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歯 科 口 腔 外 科
の取り組み
歯科口腔外科部長

丹下

和久

当科は平成10年11月の新病院移転とともに新設された比

すれば、そのままでは会話や食事にかなりの支障をきたし

較的新しい診療科です。それまでは春日井市市内には歯科

ます。そのために有茎皮弁としては、大胸筋皮弁や広背筋

口腔外科を標榜する病院は一つしか無く、人口約30万人の

皮弁を用いて舌を再建しますし、遊離皮弁では腹直筋皮弁

春日井市の患者さんは、名古屋市内や近隣の市町村の病院

や大腿皮弁を用います。口の中の癌の治療のために、胸や

まで出かけなければならない不便を強いられており、春日

肩や腹部や大腿部にメスを入れるため、口だけでなくその

井市民には期待の多い開設でした。

他の部分も機能障害を残す事になります。また顔や頸とい

しかし開設当初は歯科医師 1 名のみの赴任でしたので、

う比較的目立つ場所に傷跡が残ることにもなり、審美的な

大きな手術はすることができず、外来にての小手術がやっ

面でも問題が残ります。口腔癌を含む頭頸部癌では、命と

との状況でした。平成12年 4 月からは常勤医師が 2 名とな

引替えに失う物が大きいとよく言われる所以です。
しかし当科の口腔癌の治療では、局所のみに高濃度の抗

り、悪性腫瘍などの大きな手術も可能になりました。平成
16年 4 月からは常勤医師は 3 名となり現在に至っています。

癌剤を少量ずつ持続的に流し、同時に放射線照射を併用す

また平成18年 4 月からは、歯科医師臨床研修指定病院とな

ることで、原発部の癌はほとんど消失します。そのために

り、卒後 1 年目と 2 年目の研修医も加わり、歯科医師は総

原発腫瘍を切除する必要がなく再建も必要がないために、

勢 5 名の体制になっています。また公益社団法人日本口腔

治療後の生活の質（QOL）が非常に高くなっています。
また口腔癌の生存率を左右するといわれる頸部リンパ節

外科学会の研修施設にも認定されています。
開設当初から病診連携（今では医療連携といっています

転移の制御についても、原発腫瘍に高濃度の抗癌剤を持続

が）に積極的で、初診患者さんの50％以上が診療所からの

的に流すことにより、そのリンパ流を通して抗がん剤が転

紹介患者さんです。当科では一般的な歯科治療は原則とし

移リンパ節に流れるために、多くの症例で頸部のリンパ節

て行っていないので、それらの処置が必要な患者さんには

の癌も消失しています。一般的な口腔癌のリンパ節転移の

こちらから逆紹介するシステムも以前より確立しています。

治療は、頸部の転移リンパ節とともに周囲の筋肉、脂肪、

当科の最も得意とするところは、口腔の悪性腫瘍（口腔

血管組織をまとめて切除する頸部郭清術が必要ですが、当

癌）の治療です。当科の口腔癌の治療の特徴は、抗癌剤と

科では頸部リンパ節転移があっても、約80％の患者さんで

放射線治療とを併用することで、かなりの症例で手術を回

は頸部郭清術の手術が不要です。
また当科では癌以外の治療も積極的に行っています。当

避することが可能なことです。
一般的には抗癌剤は点滴や内服などで全身に投与するこ

科でもっとも頻度の高い治療は親知らず（智歯）の抜歯です。

とが多いですが、当科は癌の栄養動脈にカテーテルを留置

智歯はなかなか正常にはえることが少なく、斜めにはえた

して、癌の部分のみに高濃度の抗癌剤を流しています。ま

り歯肉の下に潜ったりしていることが多く、ほとんどの智

た同時に血流改変術を用いて、癌の栄養動脈のなかでも直

歯が抜歯の対象になります。当科では平成23年度には約

接癌とは関係のない部分には抗癌剤を流さないようにして

700例の智歯抜歯を行いましたが、そのうちの約 4 割の患

います。これはマイクロコイルによる血管塞栓術を用いて

者さんは入院下に両側智歯を同時に抜歯しています。入院

いますが、このような手法で口腔癌を治療している施設は、

下での智歯抜歯は、通常の局所麻酔だけでなく、静脈内鎮

他にあまりありません。そのため当科では、口腔癌でも約

静法を併用するために、患者さんの苦痛はかなり軽減され、

80％の症例で原発腫瘍の切除をすることなく治療が可能で

年々その頻度は高くなっています。
歯周病やう歯のために歯をなくしてしまうと、以前は入

す。
口腔癌では癌を切除すれば、切除した部分を他の組織で

歯やブリッジなどという、残存している歯牙あるいは歯肉

補う必要があります。たとえば舌癌のために舌を半分切除

粘膜に維持力を持たせる方法でしか咀嚼機能を回復できま
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せんでした。しかし最近はデンタルインプラントという、

当科ではそのような患者さんのために、歯槽骨を造成す

チタン製の金属を骨の中に埋め込み、その上に人工の歯牙

る手術も行っています。具体的には、板状の骨を歯槽骨に

を作る方法が確立され、当科でも数年前から実施していま

移植するベニヤグラフトや、上顎歯の場合には、上顎洞内

す。残念ながら保険適応がなく（現在では癌や外傷の患者

で上顎洞粘膜を挙上してその下に骨移植するサイナスリフ

さんの一部に保険適応が認められています）、高額な医療

ト術等です。これらの骨造成術は当科でインプラントをす

費が問題ではありますが、それでも以前の自分の歯のよう

る患者さんに対してだけでなく、紹介があれば他院でイン

に咬むことができるため、入歯で悩んでいた患者さんには

プラント予定の患者さんにも実施しています。

大変喜ばれています。ただしインプラントをするには、歯

その他、交通事故やスポーツ外傷などで顔面骨骨折に対

槽骨が残っていることが必要条件となります。インプラン

する骨折治療、受け口などの顎変形症に対する顎矯正手術、

トは一般歯科医でも広く行われている技術的には確立した

顎関節症に対する関節鏡視下手術など、口腔外科一般の疾

方法ですが、歯槽骨の残っていない患者さんには難しい面

患に幅広く対応しています。

があります。
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歯科口腔外科における
動注化学療法
歯科口腔外科

