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“年々増加する運動器疾患”
～当院整形外科の現状～

副院長　種田　陽一

　日本はすでに高齢化社会を迎えており、今後は“超”高
齢化社会になろうとしています。長生きすることは結構な
ことですが、ここで問題となるのは骨、関節、筋肉、神経
などの身体の運動を司る運動器の衰えや病気です。これは
世界的傾向で、WHOも2000年から2010年までを“運動器
の10年”として運動器の衰えの予防や運動器疾患の治療の
普及をめざすキャンペーンを行ったことは記憶に新しいと
ころです。
　整形外科は病診連携が比較的進んでおり、骨折などの外
傷でもギプス固定や簡単なリハビリなどの保存的治療が選
択される場合には、開業医あるいは診療所で治療されてお
り、手術的治療が必要な場合には市民病院に紹介され、手
術と術後一定期間のリハビリを行いますが、リハビリが長
く必要な場合は回復期の病院や診療所を紹介することが一
般的になっています。
　また、関節疾患や腰痛疾患などの慢性疾患に関しても、
投薬やリハビリで治療される軽症例は開業医で加療され、
それらの治療でも日常生活上の障がいが強く、手術的治療
を希望する患者さんについては当院へご紹介いただいてい
ます。主な手術は人工股関節置換術、人工膝関節置換術、
腰部椎間板ヘルニア・腰部脊柱管狭窄症の手術です。
　関節リウマチに関しては日本の事情は世界に比べ特殊で、
関東圏以外のリウマチ患者さんの多くは整形外科で治療さ
れています。これは内科の中で関節リウマチを扱う膠原病
内科が関東圏以外は極端に少ないためです。諸外国では膠
原病内科医が薬物治療を行い、手術が必要な場合にのみ整
形外科を紹介するというかたちが一般的です。しかし日本
では膠原病内科医が少なく、伝統的に整形外科が薬物治療
を含めたリウマチの治療を行っています。
　リウマチの薬物治療は近年飛躍的に進歩し、現在ではリ
ウマチは不治の病ではなく、ほぼ薬剤でコントロールでき
る疾患になりました。強力な抗リウマチ治療は薬剤の副作
用として肺障害、肺炎や骨髄障害を起こしやすく、死亡例
も多く報告されているため、厚生労働省もリウマチの治療
は呼吸器科がある病院で行なうことを勧めています。その
ため開業医でリウマチの治療を積極的に行っている所はま
れで、当院は先生方からのご紹介により300名以上のリウ

マチ患者さんの薬物治療を行っています。治療法の進歩に
より手術が必要となる症例が激減し、当院では年間10例程
度しかありません。

　当院の院長は﹁市民の福祉のために救急車を断らない病
院﹂と言う信条を持っており、病院として実践しています
ので、必然的に外傷が年々増加してきます。外傷が専門の
鈴木浩之医長（1994年卒）と手の外科が専門の久保田雅仁リ
ハビリテーション部長（1989年卒）が中心となり若手医師と
共に外傷の治療を行っており、年間600例を超える骨折の
手術を行っています。また鈴木浩之医長はDMAT隊員資
格を有しており、当院のDMATチームの中心となって活
躍しています。
　脊椎外科は泉田誠第二整形外科部長（1983年卒）が担当し
ており、日本整形外科学会の脊椎脊髄病認定医です。以前
は椎間板ヘルニアの手術が多かったのですが、高齢化社会
を迎え、腰部脊柱管狭窄症の手術が多くなってきています。
いずれも細かい手術のため顕微鏡を使う手術が増えていま
す。
　手の外科は久保田雅仁部長が行っており、日本手外科学
会の手外科専門医で、外傷の切断指再接着や骨折からリウ
マチの手及び手関節の変形の手術まで、幅広く手術を行っ
ています。
　リウマチ及び関節疾患の治療と手術は私（種田1974年
卒）が行っています。日本整形外科学会と日本リウマチ学
会の専門医を持ち、外来で300名を超えるリウマチ患者さ
んの治療を行っています。また、人工股関節を始め、膝
関節、足関節、肩関節、肘関節などの人工関節で良好な
成績をあげており、日本人工関節学会等で報告しています。
2001年秋に名古屋市立大学から赴任して以来、昨年までに
人工股関節と人工膝関節をそれぞれ約350例行いました。
　当院には小児整形外科の専門家はおりませんが、毎月第
一木曜日の午後に名古屋市立大学整形外科小児班の若林健
二郎医師が出張して診察にあたっています。
　高度な化学療法が必要な悪性骨軟部腫瘍以外の疾患は、
その分野の専門家が手術治療を行い、良好な成績をあげて
います。
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【人工骨頭置換術，人工関節置換術】
　先ほども述べました様に、関節リウマチに対する人工関
節の手術が減少し、人工関節と言えば変形性関節症（股関
節、膝関節）に行うことが一般的になってきました。一方、
高齢化社会となり大腿骨頸部骨折が年々増加していること
は大腿骨近位部骨折の項にも述べられています。転位型の
頸部骨折には高齢者の場合、リハビリを早期に進めるため
人工骨頭置換術を行うことが多く、当院では年間100例を
越えます。一時、骨セメントを用いた人工骨頭置換術での
死亡例が新聞を賑わし、麻酔科のない病院ではセメント人

工骨頭を自粛するように厚労省から通達が出ましたが、当
院では以前からセメントレス人工骨頭を行っており死亡例
は一例もありません。
　人工関節も人工骨頭も術後すぐに全体重を負荷した歩行
練習を開始し、早期の日常生活への復帰を目指しています。
侵襲の少ない手術をすることも大切ですが、術後のリハビ
リが極めて大切です。ちなみに手術時間は人工骨頭置換術
が約40分、人工股関節置換術が約60分、人工膝関節置換術
が約75分で、輸血が必要となる症例は術前に著明な貧血の
ある症例以外はほとんどありません。

症例提示症例提示

《Case 1 》

《Case 2 》

・大腿骨頚部骨折（Garden IV)
　人工骨頭置換術症例
・88才女性
・転倒にて歩行不能となる

・変形性膝関節症に対する人工膝関節置換術症例
・75才女性の高度内反膝（腰野分類grade V）による歩行困難

〈Garden IV頚部骨折〉

〈脛骨骨欠損を伴う高度内反膝〉〈 3 D型人工膝関節〉

〈Revelationセメントレス人工骨頭置換術〉

〈骨欠損は骨セメントにて補塡〉
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《Case 3 》
・関節リウマチに対する人工足関節置換術症例
・60才女性
・現在はエンブレルにてコントロール良好であるが、以前に破壊された足関節痛のため、歩行が困難
・両膝関節人工関節手術済み

〈FINE型人工足関節(日本製)〉 〈Larsen分類Vの関節破壊〉 〈骨セメントを用いた人工足関節置換術〉

大腿骨近位部骨折について大腿骨近位部骨折について大腿骨近位部骨折について
リハビリテーション科第二部長（整形外科　医長）　鈴木　浩之

　大腿骨近位部骨折は頸部骨折（内側骨折）、転子部骨折
（外側骨折）を総称した呼び方です。
　わが国における大腿骨頚部/転子部骨折の年間発生数は
2007年で約15万例、発生率は40歳から年齢とともに増加し
70歳を過ぎると急激に増加しています。高齢者での発生率
は男性より女性が高く、この年齢階級別発生率は2007年ま
で経年的に増加しています。近い将来、年間発生数は30万
例になるのではとも予想されています。

　頸部骨折と転子部骨折は下のとおり関節包の内側か外側
かによって分類されています。内側は血流が乏しく骨癒合
に不利な事が特徴的です。
　これに対して関節包外である転子部骨折は骨癒合得られ
やすいのが特徴です。

