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院長

渡邊有三

日頃から医療連携事業に格別のご理解とご協力をいただき、心からお礼申し上げます。
地域医療の分担が十分に機能するために、当院では今年 1 月から紹介状をお持ちでない
受診者の方の選定療養費（未紹介患者初診料）を 1,050 円から 2,100 円に増額いたしま
した。未紹介の受診者の方々が市民病院でなく、かかりつけ医の先生方を受診していただ
ければと考えております。これにともない市民病院は紹介受診者と入院患者への医療機能
を高めてまいる所存です。
今回、まことに勝手ながら医療機関の先生方、職員の方を対象とした情報誌「Trinity」を発行させていただ
きました。患者さん、診療所の先生方、私たち急性期病院が三位一体で地域医療を推進していきたいとの気持
ちをこめて名づけました。発行は年４回を予定しており、これにより皆様方と情報の共有化ができれば、また、
ご意見をいただける場所としても利用させていただければと考えております。どうしても医療に関した少し硬
い話題ばかりにはなってしまいますが、少しでも楽しんで読んでいただければ幸いです。今後とも職員一同努
力していきますので、春日井市民病院のご利用をよろしくお願いいたします。

高血圧治療のピットホール

-

本当は怖い高血圧治療
春日井市民病院

循環器科

近藤

圭太

今日、数々の優れた高血圧治療薬の開発にともない、血圧コントロールは比較的容易なものとなってきています。
しかし、なかには治療困難であったり、時にはヒヤッとさせられる症例を経験することも少なくはありません。
今回、そういった症例について当院での経験をもとに、 JSH2009 を参考にしつつ検討していきます。
高血圧症と診断される患者さんの中で約 20％は２次性高血圧症と言われています。その２次性高血圧症のなかで
も頻度の高いものは、高血圧全体の中で腎実質性が２～５％、腎血管性が０．５～１％、内分泌性では原発性アル
ドステロン症が５～１０％、クッシング症候群が１％、褐色細胞腫が０．６％程度を占めると言われており、これ
らの鑑別が特に重要となります。
表１は JSH2009 にある、主な２次性高血圧症を鑑別するための所見と検査を記したものです。２次性高血圧症
のほとんどが症状、理学所見、基本的なスクリーニング検査である程度は鑑別できることがわかります。
原発性アルドステロン
症は、今日、高血圧症の 5
～10%を占めるとも言わ
れています。臨床現場では、
低 K 血症をきっかけに疑
うことが多いと思われま
すが、最近、血漿 K 値正
常例も少なくないと言わ
れているため注意が必要
です。①低 K 血症合併例
（利尿薬誘発性も含む）、
【表 1】

②Ⅱ度以上の高血圧(>160mmHg / >DBP>100mg)、③コントロール不良および治療抵抗性高血圧、④高血圧を伴
う副腎偶発腫瘍、⑤４０歳以下で腎血管障害などの臓器障害合併例など何かしらの疑いがあれば、PRA、PAC の
スクリーニング検査が必要と思われます。
さらに日常診療で出会うことの多い腎性高血圧の診断についての診断ポイントを示します。①３０歳以下または
５０歳以上で発症の高血圧、②高血圧の病歴が短い、あるいは最近増悪、③Ⅲ度高血圧(>180/>100)、治療抵抗性
高血圧、④他の部位に血管疾患の症状または所見、⑤ACE 阻害薬または ARB 開始後の血清 Cr 値の上昇、⑥腹部
の血管雑音、⑦腎サイズの左右差(10mm 以上)、⑧低 K 血症（二次性アルドステロン症による）、⑨説明しがたい
腎不全、うっ血性心不全、肺水腫、などです。特に腹部の血管雑音は特徴的な所見です。我々が経験した症例では、
治療抵抗性の高血圧、血管雑音より腎血管性高血圧が疑われました。腎血管造影などによる確定診断後、腎動脈狭
窄部へのステント留置後は、血圧もコントロールされました。（図１、図２）
【図１】