中島

克仁

血流改変術を併用した動注化学療法
当科が扱う口腔癌の治療には、咬合、咀嚼、顔貌にかかわる重要な問題を多く含んでおり、その治療は原発温存が可能で
あればそれに勝るものはありません。当科では2006年より動注化学療法を導入し、原発部位を保存する（手術しない）
治療を
行っています。
口腔癌における動注化学療法は、ガイドワイヤーと屈曲したカテーテルを用い、浅側頭動脈から腫瘍の栄養動脈へ逆行性
にカテーテルを挿入する方法であり、DSA（digital subtraction angiography）装置を使用し、エックス線透視下で操作
を行います。

この動注法により抗癌剤の流入を目的部位に限局させることが可能ですが、当科では挿入したカテーテルから塞栓コイル
での血管塞栓術を用いた血流改変術の手技を追加し、従来の動注化学療法に応用しています。血流改変術とは、潜在する側
副血行路が本来の血行路の閉塞による圧勾配の変化により容易に拡張するという原理を利用したもので、血管内に塞栓物質
を用いて意図的に血流動態を変更する方法です。顎口腔領域に対する血流改変術を併用した動注化学療法は、抗癌剤を局所
に高濃度に集中投与し、抗腫瘍効果を増強するほか、正常組織への副作用軽減という面でも非常に有用性の高い治療法です。

投与薬剤
当科での薬剤投与の特徴は、5-FUを少量ずつ持
続して投与するところにあります。5-FUは薬剤濃
度よりも有効濃度以上の薬剤の接触時間に依存した
抗腫瘍作用を有する薬剤で、持続投与が効果的とさ
れています。それに加えて放射線増感作用を有する
ため、口腔癌の放射線併用動注化学療法に適してお
り、当科では携帯用動注ポンプを用い患者に常時携
帯させながら、5-FUを 4 週間持続投与しています。
さらに抗腫瘍効果を高めるため、頭頸部癌に頻用さ
れるTXT、CDGPの分割動注を併用しています。こ
れらの薬剤投与方法により、好中球減少や血小板減
少などの骨髄抑制による副作用の発現を抑えつつ、

RT ：2.0Gy/day 計40Gy
5-FU ：100-50mg/m2/day 24時間持続動注
TXT ：15mg/m2/day
週 1 回， 1 時間かけて動注
CDGP ：20mg/m2/day 週 1 回， 1 時間かけて動注

治療効果を高めることが可能です。

抗癌剤投与・放射線スケジュール
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原発腫瘍および転移リンパ節への効果
口腔の各組織は外頸動脈の枝から栄養供給を受けており、上顎
は歯肉および上顎骨内ともに顎動脈、頰粘膜や口唇は顔面動脈、
舌や口腔底は舌動脈、下顎は歯肉が顔面動脈、下顎骨内は顎動脈
の枝である下歯槽動脈の 2 本の血管分岐からとなっています。
それぞれの原発腫瘍部位に対応した動脈に確実にカテーテルを
挿入することで、写真に示すような手術を回避した治癒が多くの
症例で得られています。
また、原発腫瘍に高濃度の抗癌剤を投与することでリンパ流に
も抗癌剤が流れる為に、頸部の転移リンパ節にもその効果が期待
できることから、初診時に明らかなリンパ節転移が認められても、
現在ではすぐに頸部郭清術を施行せず、経過観察としています。

顎顔面領域の支配動脈

原発腫瘍への効果
（左：治療前
右：治療後）
左上：上顎歯肉癌
左下：頰粘膜癌
右上：舌癌
右下：口腔底癌

頸部リンパ節転移症例における転移リンパ節の経時的変化
（左：術前 中央： 4 週間後 右： 8 週間後)
動注化学療法により、原発腫瘍のみならず、転移リンパ節にもその効果が期待できる。頸部リンパ節転移に関する
動注化学療法の抗腫瘍効果は、顔面動脈などの特定の動脈に関係するのではなく、原発腫瘍の各栄養動脈に高濃度
の抗癌剤を投与することにより、リンパ流を介してリンパ節にもその効果が現れるのではないかと推察される。

症例供覧

（下顎歯肉癌）

症例：
61歳、女性

下顎歯肉癌
（T3N0M0）

右側下顎歯肉部に60×40mm大の腫瘍
を認め、顎骨に浸潤していました 。
浅側頭動脈よりカテーテルを顔面動脈
と顎動脈へ 2 本同時に留置し、マイクロ
コイルによる血流改変術を併用しました。
留置手技を次項に示します。

浅側頭動脈の露出および
シースイントロデューサーの留置
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1）浅側頭動脈を露出後、浅側頭動脈にシースイントロデューサーを留置。2）ガイドワイヤーをシースイントロデューサー
の中から外頸動脈内に進め、ガイドワイヤーを通して屈曲カテーテルを挿入し、顎動脈の分岐に留置。3）ガイドワイヤー
を通してマイクロカテーテルを塞栓予定部位へ留置し、マイクロカテーテルからマイクロコイルを進め、血管をコイルで塞
栓。4）顎動脈にワイヤーを留置した状態で顔面動脈への操作へ移行。5）同様の手順で顔面動脈の末梢側を塞栓。6）ガイ
ドワイヤーを再留置した後にマイクロカテーテルを抜去し、ガイドワイヤーを通して留置用カテーテルを顔面動脈へ留置。
シースイントロデューサーを抜去。7）顎動脈へ留置しておいたガイドワイヤーを通して留置用カテーテルを顎動脈へ留置。
8）流入範囲を確認後、カテーテルを皮膚固定。
1）シースイントロデューサーの留置

2）顎動脈への屈曲カテーテル留置

5）コイルによる顔面動脈末梢の塞栓

6）顔面動脈へのカテーテル留置

3）
コイルにる顎動脈の末梢の塞栓

7）
顎動脈へのカテーテル留置

左：透視像 右：DSA像（ 留置用カテーテル
マイクロコイル）
顎動脈と顔面動脈の 2 本のカテーテルに同時に造影剤を流す。顎動脈
からの造影剤は下歯槽動脈に、顔面動脈からの造影剤は下顎歯肉の腫
瘍部に流れている。

左：治療前

左中央：治療開始後 1 週間

4）
顔面動脈への屈曲カテーテル留置

8）
抗癌剤の投与範囲

色素染色による流入域の確認
顔面動脈と顎動脈、それぞれのカテー
テルから同時にインジゴカルミンを注
入する。腫瘍全体が青染し、流入範囲
が確認できる。

右中央：治療開始後 2 週間

右：治療終了後 6 週間

カテーテル挿入直後より 2 経路それぞれ動注ポンプに接続し、5-FU（2経路合計して100mg/m2/day）を持続投与で開始し
ました。口内炎や皮膚炎が悪化したときは50mg/m2/dayまで減量しながら 4 週間投与し、この間、TXT（15mg/m2）およ
びCDGP（20mg/m2）を週1回、合計 4 回投与しました。同時に放射線治療を 1 回2Gy、計40Gy照射しました。写真のよう
に、治療開始 1 週間で腫瘍の縮小傾向がみられ、開始後 2 週間で臨床上ほぼ消失を認めました。粘膜炎の出現を認めるもの
の、約 6 週間で改善しました。

