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院長

渡邊

有三

当院は愛知県尾張北部医療圏（春日井市、小牧市、犬山市、江南市、岩倉市、大
口町、扶桑町が含まれます）において初めての地域医療支援病院として、愛知県か
ら認定されました。職員一同大変晴れがましいことと喜んでいます。
この称号は、地域の開業医の先生方からの紹介患者さんと、地域の開業医の先生方や医療機関などで慢性
期医療が受けられるように当院が逆紹介した患者さんの数が一定の割合を満たすと、初めて認定される資格
です。つまり、入院治療が必要な急性期の患者さんを何時でも受け入れられるような体制が整っているだけ
でなく、病気が安定したら近くの医療機関や介護施設などで安心して治療が継続できるようなシステムが形
成されている、地域の中核病院として承認されたということです。当院は年間9,500台を超える救急搬送患
者さんを受け入れており、550床あるベッドは満員となりがちです。ベッドが満員ということは、住民の方
が入院や手術を必要とするような突然の病気にかかられた時に入院が困難となることを意味します。当院は、
そのような不幸な状況とならないように、安定した入院患者さんには積極的に退院支援を行い、外来患者さ
んにおいても﹁かかりつけ医﹂
への逆紹介を促進してきました。当院職員が一丸となり、地域中核病院にふさ
わしい努力を続けていることに対するご褒美と考えています。当院での継続的な治療を望まれる患者さんに
とっては望ましくない対応かもしれませんが、当院が地方公営企業として健全な経営環境であることも、先
進的な医療を提供するためには重要です。指定を頂戴するまでの開業医の先生方の暖かいご理解とご支援に
心より感謝いたしますとともに、今後もご協力をお願いいただければ幸甚です。

登録医を随時募集しています！
１

本制度の目的
春日井市民病院(当院)と地域の医療機関等が、患者に
一貫性のある医療を提供するために、相互が緊密な医療
連携を図ることを目的として
﹁登録医制度﹂
を創設いたし
ました。
２ 登録医のお申し込み方法
⑴ 申請書に必要事項をご記入いただき、ご返送お願い
いたします。
（下記までご連絡いただけましたら、申請
書等を郵送いたします。
）
⑵ 当院での手続き終了後、右の
﹁登録医証﹂
をご送付致
します。なお、入院中の紹介患者への訪問を希望され
る場合には﹁登録医の名札﹂
を作成いたしますので、顔
写真（縦 3 ㎝×横2.4㎝）
を同封願います。
＊詳細については下記までお問い合わせください。
問い合わせ先
春日井市民病院 地域連携ステーション
Tel 0568-83-9924 Fax 0568-82-9345
春日井市民病院では患者向け情報誌
﹁病院新聞さくら﹂を発行しています。この情報誌は、病気の予防や啓発にご利用いた
だける内容となっておりますので、設置を希望されるご施設は、医療情報センター（Tel 0568-57-0076）までご連絡下さい。
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内科部局紹介
押谷医師
（挿管中でした）

上段左より
唐澤医師
古林医師
岡田医師
山下専修医
横江医師
佐々木研修医
下段左より
渡部医師
佐々木医師
成瀬医師
松田医師

当院内科は日本糖尿病学会、日本腎臓病学会両者の専門医である渡邊院長の元、代謝内分泌、腎、膠原病な
どを中心に幅広い内科疾患の治療にあたっています。これは当院内科が元所属していた名大第三内科が“内科
医はジェネラルの中に一つのスペシャルを”という考え方で教育していた流れを受けたもので、とかく専門分
化しがちな最近の内科学の中では特筆すべき特徴と言えるかもしれません。従って開業の先生方からご紹介頂
いた疾患のうち、不明熱、原因不明のるいそう・食思不振、原因不明の汎血球減少など、どの科にも属さない
様な疾患は当科が担当しています。担当する医師としては幅広くかつ最新の知識が要求されますので大変では
ありますが、若手内科医にとっては豊富な経験が積める場、ということで毎年当科を希望してくれる研修医が
おり、活躍してくれています。
【現在力を注いでいる事】
特に現在当院が力を注いでいるのは増加する一方の糖尿病対策です。糖尿病の血糖コントロールや早期からの腎
症対策は糖尿病チームの医師・コメディカルが一丸となり、教育入院、外来指導などを精力的に行っております。
長期入院が困難な患者さんには 3 ， 4 日の短期入院パスや外来でのインスリン導入も行っておりますので、血糖コ
ントロール不良でお困りの症例、将来の腎症発現への啓蒙を促したい患者さんなどおられましたら、是非当院に一
度ご紹介ください。
一方、すでにネフローゼレベルのタンパク尿が認められる患者さんや腎不全期の患者さんは腎臓チームが対応し
ています。投薬の見直し、塩分制限・カリウム制限などの食事指導、Cre 3.0mg/dl以上での身体障害者 4 級申請
（医療費控除が受けられます）など行ったうえ、可能な限りご紹介頂いた先生方と共同して患者治療にあたっていま
す。また急激にタンパク尿が増加した症例や糖尿病で説明できない腎機能低下の見られる患者さんでは積極的に腎
生検を施行しております（原則 2 泊 3 日入院です）。該当する患者さんがおられましたら是非一度当院へご紹介くだ
さい。
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職

名

医師名

所属学会

資

格

日本内科学会
日本腎臓学会
日本透析医学会
日本糖尿病学会
日本骨代謝学会

日本内科学会認定内科医、指導医、評議員
日本腎臓学会専門医、指導医、評議員
日本透析医学会専門医、指導医、評議員、理事
日本糖尿病学会専門医
日本骨代謝学会評議員
名古屋大学医学部医学科臨床教授
日本医師会産業医

