
 
 
 

 
“新生・呼吸器科”2014年 4月スタート！ 
 

本年 4 月 1 日、名古屋大学医学部呼吸器

内科からの赴任人事で、3 名の呼吸器内科

医師（松本修一副院長・岩田晋第二部長・

宮沢亜矢子医師）が春日井市民病院呼吸器

科に赴任致しました。今後この３人で、呼

吸器疾患の診療を行って参ります。 

呼吸器科の代表的疾患は、 

①肺がん 

②気管支喘息 

③COPD を代表とする慢性呼吸不全 

④急性肺炎  です。 

 

①肺がんの診断・治療の進歩は著しいものがあります。肺がん診断の最も基本的な気管支鏡 

下肺生検の診断率は、気管支鏡ナビゲーションシステムの導入により格段に上昇し、特に末梢小結 

節病変の診断率の向上はめざましいものがあります。また、胸部 CT の普及により、径２cm 未満 

の超早期肺がんの診断が可能となり、内視鏡を用いた VATS（Video Assisted Thoracic Surgery： 

内視鏡下胸腔手術）により、３泊４日程度の入院で、根治的手術が可能となっております。 

内科的治療も進歩しており、肺腺がんでは、イレッサを代表とする内服分子標的治療、および新

規抗がん剤による多剤併用化学療法により、長期生存が可能となっております。分子標的薬の特徴

は、肺腺がんと診断した組織標本を使用して、効くかどうかが分かることです。今後、このような

個別的治療ががん治療の中心となるでしょう。 

小細胞肺がんは、局所限局型では以前から長期生存が期待されていますが、新規抗がん剤の導入

により、進展型の長期生存例も増加しております。 
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 ②気管支喘息は、肺機能検査による可逆性の閉塞性換気障害を証明することで診断され

ます。この可逆性という所が大事で、発作状態でなければ肺機能は正常であり、咳・呼吸困難など

の症状はなく、まったく普通の人です。ここが、運動するといつも苦しい COPD との相違点です。

可逆性の証明は、一期的にはヒスタミン吸入試験で証明されますが、発作時には不可能です。気管

支喘息の治療を行うことで、可逆性閉塞性換気障害が証明されます。 

気管支喘息の治療の主体は、ステロイドの吸入療法です。発作を起こさないようにコントロール

することが治療目標です。そのコントロールの指標は、ピークフロー（PEF）メーターを使用した

PEF 測定です。PEF 測定は自己管理です。朝・夜２回の PEF 測定値を喘息日誌に付けてもらい、

外来受診時に持参してもらいます。PEF 測定値に不審がある場合は、目の前でピークフローを測定

してもらいます。これで、患者さんがきちんと PEF メーター使用できているかを確認します。吸入

コルチコステロイド（ICS）の効果発現には、１ヶ月かかります。発作の強い患者さんには、ステロ

イド大量点滴と、３日間のプレドニン 30mg、朝服用で対処することもありますが、原則入院が安

全です。 

もうひとつ大事なことがあります。気管支喘息は遺伝的要因が強い疾患であり、急性肺炎のよう

に、完治することはありません。喘息発作は改善しますが、それで気管支喘息が治った訳ではあり

ません。治療は、一生続ける必要があります。PEF が安定している状態を維持するための吸入療法

を一生続ける必要があるのです。これにより、わが国の気管支喘息発作死亡者は減少してきました

が、まだ、年間２０００人が気管支喘息発作で死亡しています。地域の喘息発作死亡数は、その地

域の医療レベルを反映するといわれております。当地域での喘息死を０にすることが、我々医師の

使命だと思います。 

最近の吸入薬の進歩は目覚しいものがあります。フルチカゾン（ステロイド）とサルメテロ－ル

（長時間作用性β2 刺激薬＝LABA）の配合薬や、またブデソニド（ステロイド）とホルモテロー

ル（長時間作用性β2 刺激薬＝LABA）の配合薬１剤による維持および発作時療法は、患者さんの

負担を減らし、吸入療法のコンプライアンスを飛躍的に向上させました。喘息発作死０は、もうす

ぐ目の前にあります。 

 