【図２】

ステント留置

（赤：収縮末期圧

青：拡張末期圧）

次に血圧日内変動パターンについて話を進めていきます。血圧は様々な因子により影響を受け変動しますが、お
おまかな変動として dipper、non-dipper、extreme-dipper、riser 等に分類され、行動等と関与した短い時間内
での変動として morning surge、postural hypo(or hyper)tension、postprandial hypotension 等の分類があ
ります。
血圧の日内変動は、主に生体時計による circadian rhythm と、行動や外部刺激に起因する変動が合わさってで
きた結果によるものと考えられます。個人の行動に大きく左右はされるものの、一般的には通常行動下では午前と
夕方にピークを持つ二峰性の、しかも日勤帯が夜間帯より 10～20%高い血圧変動パターンを示し、これが normal
dipping pattern と呼ばれています。それに対し、一般に夜間の血圧低下が 10%以内のものを non-dipper とよ
びます。ある症例は８５歳男性。高血圧、糖尿病で近医に通院中。血圧のコントロールが悪いため、当院内科受診。
検査時、降圧薬は自己中断していました。日記に行動がほとんど記されていないものの、通常の生活パターンであ
ったようで、昼夜での血圧変動のほとんどない典型的な non- dipper の pattern を示しました。non-dipper は心
血管ならび他臓器障害のリスクが高いと言われています。そこで、治療法のコンサルトを受けました。この場合、
dipping

pattern になるようあえて投与法を工夫すべきかは意見の分かれるところですが、この患者さんの

non-dipping pattern もそもそも糖尿病、高血圧症による動脈硬化、自律神経障害等に起因するものであり、基本
は糖尿病の厳格なコントロールと、まずはパターンよりも平均的に血圧を低下させること自体が重要と思われまし
た。糖尿病があるため ARB を first choice、まずは朝１回投与し、まだ高ければ夕方にも追加投与し経過をみてい
ただくようアドバイスしました。尚、ARB の眠前投与が non-dipper や riser の夜間高血圧抑制に有効との報告も
あり、最初から眠前投与でも良いかとおもわれました。
extreme-dipper とは夜間に、昼時間帯より約 20%以上の過剰な血圧低下を示すものを言い、無症候性脳梗塞と
の関連が示唆されています。当院での症例は４８歳男性。検診で高血圧を指摘され受診。典型的な extreme dipper
の pattern を示しましたが、夕食時の過度の飲酒の関与も多いと考え、現在酒量の制限と、ARB、Ca 拮抗薬の朝
食後投与で経過をみた結果、良好な結果を得ています。
riser とは夜間に昼時間帯より血圧上昇を示すものをいいます。重症の起立性低血圧をはじめとする、自律神経
障害がある患者さんによくみられます。心血管をはじめ各臓器障害のリスクが高いと言われています。当院での症

例は７８歳女性で、高血圧症で近医に通院中、当院へは弁膜症の follow で定期的に受診されています。今回、夜間
血圧が高いことが多いと相談を受けたため ABPM 施行し、riser pattern であったため、かかりつけ医の先生に連
絡し、比較的短期作用型の Ca 拮抗薬を夕食後投与し、良好なコントロールを得ています。一般的に、減塩、利尿
薬、眠前の降圧薬（前述した ARB 等）の投与が有効と言われています。
morning surge の定義はいまだ様々ですが、一般的に夜間より朝方にかけて、血圧が急峻に上昇するものをいい
ます。早朝には心血管イベントが多く、早朝血圧は脳、心臓、腎臓、すべての心血管リスクと関連していることか
ら、その診断・管理は特に重要です。一般的にはα-blocker の眠前投与が有効と言われています。
起立性低血圧症は、特に ABPM を行わなくてもシェロング・テスト（能動的起立試験）を行うことで診断できま
す。このテストは①１０分間の安静臥位の後に１０分間起立させる。②起立前に３回程度の心拍・血圧測定を行い、
起立後は立位のまま１分ごとに血圧・心拍を測定する。③立ちくらみ、ふらつき感、眼前の暗黒感や白濁感の起立
失調症状を認め、起立時に 20～30mmHg 以上の収縮期血圧低下があれば、起立性低血圧症と診断するものです。
しかし、定義は文献により様々ですが、私個人としましては、一般外来では上記検査をする時間的余裕がないため、
立位５分間以内で収縮期血圧が 20mmHg 以上低下するものを一応陽性としています（大学の研究室で行った自検
の経験では、大半が３～４分で陽性となります）
。これが陽性となった場合、軽度の場合は、動作はゆっくり行う（睡
眠時には頭部をやや高くして、起き上がる時には足首の運動を行い、血のめぐりを良くしてからゆっくり起き上が
る）、脱水に注意、温度差に注意等の生活指導で改善します。当院の経験した典型的な１症例を報告します。７４歳
女性。買い物中、めまいの後意識消失し、当院救急外来受診。精査目的で入院。シェロングテストは陽性であるも
のの、Tilt test では心拍数低下、意識消失は認めず典型的な神経調節性失神ではないと思われました。入院後行っ
た ABPM は起床後行動を始めるとともに血圧は徐々に低下し、逆に夜間安静時には収縮期血圧が 200mmHg 以上
まで上昇しています。内分泌系や自律神経系の検査でも明らかな異常は認めず、高血圧症に重症の起立性低血圧を
合併したものと考えました。そこで、朝食後は低用量の ARB を、夕食後に短期間作用の Ca 拮抗薬の投与を行いま
した。ABPM によるその後の２４時間血圧を測定すると夜間血圧が低下し過ぎているため Ca 拮抗薬を作用の弱い
もに変更し、さらに弾性ストッキング使用を指導し、退院となりました。
次は食後低血圧です。当院の症例は８２歳、女性。高血圧症、多発性脳梗塞、脳動脈瘤で近医に通院中。血圧コ
ントロール不良で、ふらつき（特に午前中や食後に強い）があるため、当院紹介受診。Shellong test は陰性で、
ABPM を行ったところ毎食後に血圧低下を認めました。食後低血圧が今回のふらつきの原因と考えられ、生活指導
で改善しています。食後低血圧は高齢者の 1/3 弱にみられ、若
年者には稀有です。そういったなかで特に食後低血圧を生じや
すいのは、高血圧、パーキンソン病、シャイ・ドレジャー症候
群、糖尿病などがあります。症状としては、めまい、ふらつき、
気が遠くなる、失神を生じる。食事前後の血圧測定で判断。軽
症の場合は、食後は横になって休息することや、食前のカフェ
イン摂取（眠れなくなる人は、朝食前のみ）で対処することで
改善します。
実際の外来診療においては、①白衣性高血圧、②仮面高血圧、
③早朝高血圧、④夜間高血圧、⑤ストレス下高血圧のパターン
が問題となることが多々あります。その中で③～⑤は仮面高血
圧として経験することが多いと思われます。外来において①、
②を見破れるかが重要なポイントとなります。そこで、次にこ
の診断ポイントを示します。
診察室血圧レベルと、家庭血圧計や ABPM で測定した診察室
以外の日常生活時の血圧レベルは必ずしも一致せず、診察室血
圧と、診察室外血圧により図３ように分類されます。前述のよ