−5−

ビスフォスフォネート関連骨壊死
（BRONJ）への対応
北島

歯科口腔外科
ビスフォスフォネート（BP）製剤は、骨粗鬆症治療の

【臨床所見とステージ分類】
では、BRONJではどのような症状が出来するのでしょ

第一選択薬であり、その他にも悪性腫瘍や骨量が減少
する疾患に対して有効な治療薬として使用されていま

正一朗

う。

す。しかし近年、BP製剤を投与されている患者が抜歯な

例えば口腔に出来する症状を踏まえて、診察時ごとに問

どの侵襲的歯科治療を受けたのちに、顎骨壊死が発生し

診あるいは口腔内視診を行うことで発見できる兆候もあり、

（Bisphosphonate Related Osteonecrosis of the

早期に発見されればステージの進行を抑制することができ

Jaw, BRONJ）、BP製剤とBRONJとの関連性を示唆す

る可能性もあります。

る報告が相次いでいます。
以下にBRONJステージングを示します（表 1 ）
。

我が国では2010年、日本骨粗鬆学会、日本骨代謝学会、
日本歯周病学会、日本歯科放射線学会、および日本口腔外
科学会が、BRONJに対する予防や対応策への統一見解を

BRONJは、放射線性の骨髄炎や骨壊死のように非常に

提言することを目的に、ポジションペーパーを作成しまし

難治性で、いったん発症すると短期間でのステージダウン

た。現在では顎骨への副作用が存在するという認識が広が

は困難です。ステージ０の状態は、診断基準に照らせば

ったため、病態に対する検討が進み、疾患の概念としては

BRONJではない前駆症状ですので、この段階を発見でき

顎骨壊死と考えるよりも、顎骨骨髄炎と考えるほうが妥当

れば、発症を防ぐことも期待できます。

ではないかとの意見もあります。今回は双方をふまえたう
BRONJの治療方針としては、1）骨壊死の進行抑制、2）
症

えでBRONJの表記にてご紹介したいと思います。

状緩和、QOLの向上、3）患者教育及び経過観察を行い、口

【BRONJの診断】

腔環境の改善を行うことが必要です。またBP製剤を投与

ポジションペーパーでは以下の 3 項目全てに該当する場

予定の場合には、この順位は逆となり、患者教育や徹底的

合をBRONJと診断すると定めています。

な口腔環境の改善により、まずは予防することが求められ

1）現在あるいは過去におけるBP製剤による治療歴を有す

ます。そのためには局所及び全身のリスクファクターを可
及的に除去して行くことが必要でしょう。

る
2）顎骨への放射線照射歴がない
3）口腔・顎・顔面領域に骨露出または骨壊死が連続 8 週間
以上持続している

ステージ分類

病

骨露出や壊死を認めない

潜在的リスクがある

ステージ 0

ステージ 1

ステージ 2

ステージ 3

態

BP投与をされている
骨露出や壊死を認めない
非特異的臨床所見や症状を認める（歯肉腫脹、下唇の知覚異常など）
無症状
感染を伴わない骨露出、骨壊死
感染を伴う骨露出、骨壊死・疼痛や発赤がある
排膿は問わない
感染を伴う骨露出、骨壊死・疼痛がある
病的骨折・外歯瘻・下顎下縁に至る骨吸収と破壊
表 1（BRONJステージング）
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では、BRONJ発症のリスクファクターとは何か、以下（表 2 ）に示します。

局所的リスク

顎骨への侵襲的治療
口腔衛生状態不良
歯周病、歯周膿瘍などの炎症性疾患
好発部位は下顎骨・骨隆起部

全身的リスク

癌、高齢、透析、糖尿、肥満、骨パジェット病、低ヘモグロビン血症
MMP-2遺伝子、チトクロームP450-2C遺伝子
ステロイド、シクロホスファミド、エリスロポイエチン、サリドマイド
飲酒、喫煙
表 2（BRONJリスクファクター）

リスクファクターの除去は可及的に遂行せられるべきで
すが、現在の治療方針およびBP製剤の使用を、まずは口

アレンドロン酸ナトリウム水和物（注射剤）
インカドロン酸二ナトリウム水和物
ゾレドロン酸水和物
パミドロン酸二ナトリウム水和物

腔外科あるいはかかりつけ歯科に告知し、患者さんに受診
してもらうことが重要です。なぜならば、BP製剤投与前
の口腔におけるリスクファクター除去だけでなく、投与中
は、顎骨への侵襲的歯科処置を回避したり、定期的な口腔
ケアおよび自己管理指導もBRONJ予防には必要だからで
す。これらは言うまでもなく歯科医師の守備範囲であり、
BP製剤を処方する医師と、患者の担当歯科医師との間で
密接に連携をとることで達成されるものでしょう。
2011年のASCOガイドラインにおいては、BP製剤投与
予定の全ての患者で、歯科受診及び予防的歯科処置が推奨
されており、これは経口BP製剤においても同様の報告が
認められると述べています。
また厚生労働省の勧告においても、BP製剤投与前の歯
科受診は必須であるとの考えが示されています
（表 3 ）。
さて、残念ながら予防が叶わずBRONJの発症を見た場合
の対応は、どのようにすべきでしょうか。
この際は 2 次予防の観点から、できるだけ早期発見し、
ステージ進行を抑えることが肝要です。口腔外科の対応と
しては、口腔衛生管理と抗菌薬の長期投与となります。
BP製剤の投与に関して、癌の骨転移に対してBP注射薬を
使用している際は、その治療が優先されるべきだと考えら
れます。しかしBP製剤を使用する急余の理由を有さない
場合には、投与の是非について再検討の余地もあるでしょ
う。
以下に、ポジションペーパーで示された、BP製剤投与