日本内科学会
日本糖尿病学会
日本病態栄養学会
日本静脈経腸栄養学会

日本内科学会認定内科医、専門医、指導医
日本糖尿病学会研修指導医、専門医、評議員
日本病態栄養学会評議員
日本医師会産業医

日本内科学会
日本腎臓学会
日本透析医学会

日本内科学会認定内科医、専門医、指導医
日本腎臓学会専門医
日本透析医学会専門医
日本医師会産業医

淳一

日本内科学会
日本糖尿病学会
日本内分泌学会
日本肥満学会
日本甲状腺学会
日本病態栄養学会
米国糖尿病学会

日本内科学会認定内科医、専門医、指導医
日本糖尿病学会専門医
日本内分泌学会専門医、指導医
日本医師会産業医

岡田

由紀子

日本内科学会
日本糖尿病学会
日本内分泌学会
日本糖尿病妊娠学会
日本甲状腺学会
日本間脳下垂体腫瘍学会

日本内科学会認定内科医
日本糖尿病学会専門医

医師

押谷

創

日本内科学会
日本腎臓病学会
日本透析医学会

日本内科学会認定内科医

医師

古林

陽一

日本内科学会

医師

横江

優貴

日本内科学会
日本腎臓学会

専修医

唐澤

宗稔

日本内科学会

専修医

山下

良子

院長

渡邊

有三

医務局長

佐々木

部長
透析センター長

成瀬

友彦

臨床検査部長
医長

渡部

啓子

糖尿病センター長
医長

松田

医長

洋光

、
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内科症例検討の様子。取材の
ときは浮腫を伴う91歳女性の
症例検討を行っていました。
上の写真の山下専修医は検討
内容を電子カルテへ記録して
いました。

【当院への紹介状況】
H.24. 4 月からの半年間で内科あての紹介が740名程あり、そのうち糖尿病外来、腎臓病外来への紹介が合わせて
400名前後ありました。開業の先生方からの紹介患者さんが年々増加しており、良い連携が構築されてきており大
変心強く感じています。特に腎臓外来への紹介はＣＫＤ運動の効果もあってか、10年前に比べると格段に増えてお
ります。当院では年間70名前後の患者さんが透析導入となっていますが、かつては救急車で来た時にはすでに末期
腎不全状態で直ちに透析導入、といったケースも少なくありませんでした。しかしここ数年は開業の先生方が事前
にご紹介頂くことも多くなり、内シャント作成の上、計画的に透析導入できる患者さんが大半を占めるようになり
ました。
糖尿病、腎臓疾患の病診連携モデル地区になるべく頑張っておりますので、今後もご協力お願いいたします。

《外来診療表》
月

火

水

木

金

内科

佐々木

渡邊

岡田

渡邊

佐々木

内科

横江

古林

成瀬

成瀬

押谷

内科

渡部

松田

渡部

古林／押谷

松田

特殊外来(午後)

血液内科

糖尿病指導外来

佐々木

血液内科
松田

佐々木

岡田

春日井市民病院における腎生検と、IgA腎症の
最近の治療について
古林
現在、当院では年間30例程度の腎生検を行っていま
す。ネフローゼや慢性腎炎、腎障害を伴う膠原病がそ
の大半を占めています。以前は16Gというかなり太い
生検針を使用していましたが、数年前より安全性を考
慮し18Gへと変更しています。変更後は血管塞栓術や
輸血を要するような重篤な出血性合併症は 1 例もなく、
18G針の安全性を物語っていると考えられます。また、
全国的には腎生検を行う際には 5 ～ 7 日間の入院を要
する施設が多いのが現状ですが、当院では一昨年より
2 泊 3 日入院での腎生検を行っています。具体的には、
腎生検当日の午前中に入院し、午後から腎生検を施行。
6 時間程度のベッド上での安静の後は、トイレ歩行ま
で許可しています。翌日には安静解除となり、とくに
合併症が見られなければ腎生検 2 日後に退院という流
れとなっています。生検針を細くすることにより、採
取できる組織は多少小さくなりますが、糸球体が得ら
れない症例はこれまでなく、診断に関しても全く問題
なく行えています。
腎生検の適応症例として、最も多いのがIgA腎症で
あり、感染を契機とした肉眼的血尿や、健診での尿潜
血で受診される方が大半です。以前はなかなか治療法
もなく、一部は予後不良となることが知られていまし
たが、最近では様々な治療が行われています。蛋白尿
を伴う症例にはACE阻害剤やARBの有効性が確立さ
れています。また、上気道感染を契機とした肉眼的血
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陽一

尿がみられるような症例には扁桃摘出術の有効性も報
告されています。すでに腎不全に至っている症例でな
ければ、外来でのステロイドパルスも非常に有効です。
基本的には治療期間は 6 か月となり、Pozziらのプロ
トコールに準じた治療を行っていますが、かなりの割
合（ 8 割程度）で尿潜血・尿蛋白の消失・減少が認めら
れます。
なかなか自覚症状がないのが腎臓病診療の難しいと
ころではありますが、検尿異常が発見された際には、
腎生検を含め、診断をしっかり行うことにより腎不全
への進展を防ぐことが可能となります。一度腎臓内科
への受診を勧めていただければと思います。

GLP-1 受容体作動薬(インクレチンミメティクス)
の特徴と 2 型糖尿病治療

糖尿病センター
インクレチンはインスリン分泌を促進する消化管ホ
ルモンであり、 2 型糖尿病治療にインクレチン関連薬
が国内で使用可能となってから来月で 3 年が経過しま
す。特に、経口薬であるDPP-4阻害薬は発売当初から
頻用され、第一選択薬として使用される例も多くなっ
てきていると思います。GLP-1受容体作動薬に関し
ても徐々に症例が増えつつあるものの、注射薬である
ため
﹁とっつきにくい﹂印象を持たれている先生もみえ
るかもしれません。