【図３】

うに仮面高血圧の中には、早朝高血圧、夜間高血圧、ストレス下高血圧等が含まれます。
白衣性高血圧の当院で経験した症例について提示します。
座位での意識消失で救急搬送された、高齢女性です。来院時の血圧は正常でしたが、採血等の一般検査、心エコ
ー、心電図検査、神経学的検査等で異常を認めないため、ABPM を行ってみました。
ABPM 装着時のみ高血圧を呈し、以降の血圧は低く、収縮期血圧は最低 80mmHg まで低下していました。過度
の降圧が意識消失発作の原因と診断されました。近医受診時や、当院来院時は、白衣現象が影響し、正常血圧を呈
していたものと思われました。そこで、ACE 阻害薬と Ca 拮抗薬が投与されていたため、ACE 阻害薬は中止し、
Ca 阻害薬を半量とし、良好な血圧コントロールを得て退院、もとのかかりつけ医にもどっていただきました。
次は仮面高血圧です。７０歳男性、検診で心電図異常（完全右脚ブロック）を指摘され、当院受診。来院時の胸
部 X-p で上行大動脈の軽度拡張、外来血圧 144/84mmHg と高血圧症の存在を疑い ABPM を施行しました。尚、
それまでの検診で高血圧を指摘されたことはあり
ま せ ん で し た 。 ２ ４ 時 間 血 圧 は riser に 近 い
pattern を示し、その他の時間帯でも変動があり、
検診を行う時間帯では血圧が低下していたためか、
正常血圧と評価されていたものと思われました。降
圧薬の投与を開始してもなかなか血圧は低下せず、
最終的には、β-blocker 朝、夕食後、α-blocker
眠前、ARB 朝、夕食後、Ca 拮抗薬、朝食後でコン
トロールされました。
最後はストレス下高血圧の症例です。シフトワー
カーであるためか、血圧は測定ごとにまちまちで、
降圧薬を投与されてもその内服も不規則となり、そ
のためか血圧コントロールが困難となっているた
め、当院紹介受診となりました。前日が夜勤で、検
査当日は夜勤明けの状態でかなり不規則な生活を
されています。ABPM での評価後、朝に長時間作
用型の Ca 拮抗薬、起床後に ACE 阻害薬、α
-blocker の投与を行い、家庭血圧で（測定時間は