本剤を含むビスホスホネート系薬剤による治療を受けて
いる患者において，投与経路によらず顎骨壊死・顎骨骨
髄炎があらわれることがある。報告された症例の多くが
抜歯等の歯科処置や局所感染に関連して発現している。
リスク因子としては，悪性腫瘍，化学療法，コルチコス
テロイド治療，放射線療法，口腔の不衛生，歯科処置の
既往等が知られている。
本剤の投与にあたっては，患者に対し適切な歯科検査を
受け，必要に応じて抜歯等の顎骨に対する侵襲的な歯科
処置を投与前に済ませるよう指示するとともに，本剤投
与中は，歯科において口腔内管理を定期的に受けるとと
もに，抜歯等の顎骨に対する侵襲的な歯科処置はできる
限り避けるよう指示すること。また，口腔内を清潔に保
つことや歯科受診時に本剤の使用を歯科医師に告知する
など，患者に十分な説明を行い，異常が認められた場合
には，直ちに歯科・口腔外科に受診するよう注意するこ
と。
ビスホスホネート系薬剤による顎骨壊死・顎骨骨髄炎に
係る安全対策に至る検討状況と対策について,
医薬品・医療機器等安全性情報 No.272：3−10, 2010.
厚生労働省医薬食品局
表 3（BP製剤の添付文書）

中に歯科治療が必要になった場合の対処を添付します。

注射BP製剤投与

経口BP製剤投与

投与３年未満
かつ
リスク因子なし

原則として休薬しない

投与３年以上
リスク因子あり
かつ
骨折のリスク低

休薬が望ましい
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【終わりに】
2012年は、歯科保険点数の改定により、周術期口腔管理に対する点数が策定された年でもありました。これにより、抗癌
剤や悪性腫瘍周術期の患者さんの歯科受診が促進され、病院歯科口腔外科としても口腔管理の重要性についてを強調する、
経済的支えが得られたと感じています。しかし、連携という看板の裏で、互いが﹁丸投げ﹂をしてはならないと思います。
BRONJの問題はまさに、医科歯科連携をせねば解決できない象徴的な問題だと思います。
最後に、当科で経験したBRONJの患者さんの症例写真を供覧します。いずれも非常に厳しい状態ですが、このような状
態になる前に予防ができるとしたら、やはりその手段を選択すべきではないでしょうか

症例 1 ．
症例 1 ．
ＢＰ製剤使用中に、膿瘍
形成をきたした患者さん。
やむを得ず切開をしたが、
その後、骨露出となりま
した。
さらに 9 ヶ月を経て、
下顎骨の 3 ／ 4 程度の骨
露出があり、骨壊死をき
たしています。

症例 ２ ．

症例 2 ．
経口ＢＰ製剤
を使っておら
れた患者さん
ですが、ＣＴ
に見られるよ
うに非常に広
範囲の骨壊死
が出来、持続
する排膿に難
渋しました。
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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３）
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。
◆肝動脈化学塞栓療法、ラジオ波焼灼療法
肝臓は肝動脈と門脈からの二重支配で栄養されているのに対し、ほとんどの肝細胞癌（HCC）は動脈のみから栄養されて
いることを利用し、HCCの栄養血管のみをカテーテルで選択し抗癌剤を動注します。
末梢静脈から注入するのに対し、栄養血管だけを選択し注入することで、高濃度な状態で薬物が腫瘍に行き渡るため、注
入量を減らすことができ全身への副作用を減らすことができます。また、ラジオ波で焼灼することで開腹手術をしなくとも
根治することができます。平成23年の肝動脈化学塞栓療法は139件でした。ラジオ波焼灼療法は39件でした。
◆肝動脈化学塞栓療法
（TACE）
HCCのルーチンのCT撮像では肝動脈の区域枝ぐらいまでしか 3 D化できないのに対し、固有肝動脈から造影剤を注入し
CTを撮像する事（CTA，図- 1 ）で、亜々区域枝または更に末梢動脈まで 3 D化することが可能となります。そのため、HCC
の栄養血管を同定する事も可能（図- 2 矢印）となり、任意の角度で表示する事によりカテーテルを進めるのに有用になりま
す。当院ではカテーテル、マイクロカテーテル、スーパーマイクロカテーテルと使用し、よりHCCの栄養血管だけを選択
することでなるべく局所的な動注をこころがけ、さらに栄養血管をゼラチン物質で塞栓する事で血流を遮断しHCCに対し
より大きな薬効をもたらします（図- 3 ）。現在広く使用されている薬剤はミリプラチン水和物で症例に応じてはシスプラチ
ンやエピルビシン塩酸塩やマイトマイシンCを使用しています。また門脈も上腸間膜動脈から造影剤を動注しCTを撮像す
る事（CTAP）
により、腫瘍の同定、門脈への脈管浸潤や静脈瘤を評価する（図- 4 ， 5 ）のに役立ちます。

図- 1

図- ４

矢印が造影されたHCC

HCCは造影されずに黒く抜ける
矢印が静脈瘤

図- 2

右肝動脈 3 D MIP画像

図- ３

図- 5

CTAPによる門脈 3 D画像、矢印が静脈瘤

動注後のHCC

◆ラジオ波焼灼療法
（RFA）
経皮的に超音波ガイド下やCTガイド下により針をHCCまで挿入し、通電させることによりHCCを熱し死滅させます。
1 回の焼灼で 3 cmまで焼くことが可能です。治療時間も 1 時間ほどで、開腹手術とは違い高齢者にも選択は可能です。
また、HCCが 3 cm以内 3 個以下と適応の範囲は狭いですが、根治できさらに開腹手術と比較しても生存率は良好です。
再発した場合も治療は可能であり、適応を外れた 4 cm以上でも数回に分け焼く事で治療が可能となります。

TACEとRFAを組み合わせる事で患者の高齢化、QOLの重要視化に大きく役立っています。
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救急小話
胃潰瘍疑いで来院された２₀代女性
消化器科専修医

奥田

悠介

特に既往歴のない20代の女性が黒色便、貧血症状（ふらつき、動悸）のため症状出現から 6 日後に近医受診し、胃潰瘍
疑いで当院救急外来を紹介受診されました。顔面蒼白で、脈拍は110-120/分.整であり、血液検査ではHb 6.9g/dlと著
明な貧血を認めました。若年女性の黒色便と貧血から上部消化管出血を想定し、緊急上部消化管内視鏡検査（GIF）を施
行することになりました。
実際にGIFを施行してみると、胃角部や十二指腸球部といった潰瘍好発部位には所見を認めませんでした。ところが
体中部大彎に血液付着を認め、水で洗い流してみると 0 -Ⅱc病変（表面陥凹型）があり、不整なfoldの集中を認めました。
若年女性であることから未分化癌を想定し、生検を施行したところgroup 5 ，未分化癌との結果であり、印環型細胞
（signet ring cell）
の混在も認めました。入院にて術前検査をおこなったところCT上は明らかな転移を認めず、手術に
て根治が望める状態でした。手術（胃全摘術）を施行したところ、幸いにも深達度SS、肝転移なし、腹膜播種なし、腹
水細胞診陰性、術中迅速病理でリンパ節転移なしという所見で、stage Ⅱa、手術的根治度Aという結果でした。第21
病日に退院となりました。