淳一

BMI25以下群とBMI28超群への投与で比較し、BMI28
超群でHbA1c低下度が高かったといった報告もある
一方、BMI25以上・BMI30以上と肥満度が増えてい
くにつれてHbA1c改善の有効性が低下したという報
告もあります。実際、特にBMI35以上といった高度肥
満の方で、血糖コントロールが徐々にリバウンドして
くる例が散見されます。効果不十分であった場合は、
投与の中止を検討、または製剤の変更（例：リラグル
チドからエキセナチド）、あるいは併用薬の追加（例：
SU剤併用に加えてさらにメトホルミン追加等）などの
対応が必要と考えます。

【GLP-1 受容体作動薬の特性】
現在国内で使用可能なGLP-1受容体作動薬には2010
年 6 月に発売されたリラグルチド（商品名：ビクトー
ザ®）と、同10月に発売されたエキセナチド（商品名：
バイエッタ®）があります。DPP-4阻害薬では生体内
のDPP-4活性を阻害し、内因性の活性型GLP-1を生
理的濃度の 2 - 3 倍程度で高める作用であるのに対し、
GLP-1受容体作動薬は薬理学的な血中濃度でGLP-1
受容体に作用し効果を発揮します。GLP-1受容体作
動薬には体重を減少させる効果が期待されますが、
DPP-4阻害薬では体重減少効果はありません（表 1 ）。
共通点としましては、いずれも主に食後血糖をターゲ
ットとしていることもあり、単剤使用での低血糖頻度
は少ないことが上げられます。投与回数に関してはエ
キセナチドは 1 日 2 回ですが、リラグルチドは 1 日 1
回と外来導入でのコンプライアンスが期待できます。
GLP-1受容体作動薬治療開始初期に悪心や下痢など
の消化器症状がみられることがしばしばありますが、
時間経過で消失することがほとんどです。

松田

【GLP-1 受容体作動薬投与を避けたい例】
インスリン分泌低下が明らかな症例（インスリン依
存性）ではインスリン投与が必須ですので、投与前に
血中Cペプチドの測定などで判定される事を推奨しま
す。高度腎不全・透析者に関してはエキセナチドは禁
忌ですが、リラグルチドは慎重投与となっています。
透析患者さんにおいてDPP-4阻害薬からの切り替え
でリラグルチドを使用した報告もあるようです。

【GLP-1 受容体作動薬への期待】
海外ではエキセナチドLARという 1 週間に 1 回投
与の徐放注射製剤も承認されています。このような製
剤を用いることで、さらに患者様のコンプライアンス
の向上が期待できそうです。またGLP-1受容体作動
薬は虚血心における心筋保護作用や血管内皮細胞に対
する作用も国内外で発表されてきており、心血管合併
症の抑制効果に関しても期待できる可能性があります。

【GLP-1 受容体作動薬に適した症例とは】

当院では2012年10月現在、GLP-1受容体作動薬を
使用されている患者数は28名です。

体重減少効果が期待できるとあって、高度肥満を伴
う 2 型糖尿病をイメージされやすいかと思います。
《表 1 》
インスリン分泌 グルカゴン分泌

食欲

体重

低血糖

消化器症状 投与経路

DPP-4 阻害薬

増強

抑制

効果なし

不変

低率
（単剤）

少ない

経口

GLP-1 受容体
作動薬

増強

抑制

抑制

減少

低率
（単剤）

あり

皮下注射
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救急小話
マムシに咬まれて来院された患者さん
外科専修医

秋田

直宏

マムシ咬傷は本邦で年間1000件以上の報告があります。当院でも2012年 4 月から10月までで 5 件のマムシ咬
傷があり、その中の 1 例についてお話しします。
患者さんは学童期の男児で、田んぼで、マムシを見つけ、捕まえた際に受傷し当院の救急外来を受診しまし
た。診察時には右示指の先端に 2 穴の牙痕を認め、創部は疹痛と腫脹が著明でPIP関節まで暗赤色に壊死して
いました。診察時に実際に捕まえたマムシを持参しており、牙痕や症状とあわせマムシ咬傷と診断し入院とな
りました。受傷後より 3 時間で腫脹の範囲は肩関節まで広がったためマムシ抗毒素を使用しました。補液、抗
生剤にて経過観察を行い、受傷後 4 日目より腫脹は改善傾向に向かいました。マムシ毒素による腎機能低下や
DICは認めませんでした。しかし、創部は壊死傾向強くPIP、DIP関節は可動制限を認めたためリハビリを開
始し、約 2 週間後に退院し外来にてリハビリを行いました。

、
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がん性疼痛看護認定看護師

がん相談支援センター相談員
森本 優子

当院は、平成24年 4 月 1 日に厚生労働省健康局より﹁がん診療連携拠点病院﹂の認定を受けました。﹁がん診療連
携拠点病院﹂
は、がん医療の均てん化を目標とし、認定病院は47都道府県で397か所になりました。（H24.4.1現在）
専門的ながん医療の提供等
（手術・放射線療法・化学療法を効果的に組み合わせた集学的治療の実施や、治療の初期段階からの
緩和ケアの実施等）
地域のがん診療の連携協力体制の構築
（研修や診療支援、患者の受け入れ・紹介等）
がん患者に対する相談支援及び情報提供
が役割になります。
当院でも相談支援の充実を図る為に、平成23年10月に﹁がん相談支援センタ
ー﹂
（病棟 7 階）を設置しました。患者さんやご家族あるいは地域の方々に、が
んの病態、標準的治療法等、がん診療及びがんの予防・早期発見等に関する一
般的な情報の提供やセカンドオピニオンに関すること、療養上の相談等に応じております。昨年は947件（H23.10
～H24. 9 実績）
の相談がありました。
﹁がん相談支援センター﹂では、電話や面談で直接相談にのるだけではなく、月に 1 回患者サロンとピアサポー
ター
（がんの治療体験者）によるがん相談会を開催しております。
患者サロンは、がんを体験された患者さんやご家族同士が、情報を共有したり、不安や疑問などを同じ目線で気
軽に話し合える場所です。
また、ピアサポーターによる相談会は、ピアサポーターが、がんの正しい知識を身につけ、ご自身の経験を生か
してがん患者さんをサポートされます。体験された方にしか分からない気持ちを共有したり、経験者の生の声が聞
けたりする事で、医療者だけではなく患者さん同士で支え合いながら病と向き合っていただくことを目的としてお
ります。