【図 4】

まちまちですが）概ね 130mmHg 台/80 台にコントロールされるようになりました。
それでは高血圧はどのように管理すればよいのでしょうか。図４はガイドラインで示されている初診時の高血圧
管理計画です。表 2 には同様に治療目標を示します。特に、家庭血圧での管理に注目です。これらに従い治療計画
を進めていけば問題ないと思います。そして進めていく中で必要があれば専門医へコンサルトしていただければよ
いのではないでしょうか。
専門医へのコンサルトのタイミングは難しいものですが、JSH2009 ではこのような症例があげられています。
① 二次性高血圧が疑われる症例、治療抵抗性高血圧、妊娠高血圧、高血圧緊急症・切迫症
②

ACE 阻害薬や ARB で腎機能が悪化した症例、腎不全、心不全、脳卒中合併高血圧における治療方針の確認

③

降圧薬の副作用が疑われる症例、血圧変動の大きい症例、白衣性高血圧や仮面高血圧の診断に迷う症例
高血圧治療のほとんどは、地域医療

に始まり、かかりつけ医で終わります。
その過程で、我々がお役に立てること
があれば幸いと考えています。診療に
困ったときはいつでも、当院の循環器
科へお気軽に相談してください。

【表 2】

など

部局紹介
循環器科部長

循環器科
特色

寺沢彰浩

虚血性心疾患、心不全、不整脈など循環器全般にわたり初期治療から重症例、まれな症例にも
対応した質の高い医療を提供しています。また、急性心筋梗塞をはじめとする循環器疾患救急医

療においては 365 日 24 時間受け入れ可能な体制を取っています。日本循環器学会、日本心血管インターベンショ
ン治療学会の研修施設であり、平成 4 年 9 月から愛知県医師会の急性心筋梗塞システムに参加しています。

虚血性心疾患（心筋梗塞、狭心症など）
経皮的冠動脈形成術（PCI）を年間約 350 例に施行しています。PCI は、
手首の動脈（撓骨動脈）から施行し、患者さんの苦痛の軽減を図り、1 泊 2 日
の入院で可能となっています。PCI の初期成功率は 95-98%と良好です。ま
た、血管内エコーの併用や再狭窄を予防する薬剤溶出ステントを適宜使用することにより長期成績を配慮した PCI を行っ
ております。急性心筋梗塞（年間 105 例、心臓死 5.5%（2009 年））などの急性虚血性心疾患に対しては、24 時間
体制で積極的に緊急心臓カテーテル検査、PCI を施行し、良好な成績をあげています。

不整脈
徐脈性不整脈（房室ブロック、洞不全症候群など）に対して年間 40 例のペースメーカー植え込み（交換を含む）を施
行しております。頻脈性不整脈で、上室性頻拍、心房粗動、突発
性心室性頻拍などに対しては、薬物療法やカテーテルアブレーシ
ョンを施行しております。カテーテルアブレーションを当科では
年間 10-20 例に施行しております。心室細動などの致死性心室
性不整脈に対しては、急性期治療を行い、植え込み型除細動器
（ICD）の植え込みも平成 21 年 10 月より施行しています。

心不全
心不全は高齢化に伴い増加傾向で当科での入院は年間約 200 例で、多くは、慢性心不全の急性憎悪や急性心不全での
緊急入院です。初期治療をはじめ、重傷例では CCU での人工呼吸器や大動脈バルーンパンピング（IABP）、経皮的人工
心肺（PCPS）などの補助循環装置を用いた治療を施行しております。

弁膜症
手術による人工弁置換術や弁形成術です。心臓超音波検査による正確な診断と手術の時期、手術方法の決定が重要で、
当科では心臓血管外科と緊密な連携をとり診療にあたっています。僧帽弁狭窄症に対しては、カテーテルによる治療（経
皮的僧帽弁交連裂開術）が可能な場合があります。

心筋症
主として心不全や不整脈に対する治療となります。閉塞性肥大型心筋症に対してはカテーテルや手術による治療の適応
となる場合があります。

肺塞栓症
急性期には血栓溶解療法やカテーテルによる血栓吸引療法を施行し、また、再発
予防には薬物療法、下大静脈フィルター留置を施行しています。

末梢動脈疾患・大動脈疾患
当院では末梢動脈疾患、大動脈疾患については、血管外科、心臓血管外科が中心
となり診療にあたっております。薬物療法など内科的診療は循環器科でおこなっております。

当科では冠動脈疾患の治療だけではなく、ペースメーカーやアブレーション、ICD（埋め込み型の除細動装置）
などの不整脈の治療にも力を入れています。詳しくは循環器科までお気軽にお問い合わせください。