ａ：骨頭骨折
ｂ：頸部骨折

※ａとｂを併せ頸部骨折（内側骨折）と呼ぶこともあ
ります。

ｃ：頸基部骨折
　　※狭義の頸基部骨折は前額断剪断骨折とも呼ばれ、

前方（腹側）骨折線が関節包内で、後方（背側）骨折
線が関節包外に認められる骨折型を指します。治
療は転子部骨折に準じます。

ｄ：転子部骨折（外側骨折）
ｅ：転子下骨折（小転子下縁から 5 cmまでの骨折を言い

ます。通常は大腿骨近位部骨折には含みません。）

　大腿骨近位部骨折はａ～ｄまでの骨折です。



− 4−

【大腿骨頸部骨折】

《Garden stage分類》

　大腿骨頚部骨折の分類には、現在、Garden stageを
用いるのが一般的で、 転位の程度によりStageI～IVの 4
段階に分類しています。 
　StageIは不完全骨折であり、骨頭は外反位をとり骨折
線の上部では陥入し、内側頚部骨皮質に骨折線はみられず、
若木骨折型を呈するものです。
　StageIIは完全骨折であるが転位はなく、遠位骨片と近
位骨片の主圧縮骨梁の方向性に乱れがないものです。 
　StageIIIは転位のある完全骨折で、エックス線単純写真
正面像では近位骨片は内反して主圧縮骨梁は水平化し、臼
蓋、骨頭、および遠位骨片内側の主圧縮骨梁の方向が一致
していないものです。 
　StageIVは転位高度の完全骨折であり、エックス線単
純写真正面像でのStageIIIとの違いは臼蓋、骨頭、遠位骨
片内側の主圧縮骨梁の方向が一致して、正常の方向を向い
ているものです。
　Garden分類はエックス線単純写真正面像だけでの評価
で、側面での前方・後方転位やCT画像は加味されていま
せん。この 4 段階は検者間での分類判定の一致率が低いの
で、StageIとIIとを非転位型、StageIIIとIVとを転位型と
して 2 つに分類するのが、治療法の選択と予後予測との面
で間違いが少ないという考え方が主流になっています。
　本骨折は転子部骨折に比較して骨癒合が障害されやすい
と考えられています。これは本骨折が関節内骨折であるた
め滑液が流入することや、骨折線が垂直方向になりやすく
骨片間に剪断力が働き、骨片間に離開を生じることによる
ことと考えられます。また骨折によって大腿骨骨頭への血
流が阻害されるため、骨頭の阻血を生じ、これも骨癒合障
害の原因となると同時に、骨頭壊死の原因ともなり得ます。
　本骨折では手術的治療が選択されることが多いのですが、
骨折型（非転位型か転位型か）、年齢やADL、麻痺やステ
ロイド投与、血液透析や関節リウマチなど様々な原因によ
って、手術方法はスクリューやピンを内固定材料とした
骨接合術と人工骨頭置換などの人工物置換術とに分けら

れます。骨癒合率や骨頭壊死発生率は非転位型（Garden 
stageI・II）と転位型（Garden stageIII・ IV）とで差があ
るため、治療法は骨折型によって異なります。一般的には、
非転位型では骨接合術が、転位型では人工関節置換術や人
工骨頭置換術が行われます。
　骨接合術後には骨頭壊死（骨頭壊死は早期に発生する場
合と、術後1～2年で遅発性に発生する場合もあります）、
偽関節などの合併症が生じ、人工骨頭置換術後には脱臼、
異所性骨化、内固定材料周囲骨折などの合併症を生じるこ
とがあります。
　受傷後、適切な手術を行い、適切な後療法を行っても、
すべての症例が受傷前の日常活動レベルへ復帰できるわけ
ではなく、身体機能（歩行能力）の予後には年齢、受傷前の
歩行能力、認知症の程度が影響します。受傷後 1 年以内の
死亡率は10～30％です。
　下の写真は大腿骨頸部骨折に用いられているハンソンピ
ンシステムです。6.5mmのスムースなピンを平行に挿入
し、挿入後ピンの先からフックを出すようになっています。
　同じようなシステムで、スクリューを平行に挿入後、骨
幹部に固定できる器械もあります。回旋固定性に優れてお
り、転位型骨折への使用が期待されます。

〈ハンソンピン〉 〈ツインズ〉
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【大腿骨転子部骨折】
　Evans分類は、エックス線単純写真正面像で内側
骨皮質の損傷の程度、整復操作を行った場合の整復位
保持の難易度により分類します。 
　Type 1 は、主骨折線が小転子近傍から大転子の方
向へ向かう骨折であり、Type 2 は主骨折線が小転子
近傍から外側遠位に向かう骨折です。Type 1 で転位
がなく内側皮質の粉砕がない骨折（group 1 ）と、転
位はあるが内側皮質の粉砕が軽度で整復の容易な骨
折（group 2 ）とは安定型骨折とされます。転位が
あり内側骨皮質の粉砕で整復位保持が困難な骨折

（group 3 ）と粉砕が高度な骨折（group 4 ）は内反変
形を生じやすいと考えられ、Type 1 のgroup 3 ・ 4
とType 2 を合わせて不安定型骨折とされています。 
　大腿骨転子部骨折の分類は、Evans分類のほかに
Evans分類を改変したJensen分類や、さらにこれ
を改変した分類も作成されています。また、最近では
OTA/AO分類が多く用いられています。しかし、い
ずれの分類を用いても、検者間での分類判定の一致率
は低いため、単に安定型と不安定型に分けるのが単純
で分かりやすいようです。
　転位のある大腿骨転子部骨折は、機能予後・生命予
後ともに手術療法が保存療法に勝っているため、手術
禁忌例や患者が手術を拒否する場合を除いて手術的に
治療することを推奨されています。

　受傷後できる限り早期（少なくとも 1 週間以内）に手
術を実施することが望ましいのですが、現在、わが国
では待機手術を余儀なくされている施設が多いようで
す。当院では48時間以内の手術を目指しています。
　骨折を固定するための内固定材料としてはsliding 
hip screw（CHSタイプ）と short femoral nail

（Gammaタイプ）が主流です。現在国内ではshort 
femoral nail（Gammaタイプ）はラグスクリューが 2
本打ちの器械などを含め、10種類以上使用可能です。
術後合併症としてラグスクリューのカットアウトなど

器械の特徴に応じた合併症があります。術後合併症を防止する
ためには良好な整復位を得ることと、ラグスクリューをなるべ
く深く、骨頭軟骨の近くまで挿入するなど、良好な位置へラグ
スクリューを刺入することが重要だとされています（下図）。
　転子部骨折では偽関節・骨癒合不全・骨頭壊死は少ないとさ
れています。
　転子部骨折後の機能予後には受傷前の歩行能力・年齢・骨折
型・筋力・認知症などが影響し、生命予後として、術後 1 年の
死亡率が11～35％と報告されています。

〈ガンマネイル〉

《Evans分類》
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橈骨遠位端骨折に対する手術的治療
－最近の動向－

　図 1 はショートネイルのガンマネ
イルです。骨頭骨片へのラグスクリ
ューは 1 本（図 1 左）です。骨頭骨片
の回旋を制御するためセットスクリ
ューがネイル内に入っています。術
中・術後の骨頭骨片の回旋変形制御
のためラグスクリューが 2 本（図 1
右）の器械もあります。

　図 2 はsliding hip screw（CHS
タイプ）で、先端から前後両方向に
フックが出るタイプです。頸部骨折、
頸基部骨折、転子部骨折全てに適応
があります。
　前述のように、骨折部位や骨折型
などにより器械の選択も様々です。

　2012年度の当院での大腿骨頸部骨折の手術例は骨接合術33例、人工骨頭置換術96例で、大腿骨転子部骨折の手術例は113
例でした。大腿骨近位部骨折手術例は年々増加傾向にあり、また平均年齢もあがっています。片側手術例の反対側の手術例
も増加しています。骨折を起こさないこと、さらに再骨折を起こさないよう骨強度の改善や運動能力の維持をするなどが今
後望まれます。

図 1
〈ガンマネイル〉 ラグスクリューが

2 本のタイプ〈 〉
図 2

〈ツインフック〉（CHSタイプ）

リハビリテーション科部長（整形外科　医長）　久保田　雅仁

橈骨遠位端骨折に対する手術的治療
－最近の動向－

掌側ロッキングプレートの普及
　近年ロッキングプレートの出現によって骨折治療は大き
く変わったが橈骨遠位端骨折もその恩恵を最も多く受けて
いる骨折のひとつである。橈骨遠位端骨折の外科的治療
は古くはpin & plasterから経皮的ピンニング、創外固定、
背側プレートなどと変遷し現在では掌側ロッキングプレー
トの使用が一般的となっている（もちろんpin & plasterを
除く先の各方法も症例によっては現在も行われておりこれ
らを掌側プレートと組み合わせて行うこともある）。ロッ
キングプレートは、プレートとスクリューが固定される事
により角度安定性を発揮することができるのが大きな特
徴である。このプレートを用いることで背側転位型の骨折

（いわゆるCollesタイプの骨折）に対して掌側から手術が
できるようになった事が最も特徴的である。以前は背側プ
レートが盛んに用いられた時期もあった。背側転位型に対
して背側からプレートで支えるという考え方は自然ではあ
る。しかし背側皮質は多くは粉砕しておりここを観血的に
整復固定するのは困難であり、また伸筋腱障害や腱の癒着
による手指の可動域制限などが比較的高頻度にみられたた
め、掌側のロッキングプレートが普及してからはメインで
はほとんど用いられず、現在では掌側プレートの補助に用
いるくらいとなっている。