がん相談支援センター：月曜日～金曜日
時間：9：00～16：00
場所：病棟７階
患者サロン：毎月第 1 金曜日
時間：11：00～12：00
場所：がん相談支援センター（病棟 7 階）
ピアサポーターによるがん相談会：毎月第 4 木曜日
時間：10：00～12：00
場所： 1 階正面玄関ホール
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検

査

の

話

～血管検査室のご紹介（part3）～
臨床検査技術室

若林

弥生

近年、動脈硬化性疾患の増加に伴い、動脈硬化を正確に評価することが重要になってきました。動脈硬化のスク
リーニングには種々の検査法がありますが、患者への負担が少なく、繰り返し施行できる無侵襲検査法が普及して
おり、中でも画像診断法（エコー検査）は広く認知されています。一方頸動脈は、体表面近くを走行するためエコー
で観察しやすく、動脈硬化判定をおこなうのに適した血管です。
当院血管検査室への頸動脈エコーの依頼件数は、昨年度は約760件で、依頼科は循環器内科・一般内科（腎・糖尿
病）
・神経内科・心臓血管外科などでした。
頸動脈エコー検査の目的を、実際の画像とあわせてお示しします。

〈IMT〉
動脈硬化のイベント発生の予測因子として、内中膜複合体厚（IMT）があげられます。特に高血圧、糖尿病、脂質
異常症、喫煙習慣など、動脈硬化の危険因子を有する場合は、IMTを経過観察していくことが有用であるといわれ
ています。また最近では、IMTの退縮、進展抑制のある薬剤の効果判定の診断指標としてもIMT計測が用いられて
います。
総頸動脈の長軸像
IMT0.6mm

IMT1.0〜1.2mm

IMT2.2、3.3mm
血管壁は不整

〈プラーク性状：輝度分類〉
日本脳神経超音波学会では﹁外膜より1.1mm以上の厚みを持つ部分をプラークと定義する﹂としています。プラー
クの性状評価には、早期動脈硬化研究会の﹁輝度と形態によるプラーク分類﹂
（右表は輝度分類）が用いられています。
表の下段ほど脳梗塞の危険性の高いプラークで、高輝度エコーは、石灰化と対応しているとされています。
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プラークなし

Ⅰ型プラーク

Ⅱ型プラーク

Ⅲ型プラーク

〈プラーク形態：潰瘍〉
潰瘍部では血液の乱流がおこり血栓が付着することが多く、脳梗塞を発
症するリスクとなり得ます。右の画像は、頸動脈球部の長軸像です。厚い
プラーク
（矢印）
が描出されています。一部潰瘍様の陥没がみられました。
この患者さんは、自覚症状のない早期の段階で発見できました。頸動脈
エコー検査の重要性を痛感した症例です。

〈狭窄〉
頸動脈狭窄を有する頻度は高齢者になるほど
高くなります。
虚血性脳血管障害の既往のある患者は、ない
人に比べ高率に頸動脈狭窄が認められます。ま
た、軽度の脳梗塞や一過性脳虚血発作の患者が
頸動脈狭窄を有する場合、早期の再発リスクが
高くなります。一般的には、収縮期最大血流速
度が200cm/s以上で70%以上の高度狭窄病変

内頸動脈の狭窄部短軸像

狭窄部位

があるといわれています。

〈異常波形〉
血流波形や血流方向などから、エコーで直接
内頸動脈長軸像と血流波形
描出できない、あるいは描出するのが難しい病
正常波形
変部位を推測することができます。
右の画像
（異常波形）では、描出範囲での内頸
動脈の血管内腔は比較的スムーズで、特にプラ
ークなどはみられませんが、血流波形は拡張末
期流速の低下がみられます。この波形は、観察
部位よりも末梢に高度狭窄もしくは閉塞病変を
疑う所見です。
この患者さんの頭部MRI検査を施行したところ、右内頸動脈の末梢に閉塞所見を認めました。

異常波形

〈血流の逆行〉
鎖骨下動脈起始部はエコーで描出するのが難しい場所ですが、左下の画像のように椎骨動脈が逆行している場合、
鎖骨下動脈の閉塞性病変が疑われます。無症状の場合もありますが、椎骨動脈の逆流量が多いと脳底動脈の血流量
が減少し、めまいやふらつきなどの症状が現れます（鎖骨下動脈盗血現象）。
このような症例では、多くの場合に上肢の血圧の左右差がみられます。
参考画像（MR アンギオ）
総頸動脈

鎖骨下動脈
閉塞

椎骨動脈逆行

以上、簡単ではありますが、頸動脈エコーについて紹介しました。前述したように、エコー検査は無侵襲でリア
ルタイムに評価ができ、被爆などの心配もないため繰り返し施行できるという利点があります。一方欠点として、
深部病変や石灰化病変の評価が困難であることなどがあげられます。また、エコー検査は術者の手技に依存し、そ
の技量に左右されるため、検査担当者は日々研鑽を積む必要があります。
当院血管検査室では、血管診療技師（clinical vascular technologist : CVT）や、超音波検査士（血管領域）な
どの専門資格を取得し、脈管疾患の早期発見・診断・治療に役立つ検査を提供できるよう、日々努力しております。
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画像診断のコーナー
血管内治療センターで行われていること（その２）
放射線技術室

