染者が急増しており、平成29年1月から12月31日までに5,770名の新規
感染登録がありました。梅毒スピロヘータは血液や体液中に存在し、主に性交渉や疑似性交渉を契機に感染する
疾患で、末期には失明や中枢神経障害などをきたす恐ろしい病気です。近年は20代の若年層に増加傾向である
ことが特徴です。
　２つめはエイズ(AIDS；後天性免疫不全症候
群)です。エイズはHIVというウイルスが白血球(T
細胞やマクロファージ)に感染することによって引
き起こされます。HIVが白血球の中で増殖し、正
常な白血球が減少するため免疫力(病原体に対
する抵抗力)が著しく低下し、通常では問題となら
ないような弱毒性の病原体にも感染・重症化して
しまいます。HIVはヒトの体液のうち血液・精液・膣分泌液・母乳中に多く排出され、涙・唾液・汗・尿の中には微量
しか含まれません。そのため主な感染経路は｢血液感染｣、｢性交感染｣、｢母子感染(垂直感染)｣となります。保健
所では無料検査を受けることができますので、上記のような感染機会のあった方は検査を受けることをお勧めしま
す。なお、インターネット等で販売されている自己検査キットは、誤判定の可能性がありお勧め致しません。
　さて、院内感染対策の一環として私ども院内感染対策委員は各種学会や研修会への参加、名古屋大学医学
部附属病院や小牧市民病院と連携して相互の視察や情報交換を行っていますが、感染症のリアルタイムの流行
状況や新しい知見はインターネットから入手することが多くなっています。
以下に感染症情報の入手先(ウェブサイト)をご紹介致します。
❶地方公共団体や保健所：専門の感染症情報センターを設置している自治体もあります。
❷厚生労働省感染症情報     
(http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-
kansenshou/index.html):国内の代表的な感染症のみならず、海外における感染症情報もあり渡航時には
チェックされることをお勧めします。
❸外務省海外安全ホームページ
（http://www.anzen.mofa.go.jp/info/search/pcinfectioninfo.html）：海外における感染症について、厚
生労働省よりも詳細に記載されており、渡航時には必読と言えます。
　上記以外にも数え切れないサイトで感染症情報を得ることが可能です。しかしながら、その中には時として誤っ
た情報も存在することも確かです。
　皆さんや皆さんのご家族が発熱したり具合が悪くなった時、さぞかし不安になられることでしょう。巷に溢れる情
報に惑わされず、慌てて医療機関を受診する前に正しい情報を入手しましょう。 
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入院したら様々な不安や悩みが出てきます
そんな時はいつでもご相談ください！

マンスリー済衆館だより　希望　第133号（2018年4月号）より

下肢の血管がムクムクと腫れ上がる（蛇行）下肢静脈瘤に
ラジオ波手術をはじめました 夏になると目立ちますね

マンスリー済衆館だより　希望　第132号（2018年3月号）より

 下肢静脈瘤とはどんな病気か? 
　人間の体には大きく分けて2種類の血管があり、心臓から出た血液を全身へ送る「動
脈」と、全身から心臓へ血液を送り返す「静脈」とに分けられます。下肢静脈瘤は足の
静脈、なかでも体の表面近くを走行している表在静脈と呼ばれる血管が太くなってボコ
ボコと浮き出てくる病気です。
 下肢静脈瘤の原因は? 
　足の静脈は人間が立っているときなど日常の多くの場面では体の下から上
へ重力に逆らって血液を心臓まで送り届ける必要があります。人間の体にはこ
の静脈の流れをスムーズに行うため足の筋肉がポンプの働きをしたり、呼吸に
よって血液を心臓まで吸い上げるなどのしくみが備わっています。しかし、これ
だけではせっかく押し上げた血液が逆流してしまうため静脈には「静脈弁」と
呼ばれる逆流防止の弁がついています。下肢静脈瘤はこの静脈弁が壊れてし
まっているため静脈へ負担がかかることが原因で生じる病気です。具体的には
立ち仕事の方や高齢の方に多く、女性の方では妊娠を契機に発症する方もいらっしゃいます。
 下肢静脈瘤を放っておくとどうなる? 
　下肢静脈瘤は命にかかわる病気ではありませんが、自然によくなることはありません。自覚症状には足の重
だるさや痛み、足がよくつるなどの症状があります。重症の患者さんでは足首付近の皮膚に色素沈着(黒ずんで
くる)が現れ、さらに悪化すれば潰瘍になってしまう方もいらっしゃいます。
 治療法にはどのようなものがありますか? 
❶弾性ストッキングによる保存的治療
　弾性ストッキングと呼ばれるやや締め付けの強い靴下を着用することによって、
足の筋肉ポンプの作用を促し血液が足に滞るのを予防します。
❷静脈の中に薬を注入して固める硬化療法
　静脈瘤の中に瞬間接着剤のような薬物を注入し、血管を固めてしまう治療法です。軽度の静脈瘤には効果
的な治療法ですが、進行して太くなりすぎてしまった静脈瘤には効果が期待できないことがあります。
❸手術治療
　下肢静脈瘤の治療法の中で最も効果的な治療法です。従来は逆流している血管の
中にワイヤーを通し、血管を引き抜いてしまう「ストリッピング手術」を行っていました
が、最近では血管の中にカテーテルと呼ばれる細い管を通し血管を内側から焼いて塞
いでしまう「静脈瘤血管内焼灼術」が広く行われるようになっています。静脈瘤血管内
焼灼術では小さな傷で手術が行え、片足1時間30分両足2時間30分の手術時間がか
かります。局所麻酔で手術が出来るため、術後すぐに歩くことができるといったメリッ
トがあり、2泊3日の入院治療となります。当院では平成30年1月より高周波アブレー
ションカテーテル(ラジオ波)による下肢静脈瘤治療を導入いたしました。特に尾張中部
医療圏(4月より名古屋医療圏に編入)では初めての導入となります。
 最後に 
　下肢静脈瘤は今や日本人の10人に1人患者さんがいらっしゃる身近な疾患です。自覚症状のほか見た目が気
になるなど静脈瘤でお困りの方は血管外科外来までお気軽にご相談ください。地域の皆様のお役に立つこと
が出来れば幸いです。