掌側ロッキングプレートの特徴
　 多 く の 掌 側 プ レ ー ト に お け る 基 本 の 考 え 方 は
subchondral supportである。骨粗鬆症骨では髄内の海
綿骨による支持性はほとんど期待できないため高齢化して
も強度が比較的保たれる軟骨下骨直下へスクリューを位置
させ、これにより関節面を支えようという考えである。こ
れにより少なくとも関節外骨折では安定した成績を得るこ
とが可能になってきている。背側転位型骨折では背側骨皮
質が粉砕されているのが常であるが本法では基本的に（整
復不能な関節内骨折がある場合を除いて）背側は手術的に
展開せず経皮的ピンニング等を用いて整復位を得た後掌側
からプレート固定を行う。また本骨折ではしばしば整復後
fracture void（骨欠損）が生じるがロッキングプレートで
あればここへの骨移植も基本的には不要である（人工骨移
植を勧めている報告もある）。多部位でのsubchondral 
supportをより徹底させるためにロッキングスクリュー
の向きを可変させられるvariable angleのプレートもあ
るが角度安定性強度が低下する事が危惧されている。掌側
から手術をすることで厚い掌側骨皮質の整復がより確実と
なり骨折部を安定化させることができ、また背側に較べる
とスペースに余裕があり軟部組織への影響は背側プレート
より少ないと考えられる。しかし頻度は少ないが屈筋腱
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断裂の合併症も報告されている（後述）。この腱断裂のリス
クを減らす目的で近位設置型のプレートが増えている。す
なわちプレートをWatershed lineという橈骨遠位掌側の
解剖学的指標を超えないように設置することでプレート
の掌側への突出を最小限にし屈筋腱への影響を少なくしよ
うという考えである。しかし掌側の骨折線が非常に遠位
にある（つまり遠位骨片が非常に薄い）いわゆるterminal 
fractureでは近位設置プレートではプレートによるバッ
トレス効果が期待できず整復位の保持が難しいため遠位設
置型プレートの使用を考慮しなければならないケースがあ
り得る。最近ではすべての骨折型に対して単一種類のプレ
ートだけで対処するのは難しいと認識され骨折型によって
使い分けることが重要であると考えられてきている。この
あたりの具体的な治療戦略はまだ確定的なものはなく今後
情報の集積により少しづつ確立されていくものと思われる。
　また関節外骨折においては掌側プレートの他に髄内釘と
いう選択肢もある。軟部組織への侵襲は掌側プレートより
も小さく固定性も良好で適応を限定すれば安定した成績が
期待できるが、本邦ではいまだ一般的にはあまり普及して
いないのが現状である。

掌側プレートの合併症
屈筋腱断裂　特に長母指屈筋腱の頻度が高い。術後母
指運動に伴う痛み、違和感などが出現した場合注意深
い経過観察が必要である。腱の状態を知るのは容易で
はないが最近ではエコーの利用などが研究されている。
近位設置型プレートの利用により危険性は減るとは思
われる。この合併症のために最近はプレートの抜釘を
行うことが多くなった。
手根管症候群　掌側プレート術後にやや多い傾向があ
る。プレートの存在、手術手技の影響などがいわれて
いるがその原因についてはいまだ詳細は不明である。
伸筋腱断裂　橈骨遠位部で背側にスクリュー先端が突
出すると機械的刺激により伸筋腱断裂の危険があるの
で遠位部ではスクリュー先端は背側皮質から突出させ
るべきではないと考えられる。長母指伸筋腱断裂は手
術例に限らず本骨折に生じる可能性がある合併症であ
る。

変形治癒　たとえ固定性に優れた掌側ロッキングプレ
　ートを用いても起こりうることで特に関節内骨折で生

じやすい。特にdie puch fragmentを含むterminal 
fractureなどの粉砕骨折症例での固定性が問題であ
る。術後一定期間の外固定、fracture voidへの人工
骨移植などの対策が考えられる。

その他の今後の課題、未解決な問題
手術適応　高齢者では掌側プレートによる手術症例と
変形治癒を許容した保存的治療とで成績に差がないと
いう報告がある。一方、高齢でも活動性が高く早期の
ADL自立のためにも手術を行った方が良いという考
え方もある。昨年発行されたガイドラインでは﹁高齢
者に対する手術的治療は必ずしも保存的治療より有効
ではないが活動性が高い患者には手術を考慮してもよ
い﹂（gradeC：行うことを考慮してもよい弱い根拠に
基づいている）と記載されている。
尺骨茎状突起骨折の取り扱い、併存する遠位等尺関節
不安定性を初療時どこまで積極的に治療するか
関節鏡併用手術の意義、適応
抜釘の問題　どのようなケースに対して抜釘を行うか
CRPS（complex regional pain syndrome）への
対処、予防など

おわりに
　手術が比較的定型的で誰でも比較的安定した成績が得ら
れることもあり本骨折に対する掌側プレート固定術は急速
に普及した。しかし単に骨折を解剖学的に治すだけに終わ
らずに手指機能も含めた上肢全体の機能回復を念頭に治療
を行っていくことが重要である。また入院治療が短縮化さ
れている現在（当院では本骨折の手術は入院せずに行って
いる）、今後は地域連携も視野に入れた理想的な術後リハ
ビリのあり方も考えていく必要があるかと思われる。

参考文献：日本整形外科学会・日本手外科学会監修
　　　　　﹁橈骨遠位端骨折診療ガイドライン2012﹂南江堂

〈手術前のxp〉 〈手術後のxp〉
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腰部脊柱管狭窄症 とはなに？腰部脊柱管狭窄症

整形外科　第二部長　泉田　誠

【はじめに】
　腰部脊柱管狭窄症は、ある調査によると患者数は40歳以上の男女の3.3％の40万人、80歳以上では男性の10人に 1 人、女
性の 6 人に 1 人と推定され、決してめずらしい病気ではありません。ここでは、この腰部脊柱管狭窄症の概要を説明させて
いただきます。

【脊柱管狭窄とは？】
　背骨は椎骨が連なってできています。椎骨の前方は椎体といい、椎体は椎間板で隣の椎体とつながり、後ろには椎弓と呼
ばれる骨があり、椎弓の外側は左右の椎間関節で隣の椎弓とつながり、椎弓中央部の間に黄色靱帯があります（図 1 ）。この
前方が椎体、椎間板、後方が椎弓、黄色靱帯、椎間関節に囲まれたトンネルのことを脊柱管と言い（図 2 ）、ここに脊髄や馬
尾神経の入った袋、硬膜が通っています。

図 1 　脊椎の構造

※赤で示した部位が脊柱管

図 2 　脊柱管

左側より見た図
←前　　　後→

下より見た図
←左　　 右→

後より見た図
←左　　 右→
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側面 背面
大脳

橋 小脳
延髄

頸神経

胸神経

腰神経

仙骨神経

尾骨神経

【なぜ腰部？】
　神経は脳から脊髄につながり、脊髄から神経の枝が分かれ、全身に分布しています。脊髄は頸椎、胸椎を通り第 1 から第
2 腰椎の高さで終わり、それより下の腰椎、仙椎部は神経の枝が束となった馬尾神経となり、腰椎、仙椎から出て、下肢に
分布します（図 4 ）。そのため、頸椎、胸椎部で神経が圧迫されると脊髄の神経症状が出ますが、腰椎部では馬尾神経の症状
が出ます。腰部脊柱管狭窄症は、この馬尾神経の圧迫による症状が主体となり下肢の痛みやしびれが出ます。

【腰部脊柱管狭窄症の分類】
　脊柱管狭窄症は障害部位により、脊柱管の中央付近の圧迫による正中型、脊柱管の外側部の圧迫による外側型、中央部も
外側部も圧迫されている混合型に分類されます（図 5 ）。また、症状により、馬尾の圧迫症状である馬尾型、神経根の症状の
神経根型、馬尾の症状と神経根の症状がある混合型に分類されます。

【腰部脊柱管狭窄症の症状】
　下肢の痛み、下肢のしびれ、異常感覚、間欠跛行、腰痛、排尿・排便障害（頻尿、残尿、失禁など）、下肢の筋力低下、会
陰部のしびれがあります。
　この間欠跛行とは、歩くと下肢の痛みしびれなどが出てきて歩けなくなり、休憩すると楽になり、また歩けるようになる
状態で、腰部脊柱管狭窄症の特徴的症状です。間欠跛行には、神経に原因がある神経性間欠跛行と血管に原因がある血管性
間欠跛行があり、腰部脊柱管狭窄症の場合は神経性間欠跛行になります。

　脊椎は、加齢変化により、椎間板、靭帯組織などが徐々に変性していきます。椎間板はつぶれて周囲に膨らみ、椎体の角
は骨棘という骨のとげができます。後方の椎間関節も変形し関節の袋も大きくなり、黄色靭帯も肥厚していきます。その結
果、脊柱管が狭くなり、神経が圧迫されやすくなります（図 3 ）。