馬場

勇人

血管内治療センターのバイプレーン血管撮影装置とIVR-CT装置が、最新鋭の装置に更新されました。これらの
装置の導入により、低被ばくかつ短時間の治療が可能となりました。また、手術室には血管撮影装置が 2 台配置され、
多くの手術がより安全に行えるようになっています。シリーズで血管内治療センターの治療を紹介していきます。

【下肢の血管拡張術】
PAD
（末梢動脈疾患）やCLI（重症虚血肢）に対し、バ
ルーンによる拡張やステント留置を行い治療します。
平成23年の実績は143件でした。
この夏より、SFA（浅大腿動脈）領域のみにですが
DES（薬剤溶出ステント）が世界に先駆け保険適用に
なったことで、従来のBMS（ベアメタルステント）で
は再狭窄、再血行再建の必要性が多かった病変も冠動
脈の治療と同様に減少していくと考えられます（図
1 ）。また、血管内超音波を使用したり、バイプレーン
装置を使用し他方向より同時に観察ができたりするこ
図 1 ．DESとBMSの開存率成績（ 2 年開の 1 次開存率）
とで慢性完全閉塞病変などの難症例に対してもより確
83.4% vs 64.1%
54%の再狭窄低下
実な治療効果をもたらすことができます。
全国的には循環器科の医師が手技を行う施設が多いのですが当院で
は血管外科の医師が手技を行うことで血管拡張術やバイパス術による
Angiosome再建後の下肢切断術を同時に行うことができ、ハイブリッ
ドな治療を速やかに実行し患者の予後を良くすることを助けています。
当院ではPADやCLIの患者は冠動脈や頚動脈、腎動脈にも病変が存
在する可能性があると言われているため、スクリーニング検査を行いま
す
（図 2 ）
。
64列MDCTでは冠動脈と大血管系を同時に撮像し、25秒程度で撮影

図 2 ．PAD患者の他疾患との合併の相関

し造影剤も90ml程度と大きな負担無く診断します。
また、血管診療技師の有資格者が 5 名いることを活用しVascular
Labにて、頚動脈や腹部動脈、下肢動脈の超音波検査や、ABI/PWV
（四肢血圧脈派測定）、SPP（皮膚灌流圧測定）などの機能検査を行いま
す。
〈血管造影術前〉

〈血管造影術後〉

3DCT
緑：閉塞部位

図 3 ．SFAの慢性完全閉塞に対するIVR
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変化のための
モチベーションという考え方
臨床心理士

大脇

真奈

これまで、ストレス、ストレスマネジメントのお話
を連載してきました。もう少し具体的にお話を進めて
いきたいと思います。
医療関係者の中で、﹁燃えつき現象（burnaout
syndrome）﹂という言葉をよく聞きます。“自分が最
善と確信してきた方法で打ち込んできた仕事、生き方、
対人関係などが、全くの期待外れにおわることにより
もたらせる疲弊あるいは欲求不満の状態（Freudenberger, 1980）”、“長期間にわたり人に援助する過程で、心的
エネルギーがたえず過度に要求された結果、極度の心身の疲労と感情の枯渇を主とする症候群であり、卑下、仕事
嫌悪、思いやりの喪失（Maslach, 1981）”などと定義されています。特別な人が陥るわけではなく、援助職全ての
人に起こり得る現象です。今までの自分の方法が否定された感じに陥り、こころは動きが取れなくなってしまいま
す。いつもならできることができなくなってきてしまいます。方法を変化させようと思えば思うほど、混沌とした
状況になりやすいものです。
ブリーフセラピー（短期療法）の基本に、
﹃人は絶望的な状況にあっても、最初は非協力的で困難に見えても、ちゃ
んと変化する﹄という考え方があります。私が、心理面接の中で心がけている基本的な考えです。変化は、何もな
いところでは生じません。変わりたいというモチベーションが必要です。モチベーションは変化のためのスタート
地点です。
モチベーションと一言で片づけてしまえば、それまでなのですが、このモチベーションという考えにはいくつか
種類があります
（下図）。便宜上、否定モチベーション、肯定モチベーションという言葉を用いましたが、否定＝悪、
肯定＝良ということではありません。考え方を整理するために利用している言葉です。否定モチベーションの中に、
﹁回避﹂ということがありますが、
﹁三十六計逃げるに如（し）かず＝面倒な事からは手を引いて逃げるのが一番よい﹂
という例えのような意味合いとお考え下さい。
変化を促す際に、人のモチベーションを見つけ、引きだしていくことが重要です。人は、モチベーションを基に
行動している可能性があります。現在混沌としている行動は、どのモチベーションから由来しているのかを注意深
く聞き取り、観察していくことで、変化の契機を見出すことが可能となります。
医学モデルのように原因追究するのではなく、
﹃人は絶望的な状況にあっても、ちゃんと変化する﹄という基本的
な考えの基、細やかにモチベーションを語ってもらうことにより、混沌とした状況から離脱するチャンスがやって
きます。
次回は、具体的にどのように聞いていくかをご紹介いたします。