 あなたの住み慣れた地域でご自分らしい生活を続けるために私たち（地域医療連携室）はサポートしています 
　日本では以前から少子高齢化がすすんでいますが、2025年には国民の5人に1人が75歳以上、3人に1人が65歳以上となる超高
齢社会を迎えることが予想されています。それに伴い医療や介護への需要が増加することが見込まれていますが、病院や施設のベッ
ドには限りがあるのも事実です。
　そこで国としては2025年を目途に、重度の要介護状態となっても可能な限り住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで
続けることができるよう、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステムの構築を推進しています。
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介護が必要になったら･･･

介 護介 護

■在宅系サービス：
・訪問介護・訪問看護・通所介護
・小規模多機能型居宅介護
・短期入所生活介護
・24時間対応の訪問サービス
・複合型サービス
（小規模多機能型居宅介護＋
　訪問看護）等　
■介護予防サービス

通所・入所住まい
地域包括ケアシステムの姿

通院・入院

病気になったら･･･

・地域包括支援センター
・ケアマネジャー

いつまでも元気に暮らすために･･･

生活支援・介護予防

相談業務や
サービスの
コーディネートを
行います。

老人クラブ・自治会・ボランティア・NPO　等

・自宅
・サービス付き
　高齢者向け住宅等

認知症の人

■施設・居住系サービス
・介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・認知症共同生活介護
・特定施設入所者生活介護
　　　　　　　　　　　等

※地域包括ケアシステムは、おおむね
３０分以内に必要なサービスが提供さ
れる日常生活圏域（具体的には中学校
区）を単位として想定

・急性期病院
・亜急性期
・回復期
リハビリ病院

日常の医療：
・かかりつけ医
・地域の連携病院

医 療

●入院から介護保険のサービス利用に至るまでの流れについて
　入院設備を備えた病院では急な病気やケガをしたり、罹っていた慢
性的な病気が悪化したときなど、重篤な病状・症状に対して、外来通
院では対応が難しい場合は入院し必要な検査、治療を行うことになり
ますが、治療が終わり、症状が安定すれば退院となり、基本的には長
く入院することができません（※１）。しかしご高齢ともなると一度の入
院をきっかけにADL（移動、排泄、食事、更衣、洗面、入浴などの日常
生活動作）の低下をきたし、介護が必要な状態となることもあります。
但し、家族だけで介護していくには体力的、時間的に限界があるのも
事実です。そのような時には介護保険における在宅サービス（※２）を
利用し、適切な介護を受けることができます。
●介護保険サービスを受けるためには
　住民票のある市町村に申請（６５歳以上、または４０歳から６４歳で
特定疾病（※３）に該当する人）して“介護や支援が必要な状態であ
る”と認定される必要があります。次に訪問調査・医師の意見書をもと
に審査会を経て、介護が必要な状態かどうか、またどのくらいの介護
が必要であるかの決定がおります。
　その後、介護支援専門員（ケアマネジャー）を依頼して頂き、どうい
うことで困っているのか、どのようなサービスを利用したい／できるの
か課題分析をし、介護支援専門員よりサービス提供事業者へ手配を
かけて頂いた後、サービス担当者会議で利用内容を確認し、利用者
や家族とサービス提供事業者双方の了承を得たうえで介護サービス
計画にもとづいたサービスを利用します。
●医療ソーシャルワーカーにご相談ください
　ここまで入院から在宅サービス利用に至る流れについて、簡単では
ありますが説明をさせて頂きました。しかしながら、入院ともなれば患
者さんご自身、ご家族にとっては様 な々悩みや不安を抱えることもある
かと思います。そのような際は当院MSW（医療ソーシャルワーカー）
までご相談下さい。MSWは病棟毎に配置されており、患者さんご自
身、ご家族の抱える心理的・社会的・経済的な悩みに対し傾聴し、適
用できる制度の紹介や必要に応じて行政、各サービス提供事業所、

施設等と連携をとりながら、退院後の安心した生活を送れるようお手
伝いをさせて頂きます。
　また当法人では介護保険サービスの事業として居宅介護支援事
業所、通所介護、短時間通所リハビリテーション、訪問看護、訪問リハ
ビリを設けていますので、利用をご希望・ご検討される方は各事業所
までお気軽にお問い合わせください。

※１：引き続きリハビリテーションが必要な場合や、医学的管理のもと
に療養が必要な場合など、継続した入院が必要であれば、適切
な病棟へ移る（病院を探す）こともあります。

※２：在宅サービスには自宅で受ける訪問介護、訪問看護、訪問入浴
介護、福祉用具貸与、住宅改修費の支給や通って受ける通所
介護、通所リハビリテーションなどがあります。　

※３：現在、末期がん、関節リウマチ、筋萎縮性側索硬化症、後縦靭帯
骨化症、骨折を伴う骨粗鬆症、初老期における認知症、進行性
核上性麻痺・大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病、脊髄
小脳変性症、脊柱管狭窄症、早老症、多系統萎縮症、糖尿病性
神経障碍、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症、脳血管疾患、
閉塞性動脈硬化症、慢性閉塞性肺疾患、両側の膝関節又は股
関節に著しい変形を伴う変形性関節症が特定疾病の対象疾患
となっています。