③COPD（慢性閉塞性肺疾患）は、わが国では、ほとんど煙草病です。99.9％、 

喫煙歴のある方に発症します。したがって喫煙歴の問診は必須です。本態は、煙草による肺胞構造 

の破壊にあります。小さな肺胞が破壊された結果、大きな肺胞となり、息を吐き出せなくなって、 

肺が過膨張する疾患です。気管支喘息患者のような喘鳴を聴取することがありますが、気管支喘息 

との最も大きな違いは、運動するといつも苦しいことです。 

 確定診断は、胸部単純 CT による画像診断と、肺機能検査による機能診断の両者が必須です。胸

部 CT では、破壊された肺胞構造を表す、透過性亢進区域（Low Attenuation Area)の存在と過

膨張・過進展の所見です。肺機能検査では、非可逆的閉塞性換気障害、１秒量（FEV1.0）および

ピークフロー（PEF）の低下が著明です。病状の悪化と共に、FEV1.0、PEF が更に低下し、最初

は階段・坂のみであった呼吸困難が、平地でも起こり、活動範囲がどんどん低下していきます。 

 治療は、破壊された肺胞の修復は不可能であり、呼吸困難に対する対症療法が基本です。吸入療法

が主体で、チオトロピウム（長時間作用性抗コリン薬＝LAMA）、グリコピロニウム（長時間作用性

抗コリン薬＝LAMA）とインダカテロール（長時間作用性β2 刺激薬＝LABA）の配合薬、ブデソ

ニド（ステロイド）とホルモテロール（長時間作用性β2 刺激薬＝LABA）の配合薬が使用されます。

LAMA は、その抗コリン作用のため、前立腺肥大患者の場合、尿閉の原因となり、使用困難のこと

もあります。 
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COPD 治療手段の奥の手は、呼吸リハビリテーションと在宅酸素療法（HOT）です。室内気 20.9％

の酸素では、ｓPO2 を 90％以上に保てないような重症の COPD 患者の場合の最終手段は HOT

です。呼吸理学療法士と連携したチーム医療により、呼吸リハビリテーションとともに、HOT を導

入します。息を吐き出せない COPD 患者に、息を吐き出す訓練としての呼吸介助手技は COPD 患

者に対する重要な治療手段です。息が吸えないと訴える患者さんに対して、COPD は息を吐き出せ

ない病気であり、しっかり吐き出せば、楽に吸えることを体得してもらうことは、重要な治療なの

です。 

最後に、COPD 患者の最終段階としての、慢性呼吸不全の肺炎に伴う急性増悪時には、非侵襲

的マスク式人工呼吸療法（Non-invasive Positive Pressure Ventilation＝NPPV）が導入され

ます。挿管を回避し、比較的ゆっくり呼吸不全を改善してくれる非常に有効な人工呼吸療法です。

挿管人工呼吸と異なり、いつでも導入し、いつでも解除できます。大半の場合、鎮静剤を必要とせ

ず、覚醒状態で装着可能です。これまでの挿管人工呼吸器と人工呼吸の原理は同じです。管を通し

て Air を押し込むのか、マスクを通して Air を押し込むのかの違いのみです。少し違うのは、吸気

と呼気の切り替えの感知に、最先端の Air のフローを感知するセンサーが導入されている点です。

患者さんが呼気に移ると、瞬時に Air の流入が止まり、吸気に転ずると瞬時に Air の流入が始まり

ます。一度体験されると、簡単に息ができることがわかります。現在までに、今年度春日井市民病

院呼吸器科で行ったＮＰＰＶは15例、挿管人工呼吸は、挿管後１時間で死亡された1例のみです。

すなわち、現在のＮＰＰＶ装置は挿管人工呼吸器と比較し、９０％以上の能力を持っています。 

 

④古くて新しいのが肺炎です。ペニシリンの発見により、制御されたかと思われ 

た肺炎ですが、我々人類よりはるかに長い歴史を持つ細菌を簡単に制御できるはずもありません。 

 ＭＲＳＡを代表とする多剤耐性菌は、我々が創り出した怪物です。肺がんに対する分子標的薬のよ

うな新しい概念に基づく新薬が創薬されるまで、現存する抗菌薬を大切に使用することが我々の使

命です。したがって、急性肺炎の first choice は、ペニシリンです。SBT/ABPC、TAZ/ABPC

で開始し、抗生剤使用前に提出した検痰細菌検査で判明した細菌に有効な抗菌薬に変更するという

のがベストですが、実際には困難な場合もあります。しかし、最初から、抗 MRSA 薬を使用するこ

とは論外で、大切に使用することが求められます。 

比較的若くて喀痰が少ない異型肺炎では、CAM が選択されます。特徴的な肺炎として、ペット

のオウムの体調不良は飼い主のオウム病の診断の根拠となります。また、気管支拡張症に合併した

肺炎では、非結核性抗酸菌症を疑い、検痰抗酸菌塗沫・培養検査の実施が大切です。肺結核の存在

も忘れられません。 

    