《モチベーションの種類》

参考図書 ﹁燃え尽き症候群﹂ 土居健郎監修

金剛出版
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﹁変化の第一歩﹂ ビル・オハンロン

金剛出版

栄養管理室からのお知らせ
栄養管理室
栄養管理室では、開業の先生方からご依頼があった患者さんに個人栄養食事指導をおこなってまいりましたが、
この度平成24年10月より糖尿病食・腎臓病食体験教室に、ご紹介の患者さんにも参加して頂けることとなりました。
初め当院受診中の方を対象に平成23年11月から始まりましたこの取り組みは一年を迎えることとなり、これまで
糖尿病体験教室には延34人、腎臓病体験教室には延25人の方が参加され好評を頂いています。
これは従来の栄養食事指導ではなく、実際の糖尿病食や腎臓病食を召し上がって頂き、一食分のエネルギー量や
蛋白質量、ナトリウム（食塩相当）量を体感することを目的とした集団教室です。
面談型の栄養食事指導では伝えることが困難な﹁一食を食べた感覚﹂や﹁適正なナトリウム（食塩相当量）を使った
味付け﹂
などを外来で患者さんだけでなくご家族にも付添としてお一人まで体験して頂けます。
また、食事をしながら食事療法について日ごろ困っていることやわからないことを患者さんやご家族同士お互い
に話ができることも特長です。調理の実演・実習等ではありませんので、お気軽に参加して頂けます。
糖尿病体験教室は第二火曜日、腎臓病体験教室は第三木曜日にそれぞれ正午より一時間、毎月一回開催していま
す。日ごろ食事療法にお困りの方がいらっしゃいましたら、ぜひご依頼頂きますようお願いいたします。
尚、費用については、食事代として実費一人500円お支払い頂きます。
集団栄養指導料の診療報酬は別途、また都合により一組のみの参加となった場合、個人指導料扱いになりますの
でご了承下さい。先日のご案内にもありますが診療報酬のお支払い方法を変更しておりますので併せてお知らせい
たします。

コーヒーブレイク

もうすぐ 楽しいクリスマス！

医療情報センター

山添

智

あと少しでクリスマスです。Christmasとはキリスト（Christ）のミサ（mass）のことでキ
リストが誕生した日であることは、皆さんもご存じかと思います。Xmasとも書きますよね。
これはギリシャ語ではキリストをXristosと書くので、Xでキリストを表しているからです。
クリスマスは何と言ってもサンタ・クロースの贈り物が楽しみですね。子供のころは大き
いプレゼントが欲しくて、お父さんの大きな靴下を枕元に置いたものです。本当はもっと大
きくなる母のストッキングを置きたかったのですが、貸してもらえませんでした。さて、こ
のサンタ・クロース、実在していたことをご存知ですか？サンタ・クロースは 4 世紀ごろの
トルコで貧しい人や子供たちを助けた聖ニコラス（Saint Nicholas）が起源です。この名前
がアメリカにわたって、サンタ・クロース（Santa Claus）になったのです。そして、クリ
スマスプレゼントは聖ニコラスが貧しい人や子供たちに贈り物をしたことから、クリスマスにプレゼントの習慣が
生まれたという一説があります。また、クリスマスは色々な飾り付けをしますが、緑や赤が基本になっています。
これは針葉樹が一年中葉を茂らせるので緑が永遠を表し、赤はキリストが人々に永遠の命を与えた証を表していま
す。つまりは永遠の命や愛を表しているのです。
クリスマスが近づくと街中は飾り付けやジングルベルなどの音楽でにぎやかになります
よね。皆さんはクリスマスの音楽といえば何が一番印象に残っていますか？色々とあると
は思いますが、私は山下達郎さんの﹁クリスマス・イブ﹂が一番です。﹁雨は夜更けすぎ
に・・・きっと君は来ない・・・﹂この歌詞と同じような思い出が・・・今でもこの曲を
聴くと少し寂しい気持ちになります。懐かしくもほろ苦い思い出です。
さて、感傷に浸ったところで、私は大切な妻や子供にプレゼントを買いに行こうと思い
ます。皆さんも楽しいクリスマスをお過ごしください。
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Drug information
Drug information

医薬品リスク管理計画（RMP：
Risk Management Plan）とは？
薬剤部

洋

■医薬品リスク管理計画の節目となる予定時期の設定

2013年 4 月からバイオ後続品を含む全ての医薬品
は、重要な特定されたリスク、重要な潜在的リス
ク及び重要な不足情報を安全性検討事項（Safety
Specification）として集約し、それを踏まえて医薬
品安全性監視活動の計画（医薬品安全性監視計画）を立
てることが必要となります。これが医薬品リスク管理
計画です。

安全性評価の検討を行う場合、下記のように事前に
時期を設定することになります。
有害事象について事前に設定しておいた頻度を十
分な信頼性をもって検出できるようになる時期は
いつか
有害事象の発現に影響を及ぼすリスク因子を十分
な正確さで評価できるようになる時期はいつか
実施中又は実施を計画している医薬品安全性監視
活動の結果を利用することができるようになる時
期はいつか
リスク最小化活動の対象としている安全性検討事
項に関する臨床上及び保健衛生上の重要性が評価
できるようになる時期はいつか
この結果によっては医薬品安全性監視活動及びリス
ク最小化活動の実施状況に応じて見直しを行うことに
なります。

【ICH】
日本・米国・ＥＵは、必要な患者に安全で有効な
新医薬品をより早く提供するため、1990年 4 月、日
本・米国・ヨーロッパの各医薬品規制当局と業界団体
の 6 者によりICH（International Conference on
Harmonisation of Technical Requirements for
Registration of Pharmaceuticals for Human
Use）
が発足しました。
新医薬品の品質・有効性・安全性の評価にかかわる
技術的なガイドラインだけでなく、最近では承認申請
資料の形式、市販後安全体制などもその対象となって
います。これによりGLPに基づいた非臨床試験をし
ていれば、海外のデータでも国内で使用できるように
なる等、医薬品審査の迅速化が図られています。

坂田

■リスク最小化計画について

【医薬品安全性管理計画
（Pharmacovigilance Plan）
】
ICHは2003年にE2Eガイドラインをまとめました。
E2Eガイドラインは﹁医薬品安全性監視の計画﹂と呼ば
れ、製造段階から市販後に至るまでの、医薬品のリス
クを適正に管理する方策についてその実施方法につい
て原則をまとめています。
ICHに参加している本邦も2005年にICH E2Eガイド
ラインをもって企業に対して医薬品安全性監視計画に
ついて通知しました。その後、2012年 4 月に厚生労働
省から﹁医薬品リスク計画指針について﹂
（RMP）を発
し、関係業者に対して通知を行っています。
下記にその要点について記載します。