 お問い合わせ 
●済衆館介護保険サービスケアプランセンター
　☎0568-26-2156
●済衆館デイサービスセンター
　☎0568-21-1731
●済衆館デイケアセンター
　☎0568-21-0811
●済衆館訪問看護ステーション（訪問看護/訪問リハビリ）
　☎0568-39-5515
お困りの時は、いつでもご相談ください。
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治りにくい四肢など運動器（関節痛など）の痛みでマッサージや薬による治療を3ヶ月以上続けても治療のむずかしい患者さまへの福音
運動器カテーテル治療を始めました

マンスリー済衆館だより　希望　第135号（2018年6月号）より

ご存知ですか？
心臓病に心臓リハビリテーションが有効と

マンスリー済衆館だより　希望　第134号（2018年5月号）より

 心臓の病気をしたらリハビリテーションにより少しでも快適で再発しない生活を目指したいですね 
　心臓病にかかったらなるべく心臓に負担をかけないように安静にして過ごす方がよいと考えている方も多いのではないでしょうか。
また患者さまご自身も発作への不安や動くと苦しいという自覚症状から必要以上に運動量が減少してしまっている場合も多いよう
です。
　もちろん心筋梗塞直後やコントロールできていない狭心症、不整脈などの診断がつき、治療により安定した状態になるまで医師か
ら安静を指示されている場合など運動が制限されることもありますが、最近では心臓の病気にかかったらなるべく治療の早期から心
臓のリハビリテーションを開始して運動能力（運動耐容能）の低下を防止し、更に改善させることで、症状を緩和し長期予後を改善
できることが分かってきています。また多くの心臓の病気では動脈硬化のもととなる危険因子（高血圧、糖尿病、高脂血症、肥満、喫
煙など）が病状の悪化や再発に大きく関係していることが分かっており、その危険因子のコントロールや動悸や不整脈に関連してい
る自律神経の安定化も心臓リハビリテーションの目標となります。
心臓リハビリテーションはその実施時期から急性期、回復期、維持期に分類されます。

●急性期リハビリテーション
　心臓疾患を発病したり増悪したりして入院後、なるべく早い時期から急性期の治療と並行して行われ、段階的にリハビリでの活動
量を増やしていきます。日常生活の自立が目標となります。
●回復期リハビリテーション
　主に入院監視下～外来監視下（リハビリ室）で行われる回復期早期と外来監視下～在宅非監視下で行われる回復期後期とにさら
に分類され、回復期早期では主に入院中に運動耐容能（どれだけ運動できるか）の評価をした上でそれぞれの方に適した運動強度で
の運動を段階的に進めていくほか、栄養指導、生活指導を含め今後の生活について総合的に評価指導を行い退院、家庭復帰を目指
していきます。回復後期では社会復帰や復職を目標として運動療法や今後再発を防ぐ取り組みを外来や自宅で進めていきます。
●維持期リハビリテーション
　生涯にわたる快適な生活の維持を目的に行われ、在宅あるいは地域の運動施設などで運動療法を維持する一方再発予防のた
めの食事療法や禁煙を続けます。
　当院に心不全などにて入院された方の急性期、回復早期、回復後期、維持期の心臓リハビリテーションはもちろんの事、近隣の三
次病院で急性期の治療および急性期心臓リハビリテーションを受けられた方々の回復期、維持期での心臓リハビリテーションについ
ても医師、看護師、理学療法士、薬剤師、栄養士、臨床検査技師を含めたチームで対応し、地域の皆さまの心臓疾患罹患後の予後
の改善を目指し今後も力を入れていきたいと考えております。

 心臓病を患い、元の生活により早くより良く戻るために 早期のリハビリテーションが望まれます 
　心臓リハビリテーションのイメージと言っても、整形外科や脳卒中後のリハビリテーションと違い、外見では見えにくい疾患なのでな
かなかイメージしづらいと思います。しかし、心臓疾患により心臓の機能が低下すると、身体の隅 ま々で十分に血液を送り出すことがで
きなくなり、特に活動量が上がれば上がるほど筋肉に多くの酸素を送る必要があるため心臓が弱くなれば疲労感が増し、活動量が制
限されることにより運動機能も低下し体力が衰え、ますます活動量の低下を招いてしまいます。心臓リハビリテーションは、社会復帰や
職場復帰の前に、低下した体力を安全な方法で回復させながら生活面での栄養状態と服薬状況の確認を行い、精神面でも自信を
つけていただくことが目的となります。
●心臓リハビリテーションは安全なのでしょうか？
　豊富な根拠に基づいて、現在では日本・米国・欧州の関連学会の疾病診療ガイドラインにおいて、心臓リハビリへの参加は「実施
すべき治療」として推奨されており安全です。更に「全ての急性冠症候群・冠動脈バイパス術(CABG)術後・冠動脈インターベンショ
ン(PCI)術後患者は外来心臓リハビリテーションに紹介されるべきである」と強調されています。わが国における心臓リハビリテー
ションの実施状況に関する全国実態調査はこれまでに2回実施されており、2009年に実施された全国実態調査では、循環器専門
医研修施設597施設のうち外来心臓リハビリテーション実施施設は2004年の9％から21％へと増加し
ていましたが、冠動脈インターベンション(PCI)実施施設の96％に比べると依然として著しく低率となっ
ており、ガイドラインで推奨されている患者教育プログラム、個別的運動処方、呼気ガス分析による運動
耐容能評価などの実施率も14～23％と低率と報告されています。すなわち、わが国において心筋梗塞
（AMI）の在院日数が大幅に短縮したため入院中の心臓リハビリテーション実施が困難になっている一
方で、退院後の受け皿となるべき外来心臓リハビリテーションの普及が追いついていない状況が明
らかである事から、当院でも心臓リハビリテーションを積極的に進めるとともに、近隣の三次救急とも連
携し退院後の外来患者さまを幅広く受け入れ、この地域の中核病院としての役割を担ってまいります。
　心臓リハビリテーションをご理解の上、担当医と相談していただき、積極的に包括的な心臓リハビリ
テーションを行って１日も早く快適で再発しない生活を送っていただけるよう願っております。