胃癌における未分化癌の割合は、男性では30歳で70%、85歳で30%、女性では30歳で85%、85歳で40%、と加齢とと
もに低下し、女性に多い傾向があります。未分化癌は早期癌では隆起性を呈することはまれで、平坦または陥凹型を
呈し、内視鏡検査で発見されることが多いです。胃底腺領域から発生する癌の95%は未分化癌であり、H.pylori 感染が
あっても萎縮が軽度な胃、あるいは鳥肌状胃炎を背景粘膜にもつ胃の胃底腺領域に不正な陥凹性病変がみられた場合に
は、未分化癌が強く疑われます。未分化型癌では正常腺管の間隙を縫うように非連続性に進展することもあり、内視鏡
で病変の範囲を正確にとらえることは困難です。拡大観察やNBI観察での所見についていくつか報告されていますが、
未分化癌の進展形式を考慮すると、粘膜表層を観察するだけでは不十分であり、今後更に診断法の工夫が必要とされて
います。
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コーヒーブレイク

携帯端末で利用可能なアプリのご紹介
～検査項目検索編～

医療情報センター

後藤

慎一

Apple社のiPhone・iPad・iPad2や、Android等のスマートフォンの急速な普及にあたり、医師や医療従事者向けのア
プリケーションも充実してきました。
今回は二社の検査センターが提供する
﹁無料検査項目検索アプリ﹂をご紹介いたします。診療の補助にご活用ください。
私は、両社のアプリをiPad2で使用しています。検査項目の検索内容は両社ともほぼ同等です。委託検査会社の分厚い本
からの検索に比べて、簡便に検査項目を検索できる利点があります。採血管の情報や保険点数なども掲載され、医師だけで
なく看護師さんや医療事務の方々にも利用価値が高いアプリであると思います。

会社名

SRL

BML

SRL検査項目レファレンス

B-Book

SRLで実施している検査項目の、検査のご依頼
方法や臨床的意義を調べる際にご利用ください。
■項目検索
調べたい項目について、50音順・検査分野・項
目名称・疾患名・キーワードとさまざまな検索
方法を用意しています。
■お気に入り
検査項目の右上の★マークをクリックしますと、
お気に入りに登録されます。
お気に入りの情報は画面下の﹁お気に入り♪﹂か
ら検索せずに閲覧できます。
検査項目の﹁検査案内﹂には検査依頼の際に必要
な情報が掲載されています。依頼時の検査材料
や容器、検体必要量、保存などの情報が掲載さ
れています。
﹁容器を見る﹂
をクリックすると、
容器画像も見られます。
﹁臨床案内﹂には、臨床的意義や関連項目、参考
文献など検査項目に関連する臨床的な情報が掲
載されています。項目の結果解釈の参考にご利
用ください。
（SRLホームページより）

■項目検索
≪ワンタッチ検索≫
①﹁分野別﹂：生化学、薬剤、内分泌･･･等 分野
から検索。
②﹁文字列検索﹂：検査項目名の先頭文字（ひら
がな、アルファベット、ギリシャ文字、数字）
をタッチすることで検索可能。
iPadの場合は 2 文字目、 3 文字目と続けて入
力することができ、絞り込み検索も可能です。
≪キーワード検索≫
③﹁検査項目名﹂：部分検索も可能。
④﹁キーワード﹂：全ての情報から検索します。
間に“スペース”を入れることで複数キーワー
ドでの検索も可能。
⑤﹁依頼コード﹂：項目コードから検索。
⑥﹁疾患名﹂：コンペンジウム掲載の高値、低値
を呈する疾患名から検索します。
■お気に入り
参照頻度の高い項目、気になる項目は画面右上
の☆マークをタッチすることでお気に入りに登
録することができます。
■履歴
参照した項目は履歴で再度確認することが可能
です。過去100件の履歴が新しい順に掲載され
ます。
（Appストアホームページより）

AppストアもしくはGoogle play（旧アンドロ

AppストアもしくはGoogle play（旧アンドロ

イドマーケット）にて、﹁SRL検査項目﹂と検索

イドマーケット）にて、
﹁BML又はB−BOOK﹂と

してください。

検索してください。

アプリ名

メニュー
紹介

画面

ダウンロード
方法
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皮膚・排泄ケア認定看護師

横井

Continence（コンチネンス）とは﹁禁制﹂を意味しますが、単に失

さつき

1 ．尿意・便意を感じる

禁がないということではなく、排泄のコントロールがついた状態を表

2 ．トイレ・尿便器を認識する

します。しかし、排泄は膀胱、尿道、直腸、肛門の働きだけでコント

3 ．移動

ロールしているわけではなく、表 1 に示すように非常に高次で多岐に

4 ．衣服の着脱

わたる行為であり、どこか 1 つでも問題が生じると生活に影響を与

5 ．尿便器の準備

えることになります。

6 ．排尿・排便
7 ．後始末

そこでコンチネンスケアでは、より気持ち良い排泄、排泄障害の予
防・治療、そして排泄障害が不可逆的で完治が困難な場合は、生活上
で問題にならないようにマネジメントしケア介入を行います。

《表 1

正常な排泄行為に必要な要素》

排泄行為のどの部分に問題があるのかをアセスメントし、
骨盤底筋体操指導

適切な処置やケア、排泄用具の選択を行うことで、
“コンチ

膀胱訓練

ネンス”の状態により近づけることができます。
しかしながら、排泄はプライベートなことであり、たと

自己導尿指導
適切な排泄用具の選択と使用方法の説明

え失禁があったとしても自己の尊厳が保てず誰にも相談で

留置カテーテル
（尿道・膀胱瘻・腎瘻）
の管理

きない人や、仕方がないとあきらめている人も少なくあり
ません。

《コンチネンスケアの主な内容》

当院泌尿器科外来では、医師による排泄障害の検査・治療のほか、皮膚・排泄ケア認定看護師によるコンチネンス
ケアを行っています。排泄障害に悩んでいる方がいらっしゃいましたら、一度泌尿器科の受診を勧めてみて下さい。