■リスクの特定と公表
発売前に、重要な特定されたリスク、重要な潜在的
リスク、重要な情報不足の 3 つを特定し、発売前に公
表することになります。

企業はこれまでも様々な安全対策を実施してきまし
たが、今後はリスクとそれに対応する下記安全対策を
整理し、公表・実施します。
企業ホームページによる市販後安全監視情報の迅
速な公表
患者向け資材の作成及び提供
医薬品の使用条件の設定
処方医師の専門的知識・経験の確保
医薬品使用管理体制の確保
投与患者の慎重な選定
投与に際しての患者への説明と理解の実施
特定の検査等の実施
緊急時に対応可能な医療機関での使用
使用医師、薬剤師の登録
容器の工夫など
米国ではREMS（Risk Evaluation and Mitigation
Strategy）
、
EUではEU-RMP
（EU-Risk Management
Plan）としてすでに実施されています。医薬品のリス
ク管理を薬剤疫学等の手法を用いて常に評価し、それ
ぞれの企業が行ってきた安全対策を安全性評価検討事
項にまとめ、リスクと対策がこれまで以上に分かりや
すくなります。

引用：医薬品リスク管理計画指針について、薬食安発0411第 1 号、2012年10月10日
医薬ジャーナル、Vol.48 No. 5 、2012年10月10日
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薬剤部 Q & A

Ｑ：抗甲状腺剤を開始する際には無顆粒球症予防のため投与開始から少なくとも 2 ヶ月間は 2 週間
に１度の血液検査を行うこととなっているが、休薬した際にはどのような対応をすればよいか？
野口らの報告では、無顆粒球症の発症は投与開始から 2 か月以内が66%、 2 か月以上12か月以内
が21％、 1 年以上が 5 %、不明が 7 %と報告している。これらのうち投与開始から長期間を経て発
症した症例を調査したところ、途中で 1 か月から 2 か月服薬を中止している症例が多いことが分かった。また、他
の報告でも服薬が不規則で途中で 1 か月から 2 か月服薬を中止している症例が多いことが報告されている。
以上のことから、服薬が不規則で長期間（ 1 か月）服用しない場合などは、初回と同様に血液検査を行う必要があ
ると考える。
引用文献：日本醫亊新報 No. 4131（2003年 6 月28日）
Ｑ：片頭痛発作のある妊婦が鎮痛剤を希望している。できるだけ胎児に影響のないNSAIDsはどんな医薬品があ
るか？
妊婦がNSAIDsを使用する場合には、胎児毒性以外に胎児の動脈管閉塞のリスクについて考慮する必要がある。
NSAIDsは程度の差はあるが胎児の動脈管閉塞を起こす。そのため妊娠後期には多くが禁忌となっている。NSAIDs
に対する血管の感受性は妊娠25週前後から現れるため、25週前後からは注意が必要である。メフェナム酸、インド
メタシンなどは動脈管閉塞効果が強い。
関連する情報量が比較的多い医薬品には、アセトアミノフェン、アスピリン、イブプロフェン等がある。アセト
アミノフェンに関しては胎児毒性に関しては危険性を示す明確な疫学データは存在しない。動脈管閉塞作用も弱い。
アスピリンに関しては、中央薬事審議会の検討結果では胎児毒性は否定的であるが、長期連用した際には産前産後
の出血、難産、死産、新生児の体重減少、死亡などの危険性が高くなる事が否定できないとしている。動脈管閉塞
作用も弱い。イブプロフェンに関しては、動物実験で着床数抑制などの影響が認められているが、ヒトにおいては
危険性を示す疫学調査の結果は無い。
引用文献：実践 妊娠と薬第 2 版。妊婦・授乳女性の薬ハンドブック第 3 版。Drugs in Pregnancy and Lactation
Ｑ：ランマーク皮下注による低カルシウム血症予防のためのカルシウム剤、ビタミンＤ剤投与の推奨処方が知りたい。
安全性情報ではカルシウムとして500mg、天然型ビタミンＤとして400IUの投与を勧めている。沈降炭酸カルシ
ウム1500mgはCaに換算すると600mgに相当する。例えば炭カル錠（旭化成）は 1 錠500mgの沈降炭酸カルシウム
製剤なので 3 錠＝1500mgとなる
また、ビタミンDについては、結晶ビタミンDの0.025μgを1IUと規定しているので、ランマーク投与時に必要
な400IUは10μgとなる。活性型ビタミンD3は天然型の7.5倍の効力があるため、10μg/7.5＝1.33μgの活性型ビタ
ミンD3が必要。ワンアルファ0.5μg×3錠＝1.5μg＝60IU、60IU×7.5＝450IUとなる。
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おります。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