 以上、呼吸器科の診療内容を概観してみました。春日井市民病院に勤務してから 4 ヶ月経過しま

したが、未治療の気管支喘息・COPD 患者さんが多い印象です。高齢の患者さんでは、両疾患の

合併例もありますが、気管支喘息と COPD の鑑別は①喫煙歴、②アトピー素因、③発作性の呼吸

困難の有無が大切です。重症の COPD 患者さんは、喫煙歴 20 年以上、６０歳以上で、痩せ型、

皺が目立つ特徴があります。手指はバチ状指を呈し、痩せ型で胸郭は樽状、胸鎖乳突筋を使って呼

吸しており、一目で診断できます。 

 これに対して、気管支喘息の患者さんは、比較的年齢が若く、非発作時は普通の人なので、見た

目ではわかりません。喘息発作の病歴、家族歴、アトピー素因の問診が大切です。肺機能検査、可

逆性閉塞性換気障害の証明は、市民病院にご紹介ください。        文責：松本 修一 
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近年呼吸器内科の分野では、CT の普及により肺末梢小型肺病変の発見が増加し、以前にも増して

気管支内視鏡検査での診断が重要になってきています。従来の気管支内視鏡検査では、事前に CT 画

像で描出された気管支像から挿入方向を頭の中でイメージしつつ、透視下で病変へのアプローチを試

みていました。しかしながら、対象がより末梢・小型になるにつれ病変へ到達するまでの気管支を正

しく選択することが困難となり、手技に時間を要したり、空振りに終わったりする事が問題でした（気

管支は先へ行くほど分岐を繰り返し、最終的には 23 回分岐するといわれています。そうすると、目

標とする病巣に到達するまでの分かれ道は、理論上は少なくとも 2 の 23 乗、すなわち 8,388,608

通り存在することになります）。 

２００８年 8 月に発売されたヴァーチャル気管支鏡ナビゲーションシステム「Bf-NAVI」は、事前

に最適ルートを表示し、目的病変までスムーズに誘導する新しいナビゲーションシステムとして注目

を浴びています。 

このシステムを用いると、事前に撮影した高解像度ＣＴ画像を再構築して仮想気管支鏡画面を作成

し、病変に至るルートを検査前に確認しておくことができるようになりました（図 1）。さらに実際の

検査時には、仮想気管支鏡の画像の方向

（前後と回転軸）と気管支鏡での視野をリ

アルタイムに同調させることができ、ナビ

ゲーションの画像に従って該当分岐部に

向かってカメラを挿入してゆくことが可

能です（図 2）。速やかに目的病変部位へ

の到達が可能とすることで診断率の向上

と検査時間の短縮が期待でき、その結果被

験者の負担が低減できることが可能とな

った患者さんに優しいシステムです。 

当院でも２０１４年 5 月より使用を

開始し、現在 10 例の症例経験を積むこと

ができました。このヴァーチャル気管支鏡

「Bf-NAVI」はあくまで検査補助のため 

のツールであり、実際の気管支内視鏡検査

に取って代わるものではありませんが、非

常に有用な診断的補助手段になり得ると

考えられます。例えば以前なら 2cm 以下

の胸部異常陰影に対しては、診断確定のた

めに外科的切除が必要なことが多い状況

でしたが、このツールにより内視鏡での生

検が容易となり圧倒的に低侵襲で診断が

可能になりました。 

当科ではこの「Bf-NAVI」をはじめ様々

なツールを駆使し、より低侵襲で正確な診

断を目指したいと考えています。    

           文責：岩田 晋 

ヴァーチャル気管支鏡ナビゲーションシステムを 
導入しました 
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職名 医師名 所属学会 資格
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日本アレルギー学会 日本アレルギー学会認定医・専門医・指導医