参考文献：米国心臓病学会(ACCF/AHA)の二次予防ガイドライン2011年版

　慶応大学出身の奥野祐次先生（現在横浜で奥野クリニックを開業）が考案された治療法で「運動器カテーテル治療」という
方法です。
　これまでカテーテルで痛みをとるという治療法はありませんでした。しかし奥野先生が考案された動脈から薬剤による塞栓術
（薬剤によって炎症で生じた余分な血管の血流を抑えること）を行うことで、難治であった痛みが改善されることがわかりまし
た。最近テレビをはじめとしたメディアに取り上げられて注目されている治療法です。東海地方ではまだ行われていません。（横
浜、大阪のみ）。この運動器カテーテル治療の適応とされる疾患は肩関節周囲炎をはじめとした慢性疼痛で、肩だけではなく、
肘、手首、膝などの関節領域の疼痛にたいしても効果があることがわかってきました。
　当院ではIVR（カテーテル治療）専門医が2017年4月から着任し、この運動器カテーテル治療を準備してきました。現在この
治療法は保険適応ではありませんので、すべて自費の治療となります。

 どのような方が対象でしょうか？ 
●肩の痛い患者さま
　肩関節周囲炎である四十肩や五十肩は発
症時、初期の疼痛（夜間痛、安静時痛、動作
時の痛み）や関節の動きの制限がおきます。
この痛みは治療等により徐々に減少していく
のが通常の経過です。
　しかし、患者さまの一部には、3ヶ月以上治療を受けているに
もかかわらず疼痛が持続する方がみえます。このような慢性化
した痛みを慢性疼痛といいますが、現状では痛み止め（鎮痛
薬）を服用する方法しかありません。この疼痛に対する新しい治
療として運動器カテーテル治療が考案されました。
　痛みのある肩の側の手首の動脈からカテーテルを使用して
薬物を含んだ塞栓療法を行います。再発は無いとされていま
す。(非保険適応で27万円程度の費用がかかります。）
●指の腫れと痛みのある患者さま
　手指での関節の病気はいろいろあります。有名なのはリウマ
チ性関節炎で、特徴は指先から遠い関節に炎症を起こします。
　その他では指の最も先端の関節の腫脹と痛みを起こすヘ
バーデン結節（病）や、先端から二番目の関節に腫れや痛みを
起こすブシャール結節（病）があります。ヘバーデン結節（病）
や、ブシャール結節（病）は有効な治療法がありませんが、運動
器カテーテル治療がこのヘバーデン結節（病）や、ブシャール結
節（病）に有効です。（長いカテーテルを使用しないので費用は4
万円ほどで行えます。）

以上、通常の治療で改善しない慢性疼痛が対象となります。

 橈骨動脈からのカテーテル治療の様子 
　血管造影室にて、症
状のある側の手首ある
いは肘の動脈から穿刺
してカテーテルを肩の
血管に進めて薬剤を注
入しています。

 本治療法の疼痛緩和のしくみ 
　近年になって疼痛部位に生じた異常な微細血管とそれに伴
走する神経が痛みシグナルの原因であるとする仮説がありま
す。スウェーデンの整形外科医アルフレドソンらは慢性化した各
種腱炎について超音波診断装置で観察される血流信号の増
加と痛みの関係を指摘し、これらの症状に対して超音波診断装
置で確認される血管内に硬化剤を投与することで血流を遮断
し、疼痛の緩和が得られたことを報告しています。

該当の症状でお困りの患者さまは担当医師（かかりつけ医）へ
ご相談いただくか、当院の外来にお問い合わせください。

 近隣医療機関の先生方は 
地域医療連携室（0568-21-1732）へお問い合わせください。

 患者さまは 
整形外科外来（0568-21-0811（代表））へお問い合わせくださ
い。

色々な検査・治療をしてもなかなか治らない！むずかしい手足の痛みにお困りの方。
お役に立てるかもしれません。少し読んでみられませんか？

外来に奥野祐次著の「長引く痛みの原因は、血
管が9割」（ワニブックスPLUS新書132）を置
いています。
読書希望の方はお申し出ください。

● 肩・肘関節：肩関節周囲炎、肘関節上顆炎
● 手領域ではヘバーデン結節やブシャール結節
　　・ヘバーデン結節：
            親指から小指のDIP（第1）関節変形
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下記領域における慢性疼痛のある病気
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第1関節の痛み・腫れ
へバーデン結節（病）

第2関節の痛み・腫れ
ブシャール結節（病）
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赤ちゃんから高齢者まで 私たちは皆ワクチンで守られています。
私の家族は大丈夫？？うっかり忘れていないか、今一度確かめてみましょう！

マンスリー済衆館だより　希望　第137号（2018年8月号）より

若い時より気を付けていれば予防できる「外反母趾」
ハイヒールを長時間履くことによって起こる病気

マンスリー済衆館だより　希望　第136号（2018年7月号）より

　もともと外反母趾は草履や下駄を使用していた日本人にはあまり見
られず靴の歴史の長い欧米人に多い病気でしたが、靴の普及した現
代では日本でも急速に増えています。
　足の母指（親指・母趾）の先が人差し指（第2趾）のほうに「くの字」
に曲がり、それによってつけ根の関節の内側の突き出したところが痛
みます。その突出部が靴に当たって炎症を起こして、ひどくなると靴を
履いていなくても痛むようになります。また母趾が変形し、痛みがない
けれど母趾が第２趾と重なり第２趾が上を向いたり、変形して第２趾や
足の裏に魚の目が出来て痛みが出るという場合もあります。
　外反母趾の一番の原因は靴を履くことです。幅が狭くつま先が細
くなった靴を履き続けると母趾のつけ根から先が圧迫されて変形しま
す。ヒールの高い靴は指のつけ根にかかる力が増えてさらに変形を
強くします。10歳代に起こるものは母趾が第２趾より長かったり、生ま
れつき扁平足ぎみであったりすると外反母趾になりやすい特徴があり
ます。最も多い中年期のものは履物に加えて、肥満と筋力低下などに
よって起こります。
　健常な足には縦のアーチだけでなく横のアーチがあります（左図）。
外反母趾ではこれらのアーチが崩れて扁平足・開帳足になると、中ほ
どにある母趾の中足骨が扇状に内側に開き、それから先の指は逆に
靴で外側に圧迫されて「くの字」に曲がる変形がおこるのです。