図 5 　脊柱管狭窄症の障害部位の分類

正中型 外側型 混合型

図 3 　脊柱の変性と脊柱管の狭窄（脊柱の割面図）

図 4 　脊髄神経と脊椎

①椎間板はつぶれて周囲に膨らみ、椎体の角には骨棘ができる。
②椎間関節は変性し肥大する。　　
③黄色靱帯も変性肥大する。
Ａ 膨隆した椎間板による前方よりの圧迫
Ｂ 肥厚した黄色靱帯、椎間関節による後方よりの圧迫
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　腰部脊柱管狭窄症の間欠跛行は、歩き始めしばらくすると下肢
の痛みが出てきて歩けなくなり、しゃがみ込んだり、腰掛けたり
して、しばらく休憩すると症状が和らぎ、再び歩けるようになる
というもので、腰を曲げて休憩すると和らぐのが特徴です。腰部
脊柱管狭窄症の症状は、座っていれば症状が無いか軽く、歩行す
ると症状が出現するが前屈ではでにくく、立っているだけで症状
が出現するか増悪するというように、姿勢による影響が大きいの
も特徴です。
　馬尾型は狭窄部位より下の多恨性に症状がでるため、下肢、殿
部、会陰部のしびれ感が出やすく、痛みしびれの範囲は広く両側
に見られることが多く、ひどくなると排尿・排便障害が出ること
もあります。神経根型は、圧迫のある神経根の領域の片側の下肢、
殿部の痛みがでます。混合型は馬尾型と神経根型の混じった症状
が特徴となります（表 1）。

【診断】
　まず問診で症状の経過、どのような時にどの部位に症状が出るか、間欠跛行があるかなどを確認し、診察で運動障害、感
覚障害などの神経症状の有無、範囲を確認し、レントゲンなどの検査で、骨の変形や狭窄部位の確認を行い総合的に判断し
ます。

【鑑別診断】
　鑑別が必要な病気は他の腰椎の病気や、他の下肢のしびれが出る病気などいろいろありますが、特に血管性間欠跛行を起
こす閉塞性動脈硬化症（ASO）との鑑別が重要です。ASOは動脈硬化により下肢の動脈が狭くなり血流量が低下し、歩いて
下肢の筋肉が働くと血流が足りず、阻血状態となり、痛みが生じ、運動を休むと回復するため間欠跛行が起きます。姿勢に
よる症状の悪化や軽減がないことが腰部脊柱管狭窄症と異なります。

【腰部脊柱管狭窄症の治療】
　治療は、生活の指導、薬物治療、装具治療、理学療法、神経ブロック治療といった保存的治療が第 1選択となります。歩
行時に杖や押し車を使用し、台所仕事など立ち仕事をするときに片足を踏み台の上に置くようにすると、腰が少し曲がるた
め、症状が出にくくなります。薬物治療には消炎鎮痛剤や血流改善剤が使用されます。コルセットを使用することで腰がそ
りにくくなり、安定するために症状が改善します。さらに理学療法を組み合わせることもあります。これらを行っても効果
が不十分なとき、痛みが強いときに神経ブロックを行います。
　十分な保存的治療を行っても改善しないときや、強い運動麻痺、尿が出にくくなるような排尿障害が出てきたときに手術
が検討されます。手術を行うには、検査で症状の原因部位が確認されていて、全身状態が手術に耐えられ、手術に対する意
欲があり、手術や麻酔のリスクが理解できていることが重要となります。
　背骨の手術は、神経の圧迫をとる除圧術と、不安定性を除き、変形を直す固定術があります。脊柱管狭窄症に対する手術
は、圧迫され症状が出ている神経の圧迫を取り除く、除圧術で多くが対応できます（図 6）。椎間関節の切除が必要な時など
手術により不安定となる場合や、不安定性が強い時に固定術が追加されます。

自覚症状 他覚症状

馬 尾 型 下肢、殿部、会陰部の
異状感覚　　　　　　 多根障害

神経根型 下肢、殿部の疼痛 単根性障害

混 合 型 馬尾＋神経根 多根性障害

表 1　神経性間欠跛行の分類

図 6　椎弓切除術

左側より見た図 後より見た図 下より見た図
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整形外科メンバーの紹介

【腰部脊柱管狭窄症の経過（ガイドラインより）】
　腰部脊柱管狭窄症の軽度、中等度の患者のうち、 1／ 3から 1／ 2では自然経過でも良好で、神経根症状が主体の患者や
初期治療でよく改善した患者の経過は良好であると言われています。
　除圧術に関しては、不安定性のない腰部脊柱管狭窄症に対する除圧術の 2年成績は保存治療よりすぐれ、除圧術は75歳以
上の患者でも65歳以上75歳未満の患者とほぼ同等の手術成績を期待できます。また、手術適応と判断された後、罹患期間が
長すぎると十分な改善が得られないことがあり、安静時の下肢のしびれは消失しにくいと言われています。
　保存的治療が十分されても生活に支障のあるような症状が続き、健康状態がよい方は、今後の生活向上のため、手術治療
を検討してみてもよいかと考えます。一度ご相談ください。

上段左より　　柴田専修医　板垣専修医　駒専修医　小谷医長　山﨑医師　松澤専修医
下段左より　　　久保田医長　　泉田第二部長　　種田副院長　　鈴木医長

整形外科メンバーの紹介



−12−

職　名 医師名 所属学会 資　格

副院長

部長

種田　陽一 日本整形外科学会

中部日本整形外科災害外科学会

日本リウマチ学会

日本関節病学会

ヨーロッパリウマチ外科学会（ERASS）

日本人工関節学会

日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会

日本整形外科学会専門医・代議員

日本整形外科学会リウマチ認定医

日本リウマチ学会専門医、評議員

日本関節病学会評議員

日本人工関節学会評議員

日本画像医学会評議員

中部日本整形外科災害外科学会評議員

日本膝関節学会

日本関節鏡学会

日本画像医学会

リウマチの外科研究会

中部リウマチ学会

リウマチの外科研究会評議員

中部リウマチ学会評議員

名古屋市立大学医学部整形外科臨床教授

第二部長 泉田　誠 日本整形外科学会

日本脊椎脊髄病学会

日本脊髄障害医学会

日本リハビリテーション医学会

日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会

中部日本整形外科災害外科学会

日本整形外科学会専門医

日本整形外科学会認定脊椎脊髄病医

日本整形外科学会認定リウマチ医

日本整形外科学会認定運動器リハビリテー

ション医

日本リハビリテーション医学会認定臨床医

リハビリテ

ーション科

部長

（兼整形

外科医長）

久保田　雅仁 日本整形外科学会

中部日本整形外科災害外科学会

日本手の外科学会

日本マイクロサージェリー学会

日本骨折治療学会

日本整形外科学会専門医

手の外科専門医

リハビリテ

ーション科

第二部長

（兼整形

外科医長）

鈴木　浩之 日本整形外科学会

日本骨折治療学会

中部日本整形外科災害外科学会

日本リハビリテーション医学会

日本運動器学会

日本創外固定・骨延長学会

日本足の外科学会

日本整形外科学会専門医

医長 小谷　賢司 日本整形外科学会

中部日本整形外科災害外科学会

日本骨折治療学会

日本整形外科学会専門医

日本整形外科学会認定運動器リハビリテー

ション医

脊椎脊髄病医

義肢装具等適合判定医

医長 平出　隆将 日本整形外科学会

日本骨折治療学会

日本人工関節学会

日本整形外科学会認定運動器リハビリテー

ション医、専門医

医師 山﨑　真 日本整形外科学会

日本骨折治療学会

専修医 松澤　良

専修医 板垣　進介 日本整形外科学会

専修医 駒　　直樹 日本整形外科学会

専修医 柴田　淳 日本整形外科学会



−13−

脳神経外科部長　桑山　直人

　平成25年 1 月より当院にも脳血管内カテーテル治療を行える医師が赴任しました。
　それに伴い、現在脳動脈瘤に対し行われているクリッピング術だけでなく、経皮的コイル塞栓術も施術できるようにな
ります。脳血管内カテーテル治療は動脈瘤にだけではなく、脳及び脊髄動静脈奇形、硬膜動静脈瘻に対しても行えます。ま
た、頚部頸動脈狭窄に対しては、経皮的ステント留置術が施術できるようになります。さらに脳梗塞に対しては脳血管血栓
吸引・回収療法が行えます。

　動脈瘤は高血圧、喫煙、家族性の因子が関係あるといわ
れていますが、根本的な発生因子は解明されていません。
動脈瘤はウィルス動脈輪の血管分岐部や、屈曲部に多発し
ます。
　検査法としては、MRアンギオやCTアンギオ、血管撮
影等があり、簡単に同定することができます。治療法とし
ては、薬物療法、クリッピング術、経皮的コイル塞栓術が
あります。