栄養管理室からのお知らせ
～当院の嚥下訓練食について～

栄養管理室

当院では脳血管疾患や口腔内症状により咀嚼、嚥下が困難な入院中の方に嚥下訓練食を提供しています。食物が口に入っ
てから飲み込まれるまでに食塊を作る機能や舌の運動によって食塊を送り込む機能がうまく働かないと誤嚥しやすくなりま
す。誤嚥を防止するために食塊が形成されにくい食品を控えたり、調理の工夫により送り込みを助けたりする食事が必要と
なります。
一般に、それぞれ形状がある食品は食感や舌触りとして食を楽しむためのものとなりますが、嚥下が困難な方にとっては
危険を伴うことがあります。そのような食品は例えば次のようなものがあげられます。
水のようにさらっとしたお茶・味噌汁・ジュースなどの液体
硬く、口の中でバラバラになってまとまりにくい肉やかまぼこ、いか、たこ、蒟蒻、牛蒡、筍など
水分の少ないパン、カステラ、芋類など
口の中に付着しやすい海苔、若布、青菜、最中の皮、ウエハースなど
粘りの強い餅、団子、生麩など
酸味が強く、むせやすい酢の物、柑橘類など
喉に詰まりやすいピーナッツ、大豆など
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これらの使用を控え食べやすく調理した食事を開始食（当院では主に嚥下の評価に使用）からそれぞれの状態に応じて嚥下
訓練食Ⅰ～Ⅳまでの 5 段階で提供をしています。

嚥下訓練食Ⅰ期

嚥下訓練食Ⅱ期

嚥下訓練食Ⅰ期。原則、主食はなし。一日 1 食～ 3 食まで
選択が可能で、ペースト状にした野菜やフルーツゼリー・
ヨーグルト・卵豆腐など 2 ～ 3 品とお茶ゼリー。お茶ゼ
リーは水分補給を目的に提供。

嚥下訓練食Ⅱ期。主食は全粥。副食の形態はⅠ期と同じ副
菜になり品数が増える。

嚥下訓練食Ⅲ期

嚥下訓練食Ⅳ期

嚥下訓練食Ⅲ期。副菜の形態はあら刻み・あんかけしたも
の。

嚥下訓練食Ⅳ期。形態は加熱時にⅢ期と同じく圧力鍋で柔
らかくしたものをⅢ期よりは大きめの一口大にカットし、
あんかけしたもの。分量もⅢ期より多めに設定して、より
一般食に近づけた食事内容。

診療報酬における入院時食事療養（Ⅰ）では、食事は非加算食と加算食に分けられ非加算食は一食640円、加算食には一食
当たり76円の加算が認められていますが、現在のところ嚥下訓練食は非加算食となり調理にかかるマンパワーや、とろみ剤
等の食材料費については食事療養費の評価の対象となっていないのが現状です。
また、当院では
﹁嚥下訓練食○期﹂
と表記していますが、嚥下困難な方の食事については、地域や施設ごとに多くの名称や
段階が混在しており統一基準や統一名称がないのが現状で、患者紹介時の情報伝達の混乱をできる限り少なくすることを目
的に日本摂食・嚥下リハビリテーション学会が、学会として﹁嚥下調整食﹂で統一名称の提案をしており、主に脳血管疾患を
中心とした成人の嚥下障害者を対象にした
﹁嚥下調整食学会基準案2012﹂が中間報告として作成されています。この学会基準
案2012はホームページおよび2012年 8 月31日の学術集会シンポジウムにて発表され、パブリックコメントの募集が行われて
います
（2013年 2 月28日まで）
。今回の学会案では原則、段階が物性のみで示されており量や栄養成分についての指定は設け
られていません。対象者毎の疾患・病態・嗜好に合わせた対応が必要となります。
当院でも段階と名称についてどのように使用するか、今後見直しをするかどうかについても検討が必要だと考えています。
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混沌とした状態から
離脱するチャンスを創る
臨床心理士

大脇

真奈

前回は、変化のためのモチベーションというブリー
フセラピー（短期療法）の基本についてご紹介いたしま
した。
変化は、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。
モチベーションには下記のように分類することができ
ます。

過去否定モチベーション
過去のある種の痛みや不快な経験から生じます。これを回避したり、修正したり、逃避したいということです。自分自身
の痛みに敏感になることで、人の痛みにも感受性を向けることができ、何らかの方法で他者を援助したり、世界を変えたい
というエネルギーが出てくるモチベーションです。臨床心理士室へいらっしゃる方は、このモチベーションが一番多いです。
このモチベーションを変化のステップへと移すには、過去に由来する不満、苦悩、傷つきに耳を傾けます。詳細に聴き、
出来事や状況と関連する感情を見つけます。
﹁その出来事はあなたの今の問題にどうつながっていますか？﹂
﹁かつての痛ま
しい状況から、どんなことを学び、どんなことを決意しましたか？それは、今の問題を乗り越えるのにも役立つと思います
よ﹂と伝えます。そのうえで、肯定モチベーションへ話を進めるようにしています。
過去肯定モチベーション
人にはしばしば、かつてはよろこび、平穏、つながりといった感覚があったのに、今はそれがないと感じている。過去に
起こったよいことを取り戻したり、もう一度体験したいというモチベーションがあります。
過去の好ましい記憶やベストな瞬間に耳を傾け、ひとつひとつを詳細に聴き、出来事や状況とそれに関する感情を見つけ
ます。ポジティブな状況や記憶から何を思い出すのか、何を得たのか、どのような点が変化したかを探します。ポジティブ
な過去の体験について思いだせることやそこから学んだことで、現在のこんな状況で使えそうなことを探していきます。
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現在否定モチベーション
現在の苦痛が強ければ強いほど、急速に変化します。現在否定モチベーションの強い人は、悩んでいてもその苦痛を緩和
する何かを求めています。変化に対してオープンで、モチベーションがあります。
当院で、
﹃耳鳴外来﹄を開設しています。耳鳴が気になり、日常生活も送れないという方がいらっしゃいます。耳鳴の重症
度が高い人ほど、治療に積極的に参加され、耳鳴の気になり方が急速に減っていく症例に何例も出会いました。
現在の状況について好ましくないことや、変化を望むことを尋ねます。課題を提示し、不幸だと感じている現在の状況を
変化させます。
現在肯定モチベーション
現在の生活は問題となる部分がいくつかあるだけで、全てが不幸ではないというモチベーションです。変化したい領域を
ふりかえってもらい、現在うまくいっていることや好ましいことを尋ねます。うまくいっている、好ましい状況を広げる方
法を探します。あるいは、現状で変えたくないことをリストにしてもらうかもしれません。
未来否定モチベーション
煙草を吸っている人が、身近な人の死によって、将来自分もそうなるのではないかと恐怖や不安を募らせて、禁煙行動を
とるというモチベーションです。
未来肯定モチベーション
その人が本当に起こって欲しい未来を見つけます。望ましい未来から現在をみます。その望ましい未来の一つを目指そう
とした時、近い将来何をすべきか、その人に聞いてみます。リストアップしてもいいかもしれません。
カウンセリング用語で、﹃傾聴﹄という言葉があります。英語では﹃active listening﹄と表記されます。人の話をただ聴け
ばいいというものではなく、積極的に聴いていくことが大切です。この際、漠然と話を聞くだけでなく、この人のモチベー
ションはなんであろうかと考えながら話を聴くことは、聴き手が話し手を大切にしている気持ちが伝わりやすく、本人の気
付きを促しやすくなります。混沌とし、悪循環を重ねている状況から離脱するチャンスがやってきます。
参考図書 ﹁変化の第一歩﹂ ビル・オハンロン