日本臨床腫瘍学会 日本臨床腫瘍学会専門医・暫定教育医
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日本癌治療学会 日本癌治療学会臨床試験登録医
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日本アレルギー学会 日本アレルギー学会専門医
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日本呼吸ケア・リハビリテーション学会

日本内科学会

日本アレルギー学会

日本呼吸器内視鏡学会

緩和ケアの基本教育のための都道府県指導者研修終了

医師 宮沢　亜矢子

日本呼吸器学会

日本内科学会認定医

第二部長 岩田　晋

松本　修一

 
 

呼吸器科診療表 月 火 水 木 金 

呼吸器 1 代務医 代務医 松本 代務医 松本 

呼吸器 2（再診）   岩田  宮沢 

    医 師 紹 介 
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1）外来 

平成 26 年 6 月から月曜日から金曜日の毎日の診療になり

ました。従来の糖尿病療養指導外来は糖尿病センター外来に

統合されました。また甲状腺、脂質異常症、肥満や代謝・内

分泌疾患についても当センターで扱います。 

・CDE（糖尿病療養指導士）による指導 

糖尿病療養指導士を含む看護師、管理栄養士、薬剤師、理

学療法士、臨床検査技師、臨床心理士、視能訓練士の各コ

メディカルスタッフが必要によって指導にあたります。 

特に平成２４年より糖尿病腎症進展予防として糖尿病透

析予防指導を重視し、各職種が指導にあたります。 

・フットケア外来 

糖尿病足病変は本人への多大なダメージを与える

重大な合併症ですが、外来での療養指導強化で予防

可能になってきます。専門看護師によるフットケア

指導を水曜日・木曜日・金曜日の午前に行っていま

す。 

・血管外科とのコラボレーション 

血管合併症は糖尿病患者にとって大きな問題です。

センター内には血管外科の診察室や血管検査室を

併設していますので、シームレスな連携で診療にあ

たります。 

・継続看護 

糖尿病センターに配置する看護師は内科病棟看護

師と一元配置するため、入院中の患者の指導を引き

続き外来でも行います。 
2）教育入院 

糖尿病に対する理解を深め、また糖尿病治療の見直しを行うため、糖尿病教育入院をお

すすめします。通常の教育入院期間は１～２週間程度ですが、特に糖尿病教室を目的と

した３泊４日短期入院コースもご用意しています。 

糖尿病センターを移転・拡充しました 

<<糖尿病教室>> 

現在糖尿病教室は毎週木曜日・金曜日の 2 日間で行っています。入院患者だけ

でなく外来通院患者の方にも参加していただけます。 

医師・看護師だけでなく、臨床心理士・薬剤師・管理栄養士・臨床検査技師・

理学療法士などから構成される糖尿病チームのメンバーが糖尿病教室を開催し

ております。1 クールの教室参加人数は原則 5 名までですので少人数で行い、

会話が弾みます。平成 25 年度糖尿病教室参加人数は 175 名です。 

フットケアを行う看護師 
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当院でも、認知症の患者は増えています。認知症看護認定看護師が現場における「気

づき」に対し、的確な現場対応・指導を行うために、各種医療チームと連携しなが

ら、「認知症」「せん妄」など患者対応の連絡・支援体制の整備を図っていきます。

その成果として、認知症患者と関わるスタッフの疲弊軽減・モチベーションの維持・

高揚が図られることになり、患者・家族に対する「気づき、気遣いの看護」という

当院のモットーがより質の高いものになると思います。 
 

＜認知症看護認定看護師は次のような仕事を行います！＞ 

１）認知症患者の意思を尊重し、権利の擁護を行います。 

２） 認知症患者の状態像を統合的にアセスメントし、具体的ケアの実践を行います。 

３）介護家族支援・指導を行います。 

４）他職種と協働し、認知症に関わるケアサービスの情報提供を行います。 

５）認知症の基礎知識・認知症ケアの指導を行います。 

・加齢による「物忘れ」と「認知症」について 

・「せん妄」と「認知症」について 

・「うつ」と「認知症」について 

・認知症の行動・心理症状（BPSD）についてなど 

６）認知症看護に関する看護職の具体的な相談を行います。 

・認知症患者の治療方針に関する意思決定など倫理的問題について 

・認知症患者・家族へのかかわり方について 

・認知症の行動・心理症状（BPSD）の対応について 

・認知症に関わるケアサービスの情報提供についてなど 

 