ちょっと豆知識
偶然の発見と医薬品の進化

－その 3 －

薬剤部

坂田

洋

シスプラチンは胃がんをはじめさまざまながん治療に使用される化学療法剤です。このシスプラチンは最初は錯
体研究に使用されていたのですが、この化学物質の抗腫瘍効果もアスピリンやニトログリセリンのように偶然発見
されました。
今から遡ること200年近く前の1845年、シスプラチンはすでに錯体研究材料として合成されていました。1965年
にB.Rosenbergらは電場の細菌に与える影響について研究していましたが、偶然にもプラチナ電極の分解産物が
大腸菌の増殖を抑制し、フィラメントを形成させることに気がつきました。
その後、1969年には、E.coli の細胞分裂阻止作用を応用し、癌細胞の分裂抑制に対する研究が行われ、マウス白
血病L1210、P388をはじめ、動物腫瘍において比較的広い抗腫瘍スペクトル（in vitro）を有する化合物であること
がわかりました。
1972年アメリカNCIの指導で臨床治験が開始されましたが、非常に強い腎毒性のため、いったん開発が中断され
ましたが、現在では大量の水分負荷（hydration）、さらに利尿剤の使用によって腎障害を軽減することが可能にな
りました。
今日ではシスプラチン以外にカルボプラチンやオキサリプラチンなどが開発され、消化器がんや乳がんに使用さ
れています。
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研修会報告１
第12回地域連携研修会を 9 月27日に春日井市民病院講堂にて開催しました。 介護支援専門員、訪問看護師、教
員、当院看護師、合計72名の参加がありました。お忙しい中、ご参加いただきありがとうございました。
今回は
﹁当院の退院支援の取り組み﹂をテーマに、産婦人科、循環器・心臓血管、呼吸器・腎臓内科棟、外科、神
経内科の各病棟の退院支援の取り組み紹介を行いました。春日井市民病院病棟看護師が、“在宅へ向けてどのよう
に目標設定を行うのか”
、
“多職種連携の仕組み”について理解を深めていただけたかと思います。
参加していただいた方々からは多数のご意見を頂戴しました。その一部をご紹介させていただきます。
病棟それぞれ独自の退院支援方法があり、在宅への取り
組みに積極的なことを感じた。
早期から退院支援に取り組まれている様子がわかりまし
た。
退院後に自宅での生活がスムーズに出来るよう、情報交
換が重要であることを再認識した。
多職種カンファレンスの必要性を再認識しました。
退院支援に向けて病棟看護師だけでなく、地域包括、ケ
アマネジャーの協力の必要性を感じられて嬉しく思いま
した。どんどんケアマネジャーも退院支援のメンバーとして協力させてほしい。
連携シートに必要性を疑問に思っていましたが、各病棟で活用されていることを知り、嬉しく思い
ました。
在宅支援に向けて訪問看護師も活用して欲しい。
今後退院支援が展開され、ターミナルの方が訪問看護でつながることを期待します。
頂戴しましたご意見は、今後の退院支援活動の参考にさせていただきます。

研修会報告２
当院では、院内、院外の垣根を取り払い、院外の医療従事者（医師、看
護師、薬剤師、学生）の方々に気軽に参加していただける検討会、
“春日井
キャンサーオープンカンファレンス”を毎月第一木曜日に開催していま
す。がんの診断や治療、ケアにおける共有すべき知識について、各専門
科の講義やコメディカルの取り組みをともに学び検討する会です。
右の写真は第 1 回キャンサーオープンカンファレンス（ 8 月 2 日開
催）
の様子です。第 1 回（写真）は﹁大腸がん﹂をテーマに開催しました。
現在までに 4 回まで開催し、各テーマは、﹁大腸がんⅡ−スト−マ管理−﹂
（第 2 回）
、
﹁胃がん・周術期の呼吸器リハビリ﹂
（第 3 回）、﹁前立腺がん−
ホルモン治療と術後尿失禁−」
（第 4 回）でした。今後も充実した研修会を
企画していきます。どうぞご参加ください。

＊＊＊＊今後の予定＊＊＊＊
第５回
第６回

12月 6 日
（木）﹃骨転移の治療と顎骨壊死﹄
1 月10日
（木）﹃緩和医療・事例検討を中心に﹄
（注意：第 2 木曜日の開催になります、ご注意ください。）

第７回

2月7日
（木）﹃婦人科のがん﹄
多数のご参加お待ちしています。
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リハビリ通信

～休日リハビリについて～

リハビリテーション技術室

急性期のリハビリテーションにおけるポイントの一つは、﹁早期離床﹂です。当院は平成22年11月より早期離床を
目的に休日リハビリテーション業務
（以下、休日リハ）を展開しております。対象は比較的高齢者の多い大腿骨近位
部骨折と廃用症候群、実施日は土曜日（ 3 連休時は中間日）、勤務スタッフは理学療法部門 2 名としておりました。
この度10月より、対象を疾患に絞ることなく発症・手術日もしくは開始日より 2 週までの方、そして勤務スタッ
フを理学・作業療法部門より 3 名を配置するよう業務拡大をいたしました。このことにより当院に比較的多い脳卒
中や人工関節置換術、多種外傷また昨年来開始した心臓リハビリや腹部外科術後など幅広く対応できるようになり、
1 日でも早い離床・退院ができるよう我々リハスタッフ一同サポートしてまいります。
なお休日リハ実施日は従来と同様ですが、年末年始などの大型連休時は適宜実施日を設定し、勤務スタッフは理
学療法部門 3 名、作業・言語療法部門各 1 名と配置し、より充実した体制といたします。

お世話になります！新任医師紹介コーナー
山野

山中

耕嗣 （10月着任）

耳鼻咽喉科

皮膚科

新也 （10月着任）

医長

医長

平成12年卒

平成12年卒

前任：名古屋市立大学病院

前任：岐阜大学病院

前任地では顔面神経領域や

地域の皆様のお役に立てる

耳科手術、頭頸部腫瘍を主

よう頑張ります。宜しくお

に担当していました。無理

願いします。

せず頑張ります。
石原

美紀 （10月着任）

産婦人科

医師

前田

徹 （10月着任）

小児科

医師

平成1₈年卒

平成18年卒

前任：犬山中央病院

前任：名古屋大学医学部付

女性が受診しやすいような

属病院

外来になるように努力しま

出身地の春日井で頑張りま

す。宜しくお願いします。

す。宜しくお願いいたしま
す。

伊藤
外科

哲 （10月着任）
医師

平成1₉年卒
前任：豊田厚生病院
精一杯頑張りますので、宜
しくお願いします。

〒486

春日井市鷹来町 1 −1 −1

（代表）
TEL 0568−57−0057
7
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
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