金剛出版

﹁カウンセリング辞典﹂ 国分康孝編

誠信書房

ちょっと豆知識
偶然の発見と医薬品の進化

－その 4 －
薬剤部

坂田

洋

インスリンは1923年にバンティング
（加）
とマクラウド（英）にノーベル賞をもたらしました。この 2 人の他、ベストやコリ
ップによる功績がインスリンの臨床応用に非常に大きな影響をもたらしたことは間違いありません。しかしこのノーベル賞
受賞から遡ること50年以上前から、インスリンの発見につながる重要な観察が行われていました。
1869年、ドイツの医学生だったＰ・ランゲルハンスは膵臓が消化酵素を分泌する腺房細胞と島（islandsまたはislets）か
らなり、この島が膵臓の第二の機能を有することを提唱しました。
この第二の機能は1889年にミンコウスキー
（独）
によって明らかになりました。ミンコウスキーらは別の目的でイヌの膵臓
を摘出したところ、そのイヌの尿が非常にたくさんの糖を含んでいることを偶然に発見し、糖尿病と膵臓の関係が初めて明
らかになりました。その後、オビー
（米）
他の研究者により膵臓と糖尿病の関係が示され、バンティングらの功績につながり
ました。
インスリンは臨床応用された初期から現在にいたるまで、速効型から持続製剤、自己注射が簡便な投与方法など、製剤学
的に飛躍的な進歩を遂げています。
参考文献：グッドマン・ギルマン薬理書

第11版 （下）

新しい薬をどう創るか

−15−

Drug information
Drug information

セイヨウオトギリソウと医薬品の相互作用
薬剤部

坂田

洋

セイヨウオトギリソウ
（セント・ジョーンズ・ワート）は主としてヨーロッパから中央アジアにかけて分布している花です。
ドイツでは軽症の抗うつ薬として一番使用されているようです。昨今では日本でもサプリメントとして販売されています。
このセイヨウオトギリソウですが、医薬品との相互作用が多数報告されています。厚生労働省も平成12年（2000年）5 月の
医薬品・医療用具等安全性情報で医薬品との相互作用に関する注意を行っています。セイヨウオトギリソウは使用により
CYP3A4、CPY1A2が誘導されることもわかっています。CYP3A4は医薬品の主要な代謝酵素の一つであるため、多くの
医薬品が影響を受けます。
また、抗うつ作用を発現する機序は、セイヨウオトギリソウの成分がシナプス週末におけるセロトニンの再吸収を抑制す
ることによって、抗うつ作用を発揮すると考えられているため、さまざまな向精神薬と相互作用を起こすと考えられます。

〈セイヨウオトギリソウと相互作用を起こす医薬品〉
＜禁忌＞
薬効分類
抗ＨＩＶ薬
＜併用注意＞
薬効分類

抗ＨＩＶ薬

血液凝固防止薬
免疫抑制薬

成分名

商品名

アタザナビル硫酸塩

レイアタッツカプセル

成分名

商品名

インジナビル硫酸塩エタノール付加物

クリキシバンカプセル

サキナビルメシル酸塩

インビラーゼカプセル

ネルフィナビルメシル酸塩

ビラセプト錠

リトナビル

ノービア・カプセル

ワルファリンカルシウム

ワーファリン錠

シクロスポリン

サンディミュン

タクロリムス水和物

プログラフ

エチニルエストラジオール・ノルエチステロン
経口避妊薬

強心薬

気管支拡張薬

抗てんかん薬

抗不整脈薬

他
他
他

他

エリオット21
オーソＭ－21 他

エチニルエストラジオール・レボノルゲストレル

アンジュ28
トライディオール21

エチニルエストラジオール・デスゲストレル

マーベロン28

他

ジゴキシン

ジゴシン錠

ジギトキシン

ジギトキシン錠

メチルジゴキシン

ラニラピッド錠

テオフィリン

テオドール

他
他
他
他
他

アミノフィリン

ネオフィリン

他

コリンテオフィリン

テオコリン錠

他

フェニトイン

アレビアチン細粒

他

カルバマゼピン

テグレトール細粒

他

フェノバルビタール

フェノバール10倍散

他

ジソピラミド

リスモダン

リドカイン

静注用キシロカイン 2 ％

アミオダロン

他
他

アンカロン錠

キニジン硫酸塩

硫酸キニジン錠

プロパフェノン塩酸塩

プロノン錠

他
他

引用文献：グッドマン・ギルマン薬理書
（上）
向精神薬がわかる！使える！答えられる
医薬品・医療用具等安全性情報
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No.160