薬物療法
　主に未破裂瘤に対し行われ、生活習慣の改善、血圧
のコントロール等により破裂を予防します。

　 クリッピング術
　古くから行われている治療法で未破裂瘤や破裂瘤に
対し行われます。開頭し直接動脈瘤のネック部をチタ
ン製のクリップでつまみ血流を遮断します（図Ａ）。ま
た、ネックがない動脈瘤に対しては動脈瘤のbodyを
クリップでつまみ血流を遮断します。
　メリットとしては同部位における再発が少なく、デ
メリットとしては、侵襲性が大きく、主要血管の閉塞
による脳梗塞、脳の損傷、感染症などがあります。

　 経皮的コイル塞栓術
　最近20年ほどで普及してきた治療方法でクリッピン
グ術と同様に未破裂瘤、破裂瘤に対し行われます。大
腿動脈からカテーテルを挿入し、マイクロカテーテル
を動脈瘤の内部に送り込みプラチナ製のコイルを留置
し、塞栓、血流の遮断を行います。瘤の形状によって
はバルーンやステントを瘤の手前に留置し、コイルが
瘤から脱落しないようサポートします。
　メリットとして、低侵襲で手術時間も 2 ～ 3 時間ほ
どと短時間で行えます。局所麻酔で施術できるため、
高齢者や、心臓疾患、呼吸器系疾患をもった患者にも
適用となります。デメリットとしては、血管内にコイ
ルを留置してくるためコイルが瘤より逸脱してしまっ
たり、血栓が付着したりして脳梗塞を引き起こす可能
性があります。

1 ．脳動脈瘤

3DCTで内頸動脈の動脈瘤を確認（図 1 ）して、動脈瘤の大きさを測
定（図 2 ）。血管内治療センターで動脈瘤にマイクロカテーテルを
挿入（図 3 ）して、測定結果に合わせたコイルで塞栓して終了（図 4 ）。

脳 神 経 科外 の紹介脳 神 経 科外

脳血管内カテーテル治療について
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　頚部頸動脈狭窄は高血圧、脂質異常症や糖尿病などが原
因で発生します。狭窄により脳への血流が少なくなったり、
プラークや狭窄部に付着した血栓が飛散し脳梗塞を誘発し
ます。
　無症候であっても過去に脳梗塞の既往があったり、心筋
梗塞や狭心症、閉塞性動脈硬化症を生じたことがあったり
すると動脈硬化の危険因子をもっているため、頸動脈に狭
窄がみられることが多々あります。
　検査法としては無侵襲なエコーが有用であり、MRアン
ギオやCTアンギオ、血管撮影と簡単に同定することがで
きます。治療法としては薬物療法、内膜剥離術（CEA）、
経皮的ステント留置術（CAS）があります。

　 薬物療法
　生活習慣の改善や血圧のコントロールをしたり、抗
血小板薬を使用したりし、狭窄の進行を防ぎます。

　 CEA
　頸動脈を露出させ切開し、プラークを摘出します。
長年にわたって行われてきた治療です。脳梗塞や一過
性脳虚血発作を生じたことがあり、狭窄率が70％以上
の頚動脈狭窄では、内科的治療よりCEAの方が脳梗
塞の発症を有意に予防できることが証明されています。
また80％以上の無症候性の頚動脈狭窄においても、頸
動脈内膜剥離術の有用性が報告されています。しかし、
侵襲性は高く、全身麻酔を使用できない患者には適応
できません。

　 CAS
　2008年に保険適用となった治療法で、カテーテルを
頸動脈まですすめ、ステントを留置します。プラーク
が末梢に飛散しないよう脳内の頚動脈にフィルター、
またはバルーンを留置し予防します（図Ｂ）。侵襲性は
小さく、治療も 2 時間ほどと短時間で終わります。高
齢者や全身麻酔を使えない他疾患を持った患者に有用
となり、術後の安静期間や入院期間が短くすみます。
しかし、血管走行によりステントが到達できない症例
や抗血小板剤を服用が難しい症例は適応から除外する
必要があります。

　急性期脳梗塞の治療法として2005年よりtPAが保険認可
され使用できるようになりました。発症より 3 時間以内な
どと大きな制限もありますが、2012年よりは4.5時間以内
と緩和され医療環境は変化しています。また血管内治療と
しては2010年より脳血管血栓回収療法のための新デバイス
が保険認可され大きな注目を集めています。大腿動脈より

脳の詰まった血管へデバイスを持っていき血栓を回収、吸
引し血流を再開させます。発症より最大 8 時間以内の脳梗
塞患者に行いうる可能性があり、tPA後の患者にも使用で
きます。特に内頚、中大脳、椎骨動脈などの太い血管に詰
まった血栓の除去に有用とされています。

2 ．頸動脈狭窄

3 ．脳血管血栓吸引・回収療法

血管内治療センターで内頸動脈の90％以上の狭窄を確認、正面（図 1 ）、
側面（図 2 ）。ステント留置時やバルーン拡張時に小さなプラークが末梢
に流れると脳梗塞を発症するので、血流の遮断（←Ｃ）とともに末梢をプ
ロテクト（←Ａ）してからステントを留置して拡張する（←Ｂ）。その後、
血流の遮断と末梢プロテクトを行った状態で浮遊しているプラークを吸
引、血管が拡張されて終了（図 4 ）。

図B.CAS　末梢にフィルターを留置しデブリスの飛散を防止
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科は血管内治療センターとして発足したのは平成18年 4 月ですが、それ以前より外科内の血管外科として春日井市民
病院で血管疾患に対する診療を行ってきました。今回血管内治療センター長の交代に伴い、ご挨拶も兼ね私血管内治

療センター部長井原が筆を執った次第であります。
　血管外科当時は矢野孝前院長と大場泰洋医師の 2 人にて診療が行われてお
り、その中で大場先生は血管疾患治療の一手段で、特に侵襲の少ない血管内
治療を早くより取り入れ、春日井市民病院にて広く深く行ってまいりました。
そして全国内でも有数の治療実績という背景から血管内治療センターとして
立ち上げられ、現在に至っており、現在私を含め血管外科医 2 名を常勤とし
て運営しております。
　治療疾患としては、腹部大動脈瘤・末梢動脈閉塞疾患などの動脈疾患、下
肢静脈瘤・深部静脈血栓症などの静脈疾患、他リンパ系やブラッドアクセス
にも広がります。血管内治療センターではありますが観血的治療も含めた治
療を行い上記疾患に対応しております。今まで行ってまいりました血管内治
療に関しても同様に、腹部大動脈瘤に対するステントグラフト治療や末梢動
脈疾患に対する経皮的血管形成術なども行っていきます。腹部ステントグラ
フト治療に関しては新しいデバイスも開発・導入されており、より柔軟性に
富む治療内容となります（図 1 ）。

当

【10年間で脳卒中を発症する確率の計算法】

　先ごろ、国立がんセンターより[10年間で
脳卒中を発症する確率について−リスク因子
による個人の脳卒中発症の予測システム ]が
発表されましたので添付しておきます。
　このリスク予測モデルからもわかるように
年齢に次いで大きな点数をしめる血圧は大き
なリスク因子となります。脳卒中を予防して
いくためには血圧、生活習慣のコントロール
が大きなカギとなることがわかります。

血管内治療センターの取り組み   
TopicTopicss

血管内治療センターの取り組み血管内治療センターの取り組み

図 1
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　近年話題に上ることの多いステントグラフトですが、どんなこ
とをするかというと、太ももの付け根にある動脈（総大腿動脈）か
ら 7 − 8 mmの鞘に包まれたステントグラフトというばね骨格つ
きの人工血管をいれ、動脈を内張りして瘤に圧力が加わらないよ
うにする、という治療です（図 2 ）。
　傷は両ソケイ部に 5 cmほどできるだけで今までの正中切開の
傷とは雲泥の差です。また合併症も開腹術と同様のものが起こり
うるものの頻度は明らかに低いことが報告されています。また
2006年 7 月の厚労省認可以降安全性の高い市販ステントグラフト
が使用できることとなりデバイス自体の耐久性に関しても大きな
問題がないとされています。
　しかし、よいことばかりではないのが世の常でしてステントグ
ラフトは基本的に、広がるばね骨格のみによって正常血管に固定されており、
時間がたってずれる方がまれにいることが報告されています。また、動脈瘤
から出ている動脈の分枝がステントグラフト留置後逆流し動脈瘤内に血液が
流入する（タイプⅡ）エンドリークというものが起こり、中にはそのために瘤
拡大をきたす場合がこれもごくごく少数ではありますが報告されております。
このため、継続的な外来での経過観察とステントグラフトのメンテナンス、
つまり必要に応じた追加治療（ほとんどが局所麻酔下のカテーテル治療）を
行っていく必要があるということとなります。
　血管疾患診断検査に関しては前任の大場先生の肝いりで開かれたバスキュ
ラーラボで他施設では類を見ない血管検査、特に超音波検査の充実は特筆す
べきところであると考えます。特に腎機能低下患者や造影剤アレルギーの方
の血管精査には強さを発揮いたします。場合によっては内胸動脈までエコー
で検査できるくらいです。他、水分冷却テスト（レイノーのための検査）、胸
郭出口テストなど幅広く取りそろえております（図 3 ）。
　
　ブラッドアクセストラブルに関しては現在人数縮小などもあり、以前の内
科を窓口としての難易度の高い患者に対する対応にとどめております。これ
に関しては他院の先生方にご不便をおかけする場面もあり申し訳なく考えて
おります。
　これからも大動脈・末梢血管疾患に対する治療を変わらずうけ賜っていこ
うと考えておりますので今後ともよろしくお願いいたします。　　　