ちょっと豆知識
レニン・アンジオテンシン系と血圧の話
私たちの祖先は約三億年前に、海から陸に上がって生活を始めたといわれています。そのと
き腎臓に体内を海水と同じ成分に保つようなシステムがつくられました。このシステムがレニ
ン・アンジオテンシン系です。腎臓は血液の濾過により、体内の水分とナトリウム（塩分）の
バランスが一定になるよう調節しています。体内の水分や塩分が足りないと腎臓にある傍糸球
体装置からレニンという酵素を放出し、血中のアンジオテンシンや副腎のアルドステロンとい
うホルモンを活性化して血管を収縮させ、塩分の吸収を促します。逆に体内の塩分が多いと、
ニンの分泌を抑制し、汗や尿として塩分を体外に排出させます。この体内の水分・塩分調節システムが、血圧に
レニンの分泌を抑制
レ
、塩分や水分が増加する（血液量が
も大きく関わっています。つまり、血管が収縮したり（血管抵抗が大きくなる）
増える）と、血圧が高くなるのです。

リハビリ通信
疼痛ケアについて
従来の疼痛治療は、急性痛でも慢性痛でも同様に行われていました。しかし、本来それらは時間
的経過だけで鑑別されるものではなく全く異なる病態であるため治療法も異なるはずであります。
急性痛に対しては原因となる組織損傷の治療を早急に進めるとともに、痛みを長引かせないことを目的に薬物療
法、神経ブロック、手術、理学療法などが行われます。一方、慢性痛に対してはＡＤＬやＱＯＬを向上させること
を目的に集学的リハビリテーションが導入されます。
慢性痛ケアポイントとして、①不活動（disuse）の回避、②精神・心理・社会的要因の包含、③脳科学に基づく
理学療法、④学際的・集学的疼痛治療の重要性、が挙げられます。
近年、慢性痛の発症・持続機序の解明が進み、（イ）末梢からの強い侵害刺激が持続すること、（ロ）不活動など
のために末梢からの刺激が減弱・消失すること、など双方向の要因によって引き起こされると報告されています。

救急小話
うつ病で薬物治療を受けていた患者さんです。多くの薬を服用していまし
ールが難しくなり当院の救急部に搬送されてきました。
たが、徐々にコントロールが難しくなり当院の救急部に搬送されてきました。
CT 検査にて脳腫瘍が見つかりました。手術で腫瘍を摘出後、うつ症状はまっ
たく無くなり、退院していきました。
脳神経外科部長

医療連携の新しい取り組み

桑山直人

内シャント拡張術を医療連携で簡便に行えるよう

になりました。今までは先生方から内シャント拡張術の必要な患者様を当院へ紹介される場合、一度、
内科に受診して後日に内シャント拡張術を行っていました。しかし、これでは患者様に２回の来院が
必要になります。現在は先生方から内シャント拡張術をご依頼される場合、医療連携ステーションで
内シャント拡張術の予約をお取りいただき、予約日に診察と治療を行い１回の来院で治療しています。
昨年、当院では内シャント拡張術を約 260 例行っています。シャントの感染などのトラブルに対応
するブラッドアクセスセンターも開設していますので、ご利用ください。
透析センター部長

成瀬友彦

糖尿病の新診断基準および HbA1C 国際標準対応方法が発表されました
2010 年 5 月 27 日（木）に開催されました第 53 回日本糖尿病学会年次学術集会シンポジウム 1「日本人糖尿病の診
断基準をめぐって」において、糖尿病の新診断基準が発表されました。
■ 糖尿病の診断フローチャート

（運用開始日時:2010 年 7 月 1 日）

*HbA1c はJDS 値に0.4%を加えた値で表記する.
日本糖尿病学会の HP に掲載の「糖尿病の分類と診断基準に関する委員会報告」より引用
診断基準改訂の要約
（Ⅰ）HbA1c をより積極的に糖尿病の診断に取り入れ、糖尿病型の判定に新たに HbA1c 値の基準を設ける．
（Ⅱ）血糖とHbA1cの同日測定を推奨し、血糖値とHbA1c値の双方が糖尿病型であれば１回の検査で糖尿病と診断可
能にして、より早期からの糖尿病の診断・治療を促す．
（Ⅲ）現行のJDS値で表記されたHbA1c（JDS）値に0.4%を加えた、NGSP値に相当する国際標準化された新しいHbA1c
値を以下に示す運用規定に則り使用する．
■ HbA1c国際標準化への対応方法（運用規定）
①測定値：新規HbA1c値（NGSP相当値）＝JDS値+0.4%
②項目名：HbA1c（従来の項目表記名と変更なし）
③運用開始日時：
・