薬剤部 Q & A

Ｑ：嚥下障害のある患者がクレメジン細粒を服用しているが、そのままだと誤嚥してしまう。何かよい方
法はないか？
クレメジン細粒が服用しにくい場合、小児が薬を服用し易くするため販売されているものを用いて服用
することが可能です。これまでのところ、クレメジン細粒の効果に影響がないことが確認されている商品
として、お薬のめたね®（龍角散）、ペースト状オブラート®（三和化学）、トロメリン顆粒® 3 ％溶液（三和化学）があります。
クレメジン細粒は分子量100～1000nmの粒子径の物質の吸着を目的としていますが、これらの製品の分子量は大きく、ク
レメジン細粒の吸着能を妨げる事はありません。
Ｑ：濃厚流動食L-3ファイバーズを使用している患者に塩化ナトリウムを追加したいが、L-3ファイバーズに直接混合して
よいか？
L-3ファイバーズは牛乳タンパクのカゼインを使用しており、水溶液中ではマイナスの電荷をもって溶解している。カゼ
イン中には、リン酸カルシウムが含まれており、タンパク質の構造維持に関与している。そこに塩化ナトリウムを添加する
と、カルシウムとナトリウムの交換がおこり、リン酸ナトリウム、カルシウムイオンが生成する。カゼインは 2 価の陽イオ
ンと反応しやすいため、ナトリウム添加により生成されたカルシウムイオンと反応し、凝固・分離する。そのため、塩化ナ
トリウムはできるだけ流動食の投与終了後に、水溶液として投与する。やむを得ず添加する場合にも10%食塩水として添加
して下さい。
Ｑ：インフルエンザワクチン接種後、全身麻酔を避けるべき期間はどれくらいか？
麻酔や手術は生体の免疫機能を一時的に変調させるといわれています。Tonnesenらは、全身麻酔による子宮摘出後 3 日
間、NK細胞の活性低下が観察されたが、硬膜外麻酔による摘出ではそれが見られなかったと報告している。また、小児の
全身麻酔と予防接種に関する文献では、予防接種後の全身麻酔についてはSiebertらによる2007年の報告では、予防接種後
の全身麻酔に関しては、影響は与えるものの大きくはないが、発熱など予防接種による副反応等は感染症とまぎらわしいた
め、可能であれば生ワクチンで 3 週間、不活化ワクチンで 2 日間あけた後に全身麻酔を行うのが望ましいとしている。一方、
全身麻酔後の予防接種については、Shortらは 1 週間あければよいとしている。本件に関する研究報告は多くなくガイドラ
インもないが、上記に加え、
（1）
上気道感染症に罹患した場合、気道粘膜の修復に 4 週間程度かかること、（2）予防接種の副
反応が、生ワクチンでは 4 週間程度起こりえること、等から、生ワクチン摂取後の全身麻酔にあたっては 4 週間以上、不活
化ワクチンでは 2 週間以上間隔をあけることが望ましいと考えられる。
引用文献：LISA Vol.11. No.4 2004-4（352-353）
Anesthesia 21 Century Vol.10 No.1-30 2008（1801-1804）
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ください。

医薬品情報室 （0568）57-0057 内線2107

お世話になります！新任医師紹介コーナー
中藪

内藤

幹也 （ 1 月着任）

丈裕 （ 1 月着任）

神経内科第二部長

脳神経外科医長

平成元年卒

平成14年卒

前任：岐阜県立多治見病院

前任：磐田市立総合病院

地域の基幹病院で、医療

御迷惑をおかけすること

に従事出来ることは幸せで

も多いと思いますが、宜し

す。みなさんのご迷惑にな

くお願い申し上げます。

らない様に働きたいと思い
ます（マイペースなので少
し心配…）
。

−17−

糖尿病センターからのお知らせ
当院糖尿病センターでは糖尿病患者さん向け新聞
﹁糖尿病瓦版﹂を隔月で発行しています。糖尿病瓦版は、糖尿病療養指導
に関わる記事を薬剤師・臨床検査技師・理学療法士・管理栄養士・臨床心理士・看護師が作成し、発行しています。
今回は
﹁大規模災害の備えについて﹂
を薬剤師が作成しました。東日本大震災からまもなく 2 年になります。糖尿病患者さ
んと災害時の備えを確認するツールとしてご利用ください。
なお、最新号、バックナンバーは、春日井市民病ホームページからも閲覧できます。
（http://www.hospital.kasugai.aichi.jp/imu/s_annai/bukyokusitu/tounyou/tounyou_kawara.html）

糖尿病瓦版最新号
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登録医募集のお知らせ
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、返送をお願い
いたします。
（下の問い合わせ先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㎝）
の同封をお願います。
＊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

渡邊

有三

当院では、受診患者さんに登録医の先生方を紹介する目的で﹁春日井市民病院地域連携登録医マップ﹂を作成し、院内に掲
示する予定です。また、患者さんが持ち帰れるチラシも同時に作成しております。
掲載の際は、後日あらためてご連絡いたします。

サンプル
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看護相談外来の開設のお知らせ
平成25年 2 月 7 日
（木）
から看護相談外来
（完全予約制）
を開設しました。
１. 看護相談外来とは
看護相談外来では、退院後・通院治療中の患者さんやご家族が安心して日常生活を送れるよう、わからないこ
と、困っていること等について、その分野において専門的な知識・技術をもった看護師が相談・アドバイスを
行います。

２.

３.
４.
５.
６.

相談分野（ 8 分野）
1）がん相談

2）慢性呼吸相談

3）摂食・嚥下相談

4）糖尿病看護相談

5）感染予防相談

6）急性期ケア相談

7）リンパ浮腫相談

8）スキンケア・失禁相談

当院受診歴のある患者さんとその家族
相談対象
毎週木曜日 9：00～12：00 一人30分（ 6 人まで）
相談外来の開設日時
整形外科外来
相談外来の開設場所
予約方法
予約受付時間

9：00～15：00
（完全予約制・平日のみ受付）

予約専用番号

0568－57－0048

＊お電話いただきましたら担当の看護師が対応し、相談内容に応じて専門の担当者を予約
させていただきます。

平成25年度以降に実施される特定健康診査等における
ヘモグロビンA1c検査結果の表記について
医療情報センター

後藤

慎一

厚生労働省は平成24年10月31日付けで、平成25年 4 月 1 日以降に実施される特定健診におけるヘモグロビンA1c
検査について、国への実績報告と受診者への結果通知及び保険者への結果報告については、NGSP値で行う事を発
表しました。これにより平成25年 4 月 1 日をもって、日常臨床・健診等すべての分野でヘモグロビンA1cの表記は
NGSP値となりますのでご注意ください。
当院から患者さんにお渡しする検査結果は現在NGSP値とJDS値を併記しておりますが、平成25年 4 月 1 日以降
はNGSP値の単独表記といたします。

前号の訂正とお詫び
11月号（Vol.8）7 ページ﹁がん相談支援センター﹂に記載誤りがありました
ので、次のとおり訂正いたします。
﹃平成24年 3 月 2 日付けで愛知県知事より﹁愛知県がん診療拠点病院」に指
定されました。愛知県がん診療拠点病院は、国が指定する﹁がん診療連携拠点
病院」
に準ずる病院として、平成22年 5 月 1 日に愛知県が定めたものです。﹄

〒486−8510

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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