文責　井原　努

区分 検査種類

機能検査

四肢血圧（ABⅠ/PWV）
下肢分節血圧（TFⅠ）
運動負荷
指先脈波（PPG）
上肢分節血圧
冷却負荷テスト
輪郭出口（TOS）テスト
アレンテスト
静脈還流試験（APG）
皮膚灌流圧（SPP）
体脂肪測定

超音波検査

頸動脈エコー
鎖骨下・内胸動脈エコー
上肢動脈エコー
上肢静脈エコー
シャントエコー
腎動脈エコー
大動脈・陽骨動脈エコー
下肢動脈エコー
深部静脈血栓症エコー
下肢静脈瘤エコー
下肢表在静脈マーキング
その他のエコー
血管拡張反応（FMD）

図 2 Ａ 図 2 Ｂ

〈 図 3 〉

前川 卓史です ! 井原 努です !
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　当科の科長を 7 年間務められた大島久明先生が一宮市で
開業されることとなり、 3 月をもってスタッフ、また患者
さんたちにも惜しまれつつ退職することとなりました。現
在は私（藤吉紘子）と 4 月から名古屋大学より赴任した小南
梓医師、視能訓練士 2 名、看護師 3 名で診療を行っており
ます。
　外来診療は月曜～金曜の午前、手術は月～水曜の午後に
行い、木・金曜午後に網膜光凝固、蛍光眼底造影検査、処
置、術前検査、手術説明等を行っております。
　手術は白内障手術をメインとして行っています。そのほ
かは翼状片手術や名古屋大学より応援の医師に来てもらい
硝子体手術等も行っています。白内障手術に関しては、広
く日帰り手術が浸透していますが、当院では総合病院のた
め、入院しての手術も可能となっています。片目で 2 泊 3
日、両目で 4 泊 5 日の入院で行っています。全身疾患で重
篤な既往がある方、遠方で通院が困難な方は入院をより希
望されています。また日帰りでも手術を行っており、患者
さんの希望に合うようにさせていただいています。

　　　　　　　
　　　　　　　
　　　　　　　

　緑内障も当科では多い疾患の一つです。緑内障は40代以
上では20人に 1 人はいるといわれている疾患です。視神経
が障害され、視野障害、視力障害などの症状となって現れ
ます。初期の緑内障は自覚症状がなく、検診などで視神経
乳頭陥凹などを指摘され、緑内障と診断されるケースや、
他疾患を主訴に眼科受診をしたところ緑内障が見つかるこ
とも多いです。治療は眼圧を下げ、進行を抑制することで
す。近年も新しい緑内障点眼薬が続々と発売されており、

平成24年度
白内障手術　　482件
硝子体手術　　 18件
緑内障手術　　 13件

当院でも次々院内採用を変更しています。点眼薬は従来に
比べると眼圧下降効果が高くなっており、点眼治療で十分
に眼圧下降が得られることが多くなっています。一昔前に
比べ手術へと移行することは減っていると思われます。た
だ緑内障の治療は眼科への定期通院と毎日の点眼が大切と
なっており、これを継続できるように患者さんへの疾患に
対する理解を深めアドヒアランスをよくすることを大切に
治療しております。
　糖尿病網膜症も当科では多い疾患の一つです。糖尿病黄
斑浮腫や硝子体出血が出るまでは糖尿病網膜症は進行して
いてもなかなか自覚症状がないため、受診が遅い方が少な
くないのが現状です。糖尿病の患者さんは視力に関係なく
定期的な受診を必要とします。治療は前増殖期、または増
殖期の糖尿病網膜症に網膜光凝固を行うことが一般的です。
一昨年の11月に採用されたOCT（光干渉断層計）を多用し、
また時には蛍光眼底造影検査を行いながら網膜光凝固を施
行しております。増殖糖尿病網膜症で手術が必要な場合、
当院眼科は名古屋大学の関連施設であり、連携して治療を
行っております。
　最近ドライアイの治療薬の新薬が 2 種類新たに発売とな
っています。長くドライアイといえば、人口涙液、ヒアレ
イン点眼液0.1%（ヒアルロン酸ナトリウム）しかありませ
んでしたが、ここ最近はジクアス点眼液 3 %（ジクアホソ
ルナトリウム）、ムコスタ点眼液UD 2 ％（レバミピド）な
ど新薬が発売となり、ドライアイの治療に変化が出てきて
います。去年NHKの﹁ためしてガッテン﹂の番組内でも紹
介され、一時期はこれらの点眼を求める患者さんたちが何
人か来られることもありました。こうした点眼は今までな
かなか良くならなかった難治性のドライアイの方たちには
吉報だと思います。ドライアイに悩む患者さんたちにぜひ
眼科受診を勧めていただければ幸いかと思います。

文責　藤吉　紘子

眼 科 の紹介眼 科

小南 医師 藤吉 医師
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耳 鼻 咽 科喉 の紹介耳 鼻 咽 科喉

　当科は耳（聴覚、平衡覚）、鼻（嗅覚）、のど
（味覚、咀嚼、発声）など様々な機能を有する感
覚器を扱う科であり、現在 3 名の常勤医師によ
り診療を行っております。
　耳鼻咽喉科は、耳と鼻とのどと比較的狭い領
域を担当する診療科と考えられがちですが、実
際は首から上で神経内科や脳神経外科が担当す
る脳と脊髄、眼科が担当する眼球を除く頭部お
よび頸部の広範囲にわたる領域を担当していま
す。また、担当する領域が広いということだけ
ではなく、風邪や花粉症、鼻出血、中耳炎、め
まいなど、どなたでも一度は経験したことのあ
るような疾患の診療（プライマリケア）から、聴
力改善手術や頭頸部の治療などの専門性の高い
診療まで大変幅広い診療内容を特徴としていま
す。
　耳鼻咽喉科のもう一つの特徴は、生活の質

（quality of life）に直接影響する機能を担当し
ていることです。21世紀の日本は世界にも類を
みない長寿国となっていますが、高齢期の生活
を楽しめなければ意味はありません。豊かな生活のためには感覚器と運動器の機能、咀嚼・嚥下と音声・言語機能が不可欠
です。耳鼻咽喉科では五感と呼ばれる感覚機能のうち、聴く（聴覚）、匂いを嗅ぐ（嗅覚）、味わう（味覚）の三感と、自分の足
で歩くためのバランス感覚（平衡覚）を担当し、また美味しいものを噛んで飲み込む嚥下機能と家族や仲間と会話を楽しむた
めの音声・言語機能も診療範囲としています。このように、耳鼻咽喉科は生活の質の向上のために大変重要な役割を担う診
療科です。
　当科においては大学病院との十分な連携、学会や研究会への積極的な参加により可能な限り専門的な診療を行うことを目
標としています。また次に示すような診療にも対応しています。

　平成25年 4 月からは常勤医師一人減により外来診療も少し枠を減らさざるをえなくなっております。また当科では紹介患
者さんを積極的に受け入れ診療いたしたく考えておりますので受診時にはできる限り紹介状を持参していただけると幸いで
す。
　現在全身麻酔手術が約3か月待ちとなっており近隣の先生方にはご迷惑をおかけ致しますが今後も幅広く診療を行って参
りますのでよろしくお願い申し上げます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

文責　山野　耕嗣

山野医師 南方医師 三好医師

毎週木曜日の午後に耳鳴り外来を開設し、TRT（Tinnitus Retraining Therapy）を専門のカ
ウンセラーとともに行っています（要予約）。

睡眠時無呼吸症候群に対してPSG検査、アプノモニター検査を施行し適応症例に対して
CPAP療法、口腔内装具の作成（歯科口腔外科と連携）を行っています。

新生児に関する聴力検査を行っています（OAE、AABR、ABRなど）。当院出生の新生児希望
者全員に対し聴力のスクリーニング検査を行っています。異常を認めた場合は適切な高位医療
機関へ紹介させていただきます。また、当院以外で出生された新生児についての検査も可能で
すので、ご希望の方はまず午前の外来を受診し、医師にご相談ください。