 予 防 
１．母趾のつけ根はフィットして先はゆったりとした履物を選ぶ。ただブ
カブカで靴の中で足が動くようではいけません。靴擦れになります。

２．足の指のすべてを開く（グ、チョキ、パー）ような、指の体操を毎日行
い足の筋肉の動きをよくしておくことが大切。

３．母趾と第２趾の間に装具をはめる。
※特に若い女性はファッションの一環としてヒールの高い靴を履きた
いと思いますが、長時間履き続けることが外反母趾を助長すること
になりますので、長い時間履き続けることや連日履くことはなるべく
避け、履いたあとは足の指を開く運動をしっかりするなど（２，３）予防
をして頂きたいと思います。ファッションも良いですがひどい外反母
趾になると歩きにくくなったり将来的には見た目も悪くなります。

 治 療 
１．テーピングや装具で固定する
２．リハビリで足の筋肉をやわらかくする
３．消炎鎮痛剤で痛みを和らげる
ただしこれらの治療は症状緩和や更なる悪化を防ぐことが目的であっ
て根本的に変形を直すことは困難です。

 手 術 
　変形が進むと指についている筋肉も変形を助長するように働き、体
操や装具ではもとに戻らなくなります。痛みが強く、靴を履いての歩行
が辛くなると手術が必要になります。
　外反母趾の手術法にはいろいろありますが、最も一般的なのは中
足骨（指よりも足首に近いところの骨）を骨切りして矯正する方法で、
変形の進行程度により方法も異なります。当院でも矯正骨切り手術を
行っています。入院していただき半身麻酔下に1～２時間の手術を行
います。変形が高度で母趾と第２趾が重なってしまい第２趾も変形を
きたしている場合はその指に対しても何らかの手術を加える必要があ
ります。手術の翌日からは踵をついて移動が可能です。その後は足の
先の部分に体重がかからないようにするための特殊なサンダルを履
いて歩行していただきます。従来の靴が履けるようになるには2～3ヵ
月ほどかかります。手術後は再発防止のためにつま先が広めな靴を履
く方がよいです。

　初期の症状ではテーピングや足のストレッチ、靴の選択である程度
の回復が見込まれます。今はインターネットが普及しておりテーピング
やストレッチの仕方なども検索できます。他に通院しているけれど改善
しない場合や変形が重度な場合は手術療法も検討できますので整
形外科外来にてご相談ください。

外反母趾の方はどんな靴を選んだらよいでしょうか？
そのサポートを私たち義肢装具士はさせていただいています。
　外反母趾用の足底装具（アーチサポート）の製作でもっとも私
達が注意していることは、使用される方に応じた適切な足底アー
チの再現（崩れたアーチの修復）と保持です。
　製作の際に私たちはさまざまな方法で患者さまの足の形状を再
現し、崩れたアーチを正しく保たれるように修正し足底装具（アー
チサポート）を提供させていただいております。
　極端に高すぎるアーチや、アーチの位置がずれている足底装具
（アーチサポート）を使用していると痛みを助長したり、水泡（水
ぶくれ）ができたりします。逆にアーチが低すぎるものでは良い
アーチの修復効果を生むことができません。
　また、足底装具（アーチサポート）と併用する靴も非常に重要
で、基本的にはつま先と靴底がゆったりした幅広の靴が良く、ある
程度靴の本体がしっかりしたもので足が靴の中で遊ばないように
紐やマジックベルトでしっかり固定できるものが望ましいといえま
す。その他には、靴の差高（つま先と踵の高低差）が１㎝以上、３
㎝以内が理想的です。
　ハイヒールのように差高のありすぎる靴は姿勢を崩し外反母趾
を助長しますので、どうしても履かなければならない
時以外は避けていただいたほうが良いでしょう。

 ワクチン接種の意義 
　ワクチンとは、病原体（ウイルスや細菌）あるいは病原体の出
す毒素の毒性を弱めたり、なくしたりしたものです。
　これを接種しておくと、病気を発症せず、病原体に対して体の
中に免疫の記憶を残すことが可能になります。
　つまりワクチン接種により、あらかじめ免疫記憶をつけておけ
ば、いざ本当の病原体が体の中に入ってきたときに、素早く免疫
によって体が守られ、病気にかからずにすむというわけです。
　現在ワクチンで予防できる病気は、20種類以上あります。
【ウイルス感染症】
　B型肝炎・ロタウイルス胃腸炎・麻疹・風疹・おたふくかぜ・水
痘・日本脳炎・ヒトパピローマウイルス感染症・インフルエンザ・A
型肝炎・狂犬病・黄熱・ポリオ
【細菌感染症】
　肺炎球菌感染症・百日咳・結核・髄膜炎菌感染症・インフルエ
ンザ菌ｂ型感染症・ジフテリア・破傷風・腸チフス・コレラ
 ワクチンによる個人防衛と社会防衛 
　個人防衛：ワクチンを受けた人がその病気から守られる。
　社会防衛：多くの人がワクチンを受けることによって社会全体
からその感染症が減り、結果としてワクチンを受けてない人たち
も病気から守られる。
 ワクチンと医療経済 
　ワクチンにかかる費用は、ワクチン接種せずに病気にかかって
しまった際の検査や治療にかかる費用に比べて圧倒的に安くす
むことが分かっています。
 自然に感染した方がいいのでは？ 
　麻疹や水痘などの感染力の強い感染症では、一度かかってし
まえば一生続く免疫ができるので二度とかからないと考えられ
ています。
　そこで、ワクチンを接種せずに自然にかかってしまえば、その
方がより自然で良いのではと考える方もいるかもしれません。自
然にかかった場合は、強い免疫を獲得できることが多いですが、
一方で病気を発症することによって、ときに起こるいろいろな合
併症（脳炎や肺炎など）を起こす危険もあるわけです。また、自
分が病気にかかることにより、周りの人にその病気を広げてしま
うこともあります。
　したがって、自然にかかり合併症を起こすリスクと、ワクチン接
種により自然感染を避けることができるメリットを考えれば、やは
りワクチンで予防できる病気はワクチン接種で予防するのが最
善の方法であると言えるでしょう。
 ワクチン接種のメリット 
　ワクチン接種が普及して感染症自体が減少してくると、ワクチ
ンで感染症を予防することのメリットは見えにくくなってしまいま
す。一方副反応などのワクチンのデメリットが目立つようになっ
てクローズアップされやすくなります。
　ワクチンで予防できる病気が増えた現在、ワクチンの意義に
ついて正しく理解して、ワクチンのメリットとデメリットについて冷
静に判断する必要があります。
最近流行にて注目された麻疹（はしか）ワクチンについて
麻疹　麻疹は空気感染を起こす感染力の強い麻疹ウイルスの
感染により引き起こされる病気です。二峰性の発熱、咳、体の発