英文原著文献および国際学会の発表での使用：2010年7月1日より

・

日常臨床・検診・健康診断での使用：未定
日本糖尿病学会より改めて告知する日時までは、引き続き現行のHbA1c（JDS値）を用い、告示された
日（移行日）を以って新しいHbA1cに全国一斉に変更する。

糖尿病に関しては糖尿病センターへお気軽に相談してください。

画像診断のコーナー
今回は 64 列マルチスライス CT 装置の 3DCT 画像と IVR です！
CT 装置の進歩とともに受診者の方にはより低負担で多
くの画像情報を得ることができるようになりました。左の画
像は 64 列マルチスライス CT 装置で撮影した頚部から下肢
までの動脈画像です。この画像を撮影するのに要する造影剤
は 80ml 程度、撮影時間は 20 秒程度です。非常に低負担
であることがおわかりいただけると思います。
これらの技術を利用して多くの動脈疾患を診断、そして治
療に役立てています。
それではこれらの画像で診断して治療を行った例を簡単
にご紹介します。
まず一例目は腸骨動脈の閉塞性動脈硬化症の症例です。間欠歩行
で受診されました。下肢動脈の閉塞や狭窄を疑い、CT 検査を行いま
した。血管狭窄はほとんどの場合、血管内治療（IVR）で治療を行え
ますが、閉塞の場合は
石灰化の状況など
IVR では行ない場合
があります。血管の状
況を把握するために
も CT 画像はとても有
用になります。この症
例は閉塞していまし
たが、血管の石灰化も
少なく、IVR にて治療
しました。
二例目は腎動脈狭窄症の症例です。若い女性でしたが、高血圧で来
院されました。血液検査でレニン活性は高くありませんでしたが、右
季肋部に血管雑音聴取したため、腎動脈狭窄を疑いました。しかし、
いきなり血管造影は患者さんにとって負担となります。そのため CT
検査で腎動脈の状況を調べました。検査の結果、右腎動脈に 90％の
狭窄が見つかり、IVR にて腎動脈にステントを留置して治療しました。
血圧は２～３日で正常に戻りました。そして後日、すごくうれしい報
告がご本人からありました。ご懐妊されたそうです。よかったですね。
三例目は腹部大動脈瘤です。患者さんは腹痛で受診してたまたま腹
部に動脈瘤が見つかりました。治療はご高齢のため局所麻酔で行える
ステントグラフト内挿術を考えましたが、動脈瘤周辺の血管の状況を
正確に把握する必要があます。CT 検査を行うことで十分な情報を得
ることができ、正確にステントグラフトを留置することができました。

次は冠動脈 CT 画像です。
64 列 CT 装置で心電図同期を行うことで動きのある心臓を撮影できるようになりました。それでは狭心症の症例を
紹介します。72 歳男性です。二年ほど前か
ら起床時および体動時に左肩から肘にかけ
て全体が重くなり、息苦しさを感じるように
なりました。その時に 24 時間心電図の検査
を行いましたが、異常は指摘されませんでし
た。しかし、発作の回数が増加したため当院
へ受診しました。受診時の心電図は異常なし、
心エコーも異常なし、生化の血液データはト
ロポニン T が陰性、コルステロールは 224
でした。その他、疾患もないため症状から冠
動脈疾患を疑い、冠動脈 CT 検査を行いまし
た。冠動脈 CT 検査の結果、左前下行枝の
7 番に 75%狭窄を確認しました（上の２画
像が冠動脈 CT 画像です。黄色の矢印で示し
た 7 番に 75%狭窄）。その後、冠動脈形成
術を行い、左前下行枝の６～7 番の 75～
90%狭窄にステントを留置して治療しまし
た（下の 2 画像、左が治療前で黄色の矢印が狭窄。右が治療後）。
このように低侵襲な検査で多くの疾患を診断できるようになりました。MR 装置につきましても平成 22 年 9 月に
バージョンアップを行い、1.5 テスラ装置のなかで最新鋭の装置となっています。ご利用をお待ちしています。
CT 検査や MR 検査のご依頼はインターネットもしくは医療連携ステーションへの電話にて受け付けております。
検査結果は検査終了後 30 分程度で受診者の方へお渡ししていますので、検査当日に先生方の診察も可能です（冠
動脈 CT 検査を除く）。当日、緊急での検査もお電話にて受け付けております。お気軽にご利用ください。