頭頸部の外傷に対しては形成外科、歯科口腔外科、眼科等と連携し適切な治療を行っています。

顔面神経麻痺に対して重症度を適切に判断し、必要に応じ顔面神経減荷術を考慮します。

頭頸部腫瘍（悪性腫瘍を含む）に対して大学病院と十分連携し、適切な治療を行うようにしてい
ます。

1 ．

2 ．

3 ．

4 ．

5 ．

6 ．
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　オートバイ対普通乗用車の交通事故で受傷された高齢女性が救急搬送されました。来院時は意識清明で、Hb12.3g/
dl、脊椎や骨盤（AO分類61-B1）に多発骨折を認めました。処置中に突然の血圧低下を認め、ドパミン投与開始しまし
た。直ちに緊急動脈造影施行するも明らかな造影剤の動脈性の血管外漏出は認めませんでした。検査後のHbは8.1g/
dlと低下しており、外固定、輸血で保存的に加療しました。以後明らかな血腫の増大なく、前述の検査・処置後はバイ
タルも安定しており、外固定のまま経過観察としました。現在、経過良好でリハビリ継続しております。
　骨盤骨折は動脈性や静脈性の出血をきたすことが多く、致死的な外傷です。高齢者の低エネルギー外傷（転倒など）に
よる骨盤骨折でもショックになる可能性があります。早期診断が重要で、創外固定を含む外固定、選択的動脈造影・塞
栓術などを必要とすることもあります。

救急小話

交通事故で受傷した高齢女性の一例

整形外科専修医　駒　直樹

図 1 　受傷直後の骨盤Xp（○は骨折部） 図 2 　受傷直後の血管造影

図 4 　受傷 1 ヵ月後の骨盤CT（○は仮骨）図 3 　受傷直後の骨盤CT（○は血腫）
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看護師長　細野　美穂子
　春日井市民病院では、退院後・通院治療中の患者さんやそのご家族に少しでも安心して日常生活を送っていただくことを
目的に平成25年 2 月から看護相談外来を開設しました。特定な分野の専門的な知識をもった看護師が相談をお受けしています。

相談内容

相談対象：

相談日時：毎週木曜日　9：00～12：00（ 1 人30分）

予約方法：電話予約（0568－57-0048）　9：00～15：00（完全予約制 平日のみ受付）

受診方法：予約時間までに総合受付（再来）に診察券をお出しください。

※詳しくはホームページをご覧ください。

当院受診歴のある患者さんとその家族当院受診歴のある患者さんとその家族

　がん性疼痛やがんの治療上の

副作用、麻薬使用に対する不安、

医療費等、がんと診断されたと

きから治療期、終末期のすべて

の時期においてのサポート。

がん相談がん相談

　飲み込みにくい、食べ物や飲

み物などでむせる、肺炎を繰り

返すなどの摂食・嚥下障害に対

するアドバイスや情報提供。

　手術や放射線治療によって発症したリンパ浮腫

に対して、日常生活の注意点、セルフケアの方法、

圧迫着衣、リンパ浮腫治療についてのアドバイス

や情報提供。

　胃瘻造設や失禁に伴う皮膚障害やトラブルの対

処方法、皮膚のトラブルの予防・ケアについて、

また在宅での褥瘡予防などに対してのアドバイス

や情報提供。

摂食・嚥下相談

リンパ浮腫相談 スキンケア・失禁相談

摂食・嚥下相談

リンパ浮腫相談 スキンケア・失禁相談

　息切れを軽くする日常生活動

作などの自己管理に関すること

や禁煙相談など、慢性的な呼吸

疾患の生活面での不安や疑問な

どの相談に対応。

　感染症罹患時の日常生活上の

注意点、家庭における医療器具

の消毒・管理方法等、感染予防

に関する相談。

慢性呼吸相談

感染予防相談

慢性呼吸相談

感染予防相談

　糖尿病の病態や糖尿病の合併

症の予防、インスリンや内服薬

治療について、また糖尿病性の

爪の変形・肥厚、胼胝などにつ

いての相談。

　入院中の急性期患者さんのご

家族の不安や疑問、在宅で人工

呼吸器使用中（主に導入期）の方

のケアに関する相談。

糖尿病看護相談

急性期ケア相談

糖尿病看護相談

急性期ケア相談
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薬剤部　坂田　洋
　前回はセイヨウオトギリソウ（セント・ジョーンズ・
ワート）の相互作用について掲載しましたが、今回は漢
方薬を用いた副作用防止です。
　イリノテカン塩酸塩は大腸がんをはじめ多くのがんの
化学療法に用いられますが、しばしば遅延性の重篤な下
痢を発症します。約60%以上の患者さんで発症し、その
うちGrade 3 以上の下痢が30%前後を占めます。
　その発症機序は図 1 のとおりです。イリノテカン塩酸
塩はプロヅラッグで、体内に入るとエステラーゼによっ
てSN-38という活性代謝物に分解されます。SN-38は
肝臓のグルクロニルトランスフェラーゼ（UGT）により
SN-38グルクロン酸抱合体に代謝され胆汁中に排泄され
ます。このグルクロン酸抱合体が腸管内に排泄されると、腸内に存在するEubacterium等が産生するβ−グルクロニダー
ゼによってグルクロン酸がとれ、腸内で再び活性代謝物のSN-38に変化します。この結果、活性体であるSN-38が腸管壁粘
膜の障害をおこし、遅発性の重篤な下痢を発症すると考えられています。
　これらのことは無菌動物や抗菌薬を投与し腸管内の細菌を少なくした場合には遅発性の下痢を発症しないか軽症であるこ
とからも証明されています。またUGTを阻害することでSN-38グルクロン酸抱合体の産生が抑制できれば遅発性の重篤な
下痢を抑制すると考えられます。
　生薬成分にはグルクロン酸抱合体が大量に含まれているものがあります。それらを服用すると、β−グルクロニダーゼを
競合拮抗し、腸管内でのSN-38への変換を抑制することができます。
　半夏瀉心湯はバイカリンなどの生薬成分のグルクロン酸抱合体を含み、もともと下痢に適応があります。このような理由
からイリノテカン塩酸塩による遅発性の重篤な下痢の予防・軽減目的に半夏瀉心湯が用いられます。

引用文献：イリノテカン塩酸塩　ご使用に際してのお願い 2005（大鵬薬品資料）
イリノテカンによる下痢の予防、医学のあゆみ　Vo.184, No.5, 1998, 1.31

漢方エキス製剤の相互作用　ラジオNIKKEI

Drug information
Drug information

漢方薬を用いた副作用防止

Ｑ：ジゴキシン服用中の患者にマクロライド系抗菌薬を使用したいが、どの薬剤がよいか。
　エリスロマイシン、ロキシスロマイシン、クラリスロマイシン、アジスロマイシンは避けた方がよい。
ロキタマイシンは相互作用の報告は無い。エリスロマイシン等はジゴキシンとの併用でジゴキシンの血中
濃度上昇が起こり、ジゴキシンの副作用を引き起こしたとの報告があり、併用に注意する必要がある。

　マクロライドで相互作用の報告が多いのはエリスロマイシン、ロキシスロマイシン、クラリスロマイシンの14員環系であ
る。これらの薬物はどのマクロライド系抗生物質も 3 級アミン基をもつが、CYP活性阻害作用の強い14員環のマクロライ
ド系抗生物質では、このアミン基が結合している糖が員環核から立体障害となる中性糖が付加せず露出した構造になって
いる。したがって、 3 級アミンに対する脱メチル化反応とマクロライド･ニトロソアルカン複合体が容易に生じ、CYPの不
活性化がされやすいということになる。また、エリスロマイシン等はそれ自身もCYP3A4により酸化代謝されることから
CYP3A4を介した薬物代謝を競合阻害する機序もある。
　マクロライドとジゴキシンの相互作用の作用機序はＰ−糖たんぱく阻害作用（MDR1またはP-gpとよばれる）が考えられ
ている。消化管に発現するMDR1の阻害により、ジゴキシンの消化管分泌が阻害されて血中濃度が上昇する。また、腎近
位尿細管に発現するMDR1によるジゴキシン分泌も阻害すると考えられている。さらにジゴキシンの腸管細菌による代謝
分解阻害やジゴキシンの肝臓への取り込みを阻害するメカニズムが考えられている。

参考文献：インタビューフォーム

薬剤部Q& A
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Ｑ：インフルエンザA型陽性で抗インフルエンザ薬が経口投与できないため、ラピアクタ点滴静注用を使用したが、継続す
る必要はあるか。また 2 回目以降の投与基準などはあるか。

　ラピアクタは国内第Ⅲ相臨床試験のプロトコールで 5 日間投与の試験を計画したが、中止基準となる体温大人37.5度、小
児38.0度以下となるのに 1 日又は 2 日間の投与で達成したため 3 日以上の投与はなかった。添付文書上反復投与の効果判定
基準はないが、解熱傾向があれば中止しても十分な効果が得られると考えられる。臨床試験の結果では、タミフル 5 日間投
与とラピアクタ単回投与で罹病期間が変わらないため、同等の効果が得られると考えられており、通常単回投与で効果が得
られると考えられる。
　現在臨床現場では発熱を効果判定の指標としていることが多く、反復投与する場合は12時間以上間隔をあけて投与し、解
熱傾向が見られれば中止可能と考えられる。