＜相談ください！＞ 
１）認知症患者の相談等 
・入院中の認知症患者・家族のケアマネジメントについて 

２）精神科リエゾンチーム 
・身体疾患治療を受けている患者が、精神疾患を合併する、あるいは何らかの心理的な問題を 
抱えた場合に、「こころ」と「からだ」のバランスを整え、それらの症状の改善や苦痛の緩和を

行い、スムーズな身体治療の終了を支援します。 
３）看護相談外来・もの忘れ外来 
・認知症関連であればすべての人が対象です。 

・平日 11：00～14：00   (毎週火曜日午後は除きます) 

① 電話予約 （事前予約：0568-57-0048） 

② 当日予約 （インフォメーションで受付） 
 

※ 相談は随時対応しています 

伊藤 松恵 
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〒486-8510 春日井市鷹来町 1-1-1  

TEL 0568-57-0057(代表)  

FAX 0568-57-0067 

 

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 
Trinity Vol.15 
発行日 平成 26 年 8 月 25 日発行 

発行元 広報委員会  春日井市民病院 

ホームページ 

 
薬剤部 坂田 洋 

Ｑ：真菌性角膜炎治療で結膜下注射を行う文献があるがどのようにすればよいか。 
Ａ：2014 年７月現在、結膜下注射が適応となっている注射薬はない。真菌性角膜炎の治療では

フルコナゾール注射液 0.2%に調製した点眼液の１時間おき点眼が行われることが多い。適応は

ないが、重症例ではフルコナゾール 0.2%液やミコナゾール 0.1%液の結膜下注射が行われる。

１日２回まで注射が可能である。また、保険の審査では国保については、本治療は審査上認める

ことがホームページ上で公開されている。 

引用文献：日眼会誌 111 巻 10 号 p.793-800 

 

Ｑ：フルニトラゼパムの大量服用時の急性毒性について知りたい。 
Ａ：ラットに腹腔内投与した際の LD50 は 1050mg/kg とされている。致死量に関する人での

データはない。これまでのところ開発・発売企業が市販後に収集したデータでは、フルニトラゼ

パムの過量投与による死亡例は報告されていない。以下に症例を報告する。 

＜症例１＞ ロヒプノール 2mg を 30 錠服用。来院時は GCS:E1V2M4 の意識障害。服用 

から来院までの経過時間は不明であるが、来院・入院 11 時間後に、病室で自殺を図っており、 

その時点ではある程度の活動可能であったと考えられる。 

＜症例２＞ ロヒプノール 1mg60 錠、レンドルミン 0.25mg30 錠、デパス 0.5mg14 錠、 

レスリン錠 25mg14 錠を服用。服用後 11 時間 30 分で呼吸抑制出現し気管挿管。TDM を 

実施したところ、測定可能なロヒプノール、レンドルミン共に予想される血中濃度より高値を 

示した。複数を過量に摂取したことから代謝・排泄の遅延が起こったと考えられる。 

                     引用文献：インタビューフォーム、メーカー学術資料 

 

Ｑ：市販の鎮痛剤で過敏症の既往がある患者に投与できる鎮痛剤はあるか。 
Ａ：市販薬の解熱鎮痛薬にはアセトアミノフェンの他にエテンザミド、イブプロフェン、ロキソ

プロフェン、ジクロフェナク等の酸性 NSAIDS が含まれていることがある。 

 アスピリン喘息は解熱鎮痛剤の中ではもっとも注意すべき過敏症である。過敏症がアスピリン喘

息の場合、アスピリン喘息を起こす作用機序はアスピリンに限らずすべての NSAIDS（チアラミ

ド塩酸塩を含む）に共通することから、これらの使用は避けるべきである。 

 比較的安全に使用できるのは塩基性 NSAIDS、COX-2 阻害薬があるが、塩基性 NSAIDS は効

果が弱く、COX-2 阻害薬は適応が異なる場合があるため、通常用量のアセトアミノフェンが推

奨される。 

引用文献：厚生省免疫アレルギー研究班；喘息予防・管理ガイドライン 

薬 剤  Q&A 
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