コーヒーブレイク

甲斐駒ケ岳と木曽駒ケ岳
駒ケ岳と名前の付く山は日本に 18 あります。駒ケ岳と

いう名前の由来は山の形が駒（馬）に似ているからだと言われていますが、私達が親しみのある山は南アルプスの
甲斐駒ケ岳と中央アルプスの木曽駒ケ岳ではないでしょうか？それぞれ
東駒ケ岳、西駒ケ岳と呼ばれています。甲斐駒ケ岳は駒ケ岳の中の最高峰
で 2,967m の高さを誇り、ピラミッド型の頂上と火成岩の山肌が白く美
しく古くから名山と言われてきました。木曽駒ケ岳は中央アルプスの最高
峰で 2,956m の高さを誇り、夏にもなると千畳敷カールや濃ケ池カール
には美しい高山植物のお花畑
が広がっています。千畳敷カー
ルの標高 2,650m まではロー
プウェイで簡単に行くことができますし、そこから頑張って頂上まで約
300m の標高差を登ればコマウスユキソウ、イワギキョウも観察するこ
とができます。甲斐駒ケ岳や木曽駒ケ岳の頂上まで登るには本格的な装
備も必要となりますが、木曽駒ケ岳の千畳敷カールまでは大丈夫です。
ロープウェイを利用して一度行ってみてはいかがでしょう？
（写真）右上：秋の甲斐駒ケ岳

左下：冬の宝剣岳を木曽駒ケ岳から望む

薬剤部 Q & A
日本脳炎ワクチンの新旧の違いについてよくわからないけど？
日本脳炎の予防接種により、ワクチン接種後に重症急性散在性脳脊髄炎（acute
disseminated encephalomyelitis：ADEM）を発生した事例があったことから、
よりリスクの低いワクチンが開発されるまでの間、マウス脳由来ワクチンの積極的な推奨が一時差
し控えられていました。 「ジェービック」は、欧米において不活化ポリオワクチンや狂犬病ワクチ
ンの製造用細胞として実績のある Vero 細胞(アフリカミドリザル腎臓由来株化細胞)を材料として用いており、チメ
ロサール等の保存剤は一切使用されていません。マウス脳由来ではなく細胞培養であるため、理論上、ADEM の発
生リスクを回避できると考えられており、臨床試験でも ADEM の発症は確認されていません。ただ、臨床試験のデ
ータは数百例規模であるため、発生頻度が 10 万～100 万人に 1 人といわれている ADEM のリスクをこのデータ
だけでは判断できない面もあります。そのため、「ジェービック」には、「重篤な副反応のデータを速やかに収集し
て評価し、適正使用に必要な措置を講じる」ことが承認条件に付けられており、再審査期間は 8 年とされています。

経管栄養をしている患者に薬を投与する際に、クラビット細粒１０％が追加になったところルートつ
まりが発生するようになった。投与後白湯を入れてもつまることがある。どうしたらよいか？
クラビット細粒にはタルクやエチルセルロースなどのコーティング剤が使用されており、水に不溶性のため経管
で投与した場合に詰まりやすくなります。経管投与する場合はクラビット錠 500mg を粉砕してから投与すること
が望ましいと思います。また簡易懸濁法を行っても錠剤が大きいため溶けにくいので粉砕が一番適しています。で
すから他の薬についても経管投与で使用する場合は細粒を使用せず錠剤を粉砕して使用するのが良いと思います。

年齢 90 歳、体重 35kg の女性にアモキシシリン、クラリスロマイシン、ランソプラゾールで H.Pylori
の除菌を実施したいが通常量で良いか？
C＆G による推定クレアチニンクリアランスや、eGFR は健常人よりかなり低く、腎排泄能は低下していると思わ
れますが、いずれの医薬品も通常量で問題ないと考えます。

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

お知らせ
図書館
春日井市民病院では図書館を医療関係者の皆さんがご自由に利用していただけるように開放して
います。ご利用方法は時間外出入り口の防災センターで名札を作成していただき、それを付けて利
用していただきます。開放時間は平日 8 時 30 分から 20 時、土日祝日 8 時 30 分から 19 時まで
となっています。お気軽にご利用下さい。

ＡＥＤ講習
医療従事者向けの AED 講習会を行っております。定員は 10 名となっていますので受講希望
の方はご連絡ください。受講料は無料です。
ご連絡先：地域連携ステーション（0568）83-9924