参考文献：インタビューフォーム、審査結果報告書
春日井市民病院薬剤部ではお薬に関するお問い合わせに常時対応しています。ご質問などありましたら医薬品情報室へお気
軽にお問い合わせ下さい。 医薬品情報室　（0568）57-0057　内線2107

﹁病気﹂について考える…﹁病気﹂について考える…

臨床心理士　大脇　真奈
　養老孟司先生の﹁死の壁﹂という著書の内容紹介で、﹃ガンや
SARSで騒ぐことはない。そもそも人間の死亡率は100％なのだか
ら…。』と書かれてあります。ついつい忘れがちです。
　死の壁の前には、多くの人間が﹁病気﹂に罹るのではないでしょう
か。医療に携わる以上、常に﹁病気﹂というものに向き合っています。
　臨床心理学的に、﹁病気﹂という概念をご紹介していきます。
　以前にも、﹃ブリーフセラピー﹄をご紹介しました。ブリーフセラピーが形成された大元に、ミルトン・エリクソン

（Milton H Erickson）博士がいらっしゃいます。催眠療法家の大家で、精神科医、心理学者です。アメリカ臨床催眠学会
の創始者でもあり、様々な技法を創りだしています。ミルトン・エリクソン博士自身、ポリオを患い、重篤な身体症状に悩
まされていました。疾患について述べた言葉を記します。

﹁医原的な疾患に関して、多くの論文を読んだり、多くの討論を聞いたりしたことはありますが、ある話題につい
て書かれたものが少ないことに気づきました。それは医原的な健康に関するものです。医原的な健康は一つの最も
重要な考慮すべきことであり、医原的な疾患よりもずっと重要です。﹂(1961年　ミルトン・エリクソン)

　　＊医原的苦痛 ＝治療者による介入の結果から生じた問題。　　　　　　　
　陰陽という考え方を借りれば、左図のとおりになると考えます。
病気への介入は、様々な事柄を引き起こします。たとえば、患者
さんから﹁副作用があるから心配で薬を飲まない。﹂とお聞きする
ことがたびたびあります。もちろん副作用もあるかもしれません
が、薬は作用を期待して利用する物質です。
　心理学の近接領域に、文化人類学という学問があります。その
中に医療文化人類学という領域があります。その中では、さらに
明確に“病気（sickness）”＝病い＋疾患であると定義されてい
ます。
“病い（illness)”とは人が理解し感じている病気の概念や経験。
“疾患（disease)”とは医療者が定義する病者への診断。
　患者さんと医療者の考え方、治療への向き合い方のズレを感じ
ることは多くありませんか？
　当院でお会いする患者さんは、全て何らかの疾患を抱えていら
っしゃいます。面接をする際に心がけているのは、病気を治療す
る際に、視点がズレていないかを丁寧にお聞きすることです。
　患者さんがどのような視点を持って、疾患の治癒・維持・寛解
などに向かっているのかという考え方を持っていることは、ズレ
を防ぐ大事なスキルだと思います。

参考図書　﹁可能性療法﹂　ビル・オハンロン　誠信書房
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お世話になります！新任医師紹介コーナー
井原　努（ ４月着任）
血管内治療センター　部長　平成元年卒
前任：名古屋大学医学部附属病院
﹁地域の血管外科治療のため精進して
いこうと考えております。宜しくお願
いいたします。﹂

脇田　壯（ ４月着任）
歯科口腔外科　医長　平成13年卒
前任：さくら総合病院
﹁地域医療に貢献できるように頑張り
たいと思います。宜しくお願い致しま
す。﹂

羽根田　賢一（ ４月着任）
消化器科　医師　平成21年卒
前任：沖縄県豊見城中央病院
﹁御迷惑をおかけすることも多いかと
思いますが、精一杯頑張りますのでよ
ろしくお願いします。﹂

小南　梓（ ４月着任）
眼科　医師　平成22年卒
前任：名古屋大学医学部附属病院
﹁地域医療に貢献できるよう頑張りま
す。どうぞよろしくお願い申し上げま
す。﹂

秋田　直宏（ ４月着任）
外科　医師　平成22年卒
前任：当院専修医
﹁精一杯頑張りますので、今後とも宜
しくお願いします。﹂

滝川　智信（ ４月着任）
循環器科　医師　平成22年卒
前任：当院専修医
﹁精一杯頑張りますので、宜しくお願
いします。﹂

三好　晋平（ ４月着任）
耳鼻咽喉科　医師　平成22年卒
前任：当院専修医
﹁地域の皆様のため、精一杯頑張りま
す。宜しくお願いします。﹂

坂　洋祐（ ４月着任）
内科　医長　平成11年卒
前任：市立四日市病院
﹁元々赴任していた病院に戻り、再び
お世話になります。今後ともよろしく
お願いいたします。﹂

宮地　悠江（ ４月着任）
小児科　医師　平成20年卒
前任：名古屋大学医学部附属病院
﹁初めての春日井市勤務です。不慣れな
点も多くご迷惑をおかけするかもしれま
せんが、よろしくお願いいたします。﹂

秦　舞子（ ４月着任）
皮膚科　医師　平成22年卒
前任：岐阜大学病院
﹁精一杯頑張ります。よろしくお願い
致します。﹂

田口　瑠美子（ ４月着任）
外科　医師　平成22年卒
前任：当院専修医
﹁ご迷惑をおかけすることも多々ある
かと思いますが、精一杯頑張りますの
でよろしくお願い致します。﹂

奥田　悠介（ ４月着任）
消化器科　医師　平成22年卒
前任：当院専修医
﹁研修医、専修医として当院で勤務し、
春日井に愛着が湧いてきました。精一杯
頑張りますので宜しくお願い致します。﹂

中橋　剛一（ ４月着任）
外科　医師　平成22年卒
前任：当院専修医
﹁精一杯がんばります。宜しくお願い
します。﹂

お世話になります！新任医師紹介コーナー
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6 月 6 日（木）﹁在宅医療−在宅での看とり−﹂
7 月 4 日（木）﹁抗がん剤の取り扱いについて
　　　　　　　　　　　　　　−血管外漏出と曝露」
8 月 1 日（木）﹁放射線治療−陽子線治療を含めて−」
　　
　　場所：春日井市民病院講堂
　　開始時間：18時

※詳細につきましては、別途ご連絡致します。

日時：平成25年 7 月 7 日（日）
　　　10：00～15：00
　　　﹁カーボカウントの基礎と
　　　体系的な血糖測定、血糖パターンの分析﹂
講師：東京衛生病院附属　教会通りクリニック
　　　糖尿病内科　杉本　正毅　先生　　
定員：50名
場所：春日井市総合体育館 2 階会議室
※詳細につきましては、別途ご連絡致します。

第17回地域連携研修会 第18回地域連携研修会

ホームページ　　　　　http://www.hospital.kasugai.aichi.jp/

インターネット予約　　https://www.hospital.kasugai.aichi.jp/byoshin/

地域連携ステーション　TEL 0568−83−9924 　FAX 0568−82−9345

〒486−8510　春日井市鷹来町 1 −1 −1

TEL 0568−57−0057（代表）　

FAX 0568−57−00677

Trinity 　Vol.10
発行日　平成25年 5 月25日
発行元　広報委員会

平成25年度地域連携研修会のお知らせ

第17回地域連携研修会

キャンサーオープン
カンファレンスのお知らせ

第 6 回春日井市
地域連携糖尿病研修会

第18回地域連携研修会

日時：平成25年 7 月18日（木）
　　　18：00～19：00
目的：集合教育
テーマ：﹁ケアマネジャーの役割と活動﹂
講師：介護支援センター
　　　　　　グレイスフル春日井
　　　　　　鶴田　典子 さん
対象：地域包括支援センター職員
　　　（保健師・看護師・社会福祉士）　
　　　介護支援専門員　　　　
　　　訪問看護師　　　　
　　　当院看護師
定員：100名
場所：春日井市民病院講堂

日時：平成25年 9 月19日（木）
　　　18：00～19：00
目的：集合教育
テーマ：﹁訪問看護の役割と活動﹂
講師：訪問看護ステーション
　　　　　　太陽・高蔵寺
　　　　　　丹波　ちひろ さん
対象：地域包括支援センター職員
　　　（保健師・看護師・社会福祉士）　
　　　介護支援専門員　　　　
　　　訪問看護師　　　　
　　　当院看護師
定員：100名
場所：春日井市民病院講堂

※上記日程にて開催予定です。尚、詳細につきましては別途ご案内致します。