疹などの症状を起こします。合併症として肺炎や脳炎などを起
こすこともあり、後遺症を残したり死亡することもあります。
東南アジアを中心に流行しており、世界では今でも毎年約16万
人が麻疹で亡くなっています。
麻疹ワクチン　生ワクチンであるため妊婦には使用できませ
ん。
接種後は2カ月間避妊が必要です。
生ワクチンであるため接種後は1カ月間他のワクチン接種がで
きなくなります。
ワクチン製造過程でニワトリの胚細胞を使用していますが、卵の
タンパク質の含有量は極めて少ないため卵アレルギーがあって
も接種可能です。
現在の定期接種　1回目：1歳　　2回目：年長（5～6歳）
麻疹ワクチンと患者数　日本では1978年麻疹ワクチンの定期
接種（1回接種）が開始され、2006年には2回接種になりまし
た。
2008年1万人を超える麻疹の流行があったため、ワクチン2回
接種徹底のために特別処置（2008年～2013年まで）として中
学1年生、高校3年生を対象にワクチン接種実施されました。
これにより2015年には麻疹患者は年間15人にまで激減しまし
た。
しかしその後も海外からの持ち込みによる散発的な流行が見ら
れています。
麻疹ワクチンの効果　免疫獲得率：1回接種後93～95％　2回
接種後97～99％
愛知県での今年の流行でも感染者の多くがワクチン未接種あ
るいは1回接種のみでした。
妊娠を希望される女性およびご家族・パートナーの方へ
　妊娠中に感染すると母体が重症化したり、胎児に感染して流
産や早産のリスクになる感染症がいくつかあります。その中には
ワクチンにより予防できる感染症もあります。妊娠を希望される
女性はあらかじめこれらのワクチンを接種しておくことが、元気
に赤ちゃんを産む上で非常に重要です。
　ただし、妊娠中に生ワクチンを接種することはできません。（イ
ンフルエンザワクチンなど一部の不活化ワクチンは妊娠中も接
種可能な場合があります）
　そのため、生ワクチンで予防できる感染症（麻疹や風疹、水
痘など）については、特に妊娠前に免疫をつけておく必要があり
ます。母体が事前に免疫をつけておくことは、生まれた乳児の感
染または重症化を予防することにもなります。
　また、妊婦のみならず、乳児を囲む家族（配偶者や同居され
ている方）も免疫をつけておくことが重要です。

　ワクチン接種についてご不明な点がありましたら、かかりつけ
の医師にご相談ください。
　また、一般社団法人プライマリ・ケア連合学会のホーム
ページに『こどもとおとなのワクチンサイト（https://www.
vaccine4all.jp/）』が開設されていますのでご参照ください。
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内閣総理大臣  安倍晋三氏を蘇らせた救いの治療法のご紹介です
その病気はIBD（炎症性腸疾患）です

マンスリー済衆館だより　希望　第139号（2018年10月号）より

脳卒中っていつの季節に多いの？

マンスリー済衆館だより　希望　第138号（2018年9月号）より

　前回の「脳卒中週間って知ってますか？」では脳卒中週間は
毎年5/25～31であるとお伝えしました。日本脳卒中協会は、脳
卒中に関する知識を広め一般市民の脳卒中に関する理解を高
めることを目的に、平成14年から毎年5月25日から31日を脳卒
中週間と定め脳卒中に関する啓発活動を行なうようになりまし
た。 
　この時期を選んだ理由は
　１）厚生省健康科学総合研究事業　脳梗塞急性期医療の
実態に関する研究により、脳卒中の大部分を占める脳梗塞の
発症が年間では春に少なく6～8月から増加することが明らかと
なった。
　２）一般に「脳卒中は冬に多い」というイメージがあるので、実
は脳卒中は夏から気をつけなくてはいけないという警告を与え
るためには、その直前である5月の終わりが適切と思われるか
ら。 
　しかしながら最近の研究によると重症や高齢者の脳梗塞は
秋から冬に多くなることがわかってきました。