内線 2107

検査の料金
最近は高齢者への自己負担の増加や景気低迷により、どうしても検査の料金が気になる方が増えて
います。先生方が検査を依頼される場合、検査費用がどれくらいかかるかを簡単に説明していただけ
るように主な検査と金額を一覧にしてあります。この金額はあくまで目安ですので検査内容やフィル
ム枚数によって料金が前後いたします。ご了承ください。
・初診料（２７００円）
、診療情報提供書（２５００円）も含んでいます。
・フィルムでお渡しする場合とＣＤでお渡しする場合で料金が違ってきます。
・ＣＤでお渡しする場合の方が料金は安くなります。

フィルム渡しでの検査料（円）
CT

10 割負担

頭部（単純）

3 割負担

1 割負担

19,400

5,820

1,940

21,700

6,510

2,170

胸腹部骨盤部(単純）

24,400

7,320

2,440

胸部、腹部 （造影及び単純・造影）

37,000

11,100

3,700

胸腹部骨盤部(造影及び単純・造影）

39,260

11,780

3,930

冠動脈 CT、３DCT

44,840

13,450

4,480

中耳ターゲット、頚部（単純）、胸部（単純）、
腹部(単純）、骨盤部（単純）

MRI

10 割負担

3 割負担

1 割負担

単純検査
[頭部（単純）、頭部（単純・ANGIO）、脊椎、頸部
（ANGIO）、股関節、膝などの四肢、上腹部（MRCP)、

24,900

7,470

2,490

36,780

11,034

3,678

47,010

14,100

4,700

下腹部など]
造影検査

[頭部（造影）など]

肝臓プリモビスト（単純・造影・ダイナミック）
アイソトープ

10 割負担

3 割負担

1 割負担

甲状腺（Tc,Tl)シンチ

66,370

19,920

6,640

脳血流（ECD)シンチ

71,470

21,440

7,150

骨シンチ

55,160

16,550

5,520

肺血流シンチ

31,970

9,590

3,200

心筋（Tl)シンチ

69,930

20,980

7,000

上記以外の検査

10 割負担

3 割負担

1 割負担

注腸透視

26,080

7,820

2,610

胃・十二指腸内視鏡（経口、経鼻） 生検なし

20,230

6,070

2,020

胃・十二指腸内視鏡（経口、経鼻） 生検あり

23,330

7,000

2,330

腹部超音波

10,500

3,150

1,050

心臓超音波

14,000

4,200

1,400

9,100

2,730

910

脳波

医療連携のご利用について
春日井市民病院だけで良い医療を提供できるわけではありません。紹介医師と協力して地域完結型の医療を目指
すことが大切であると考えています。そのため当院では紹介医師がより便利に医療連携業務を利用していただける
ように検査依頼に関しましては、電話予約だけでなく、インターネットも利用して24時間検査予約ができるように
なっています。診療予約に関しても、今後はインターネットを利用できるように整備を進め、医療安全を確保した
上で手続きをできるだけ簡素化していきたいと考えています。紹介していただくにあたり、通常の診療に必要な情
報の掲載があればどのような形式の診療情報提供書でもかまいませんが、当院で作成した各種書類も用意しており
ます。この書類を利用になる場合、医療連携マニュアルをコピーして使用して頂いても構いませんし、当院のホー
ムページからも印刷できます。医療連
携マニュアルや各種書式は春日井市民
病院のホームページの「医療連携利用
のご案内」から簡単に取得できます。
また、CT検査やMR検査の検査結果は
検査終了後30分程度で受診者の方へ
お渡ししていますので、検査当日に先
生方の診察も可能です（冠動脈CT検査
を除く）。当日、緊急での検査も医療連
携ステーションでお電話にて受け付け
ております。医師への連絡は必要あり
ません。お気軽にご利用ください。
当院の医療連携業務が少しでも皆様に
使いやすく便利なものにするためには
皆様からのご要望、アドバイスがとて
も大切になってきます。ご意見等があ
れば医療連携室までお知らせください。

〒486 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/

救急外来受付 TEL 0568-57-0057
FAX 0568-85-1123
人工透析室 TEL 0568-57-0093
放射線科受付 TEL 0568-57-0058
医療連携ステーション TEL 0568-83-9924 FAX 0568-82-9345
インターネット予約

https://www.hospital.kasugai.aichi.jp/byoshin/

電話予約（地域連携ステーション TEL 0568-83-9924）
平日 午前8時30分～ 午後8時
土曜日 午前9時～ 午後1時
※救急外来の受付は24時間対応しています。