そもそも脳卒中とは・・・
　脳卒中という言葉は一般的な用語であり、医学用語ではなく
正式には脳血管障害と言います。脳卒中の卒は卒倒（突然倒
れる）の卒で"突然に"の意味、中は中毒（毒にあたる）の中で"あ
たる"という意味です。脳卒中とは脳の病気で突然に何かにあ
たったようになる（倒れる）ことを意味しているのです。
　脳卒中は脳梗塞、脳出血、くも膜下出血に分類されます。
脳梗塞・・・脳の血管が詰まる
脳出血・・・脳の細い血管が切れて出血
くも膜下出血・・・脳の血管にできた動脈瘤や異常血管が破れて
出血
さらに脳梗塞はおおまかに次のように分類されます。
ラクナ脳梗塞・・・脳のかなり細い血管が詰まる
アテローム性脳梗塞・・・脳の太い血管が動脈硬化で細くなって
詰まる
心原性脳梗塞・・・心臓にできた血の塊が脳の血管に詰まる
一過性脳虚血発作・・・これらの脳梗塞のなりかけの状態
　特に脳梗塞は発症すると脳細胞がどんどん死滅していって元
に戻らなくなります。よって少しでも早く治療を開始しなければな

りません。
　我が国でも2005年10月より固まった血液を溶かす薬（組織
プラスミノーゲンアクチベータ、t-PA）を使用する血栓溶解療法
ができるようになりました。
　済衆館病院でもこのt-PAを使用した血栓溶解療法が24時
間365日できる体制を整え、2017年の後半の半年だけでも15
例の患者さんにその治療を行いました。中には劇的に症状が
改善し症状がなく通院が可能になった患者さんもみえます。ま
たt-PAが無効であったり使用ができない患者さんに対して、カ
テーテルによる血栓回収療法も行う事ができるようになりました
（当院でできない場合は高次医療機関に転院搬送）。
　済衆館病院の脳卒中関連の入院患者さんは2016年に比べ
2017年は約1.5倍になりました。それは地域の皆さんが脳卒中
を身近に感じ、早く病院に受診するようになったからに他なりま
せん。
　暑い時期もまだ続くと思われますので熱中症対策と同様、水
分の補給もこまめに行うことが脳卒中の予防にもなります。
　しかし脳卒中を疑ったら今までと同様に迷わず救急車を呼ん
でください。

 脳卒中のリハビリテーションについて 
　脳卒中になると、様々な後遺症が残ることがあります。例え
ば、手足が動きにくくなる、言葉がしゃべりにくくなる、食事が食
べにくくなるなどです。こういった症状に対し、動きを良くする訓
練や、助けになるような方法・道具の情報提供を行う事がリハビ
リテーション科の役目です。理学療法士は主に歩行などの基本
的動作の獲得を、作業療法士は応用的動作や生活に必要な日
常的動作の獲得を、言語聴覚士は嚥下機能などの食事動作
や言語機能の改善を担当します。それに加え、上肢ロボットリハ
※1（ReoGo-J）、機能的電気刺激（IVES）、ドライブシミュレー
ター、吊り上げ免荷式トレッドミルなどの設備を利用し、最新の
ニューロリハビリテーションを実施していることが済衆館病院リ
ハビリテーション科の特徴です。また、退院前の在宅訪問や、退
院後はデイケア・訪問リハビリなどを実施しており、急性期から
生活期まで幅広い病気の患者さまに対応しています。脳卒中の
後遺症でお困りの方は、脳神経内科・脳神経外科の医師にご相
談ください。
※1  ロボットリハにつきましては、病院ホームページをご参照く
ださい。

季節ごとの脳梗塞患者割合
脳梗塞患者全体では季節別発症率に目立った差はないが、高齢者・心原性脳塞
栓症・重症例では比較的寒い季節の発症が有意に多くなります。
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炎症性腸疾患（IBD）の疫学・治療について
　炎症性腸疾患 (IBD：Inflammatory Bowel Disease) ですが、一般的に潰瘍性大腸炎 
(UC：Ulcerative colitis) とクローン病 (CD：Crohn’s disease) を示します。
　あまり馴染みのない病気だと思いますが、著名人の患者さまに安倍首相がいます。安倍首相
は潰瘍性大腸炎患者さまで、中学校3年生の時に発症しています。現在は内服薬で治療を継続
していて、症状もほとんどないということです（消化器のひろば 日本消化器病学会の健康ニュー
ス 2012. 秋号）。安倍首相のように多くの患者さまは10～20歳代という若い時期に発症し、症
状は下痢、腹痛、血便などが繰り返されます。腸に潰瘍ができ（図1）、それが治りきらず慢性的な
炎症が続きます。現在の医療でも完全に治癒することができず、一生にわたり治療が必要なので、国の難病に指定されて
います。
　欧米では古くから多くの患者さまがいました
が、日本では1970年までは非常に稀でした。
しかし1970年以降、急激に患者数が増加し、
今後も増えていくと予測されています。現在の
日本にはUC患者さまが16万人、CD患者さ
まが4万人で（図2）、特にUC患者数は米国
に次ぐ世界第2位となっています。
　IBDのはっきりとした原因は不明ですが、
病気の発症や悪化に関係する要因は判って
きています。遺伝的にIBDになりやすい人が
いて、その人に病気の発症を促す因子が加わると、
免疫や腸内細菌叢に変化が生じIBDが発症すると
考えられています。1970年以後日本では急激に患
者数が増えました。1970年以前と以後の日本人に
遺伝的に大きな差はないので、1970年以後、日本人
を取り巻く環境の変化がこの病気の発症に大きく関
与していると考えられています。1970年以後の大き
な変化の1つに衛生環境が改善したことがあります。
衛生環境が良くなり、乳幼児期の感染症が低下する
と、免疫性疾患（気管支喘息・花粉症などの病気、
IBDも含まれます）が増加すると言われています（衛
生仮説）。その他に食の欧米化（蛋白質・脂質の摂
取増加、食物繊維の摂取減少）、薬剤（抗生物質、鎮痛薬、経口避妊薬など）の使用の増加、環境汚染や喫煙習慣などが
挙げられます。（表1）
　IBDの治療ですが、まず内科治療（薬物・栄養療法）を行います。しかし内科治療を行っても腸にできた潰瘍が治らない
場合、腸穿孔（腸に孔があく）を起こした場合には外科的に腸を切除します。
　1900年代は使用できる薬剤は5-アミノサリチル酸製剤、ステロイド製剤、抗生剤、成分栄養剤だけでした。これらの治療
では良くならない患者さまも多く、長期間入院や手術を受ける患者さまが多数いました。2000年以降、多くの新薬や新しい
治療法が開発されてきました。（表2）

　以前に比べ、患者さまの多くが入院や手術を受けずに外来で治療が可能とな
り、患者さまの生活の質（Quality of life）は大きく改善しました。しかしまだ完全
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このたび、抗
（血液サラサラ薬）

血栓薬カードが出来ました

マンスリー済衆館だより　希望　第141号（2018年12月号）より

今や、あなたも私も糖尿病？

マンスリー済衆館だより　希望　第140号（2018年11月号）より

この様な症状が出てきた方や症状は無いけれど血糖値が高いと言われた方それは糖尿病かもしれません。
糖尿病は、1型糖尿病・2型糖尿病があります。まずその説明をします。
■ 1型糖尿病とは
膵臓がインスリンを作れないタイプで子どもや若年者に多いです。急激に発症し症状の悪化も急速です。
■ 2型糖尿病とは
インスリン（血糖値を下げるホルモン）の分泌が少なかったり、働きが悪く過食・運動不足・肥満・ストレスが引き金と
なり発症するタイプです。緩やかに発症し、進行もゆっくりです。日本人の糖尿病患者さんのうち約90％の方が2
型糖尿病と言われています。
■ その他にも
他の病気あるいは薬剤によって引き起こされるタイプの糖尿病や妊娠によって糖代謝異常が起こされるタイプの
「妊娠糖尿病」があります。

 糖尿病治療はまず「食事療法」と「運動療法」です　その日から始めましょう！！ 

その上で糖尿病の程度により内服薬やインスリン療法となります。専門医※の指導のもとに治療を行ってくだ
さい。※日本糖尿病学会のホームページで検索できます。
 糖尿病を放置してしまったらどうなるの？ 
自覚症状が少ない期間に、ただ放置したら恐ろしい合併症（脳卒中・心筋梗塞・末梢動脈性疾患）となります。次
に糖尿病の特異的な三大合併症を説明します。
■ 糖尿病性網膜症
網膜の血管が障害され、症状が進むと失明する恐れがあります。
■ 糖尿病性腎症
腎臓の働きが悪くなり腎不全などを引き起こし、人工透析を受けなくてはならない恐れがあります。
■ 糖尿病性神経障害
神経が障害され、手のシビレや足の感覚の麻痺・下痢・便秘・失禁などの症状を起こすことがあります。
糖尿病は放置すると恐ろしい病気です。正しく治療することで、合併症を防ぐことができます。毎日の生活習慣と
血糖値をコントロールしましょう。
気になる症状がありましたら、善は急げ！様子を見ていないで1日も早く受診され、血液検査などを受けていただく
よう内科医師にご相談ください。

 　抗血栓薬治療中の方は、ぜひ携帯してください。あなたの身を守ります。　
　緊急時には「お薬手帳」を持っているとは限らず、現在内服されている血液サラサラ薬（抗血栓薬）の種類
が確認できないこともあります。そのために「抗血栓薬カード」が作成されています。
　マンスリー希望2017年6月号・2018年9月号で脳卒中についてお話しいたしました。
　脳卒中・心疾患・冠動脈疾患・下肢の血管閉塞などの治療法は2つ。「血栓を溶かす」か「血栓を取り除く」
かです。それらの病気では抗血栓薬治療が必要となりますが、抗血栓薬内服中に脳卒中や事故などの外因性
出血で救急搬送された場合、迅速かつ的確な処置対応が必要となります。
　このカードを携帯していただくと共に、ご家族ならびに周囲の方々にも説明していただくと良いでしょう。

この様な治療により、脳梗塞を改善させることが可能となってきましたが、
やはり脳梗塞になってからでは遅い‼予防が第一であるために決められたお薬をキチンと内服しましょう。
そして抗血栓薬カードもお忘れなく。
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発症したらすぐカードを持参して病院に‼ その時カードが役立ちます。

急性期脳梗塞と診断されたらすぐに
治療が始まります。

脳梗塞は血管に血栓が詰まった状態です。
状態により、２つの治療に分かれます

急性期脳梗塞溶かす 取り除く

取り除く カテーテル治療血栓を溶かす t-PA治療 吸引型

ステント型

t-PAができる方（適応条件）

発症から時間が経つと梗塞巣にある血管がもろくなり、血流を
再開させたときに出血性梗塞を起こす危険があります。

・発症から4時間30分以内
・梗塞巣が比較的狭い
・脳出血の既往がない　　など。

血管内治療が適した方（適応条件）

ステント型の場合

・発症から8時間以内
・梗塞巣があまり進行していない
・詰まっている血管が直径2mmより太い　　など。

t-PAを静脈に点滴
全身の血管を循環し、血管を詰まらせて
いる血栓に到達する。

血栓を溶かす
血小板の塊にからんで血栓を固めている

「フィブリン」という繊維を溶かす。

再開通
脳梗塞を発症した直後の血栓は溶けやすい。
血流が再開し障害は最小限に。

カテーテルを挿入
マイクロカテーテルを挿入し、
ガイドワイヤーで血栓の遠位まで誘導する。

血栓を絡め取る
ステントストラットに血栓を絡めて
取り除く。

血栓を回収する
血栓を絡め取ったステントやワイヤーごと
カテーテル内に回収する。

血栓

血栓

t-PA

機械的
血栓除去
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抗血栓薬カード（裏面）抗血栓薬カード（表面）
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