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電子カルテ導入に当たって 春日井市民病院 副院長  金井道夫 

春日井市民病院では、これまで患者さんの診療記録(カルテ)を「紙カルテ」に記録し管理

してきましたが、本年 5 月 1 日からはコンピュータで記録・管理する「電子カルテ」に変わ

りました。電子カルテを導入するに当たり、御協力をいただき、誠にありがとうございまし

た。 

電子カルテは全ての診療情報を一括管理することで、必要な情報を瞬時に取り出すことが

可能となります。例えば診察室に設置したモニター上に、過去の検査結果や放射線などの画

像と現在のそれとを並べ、比較して診断するといったことが簡単に行えるようになります。

また、患者さんがモニターを見ながら説明を受けることで、診療方針に対する理解が深まり、インフォームドコン

セントの向上につながります。 

複数の医療スタッフが院内のどこからでも近くの端末でカルテを見たり記録したりできるため、スタッフ間で情

報の共有が容易になります。また、患者さんのデータも簡単に出すことができるようになり、入院に関するデータ

や手術成績なども算出できるようになります。点滴や注射の際のバーコードを利用した認証の導入などにより、安

全管理面でリスク低減が図れます。もちろん最終的な確認は医療スタッフが行いますが、コンピュータと人間との

ダブルチェックにより医療の安全性が高まります。 

また、その日の診察や検査などの予定を患者さんにより分かりやすくご案内するスケジュール表をお渡しします。

次にご自分がどういう診療を受けるか把握ができ、記載に従って移動していただけば行き先に迷うこともありませ

ん。カルテを探し搬送する時間がなくなるため、診察までの待ち時間なども短縮されます。このような患者サービ

スという点から電子カルテは是非とも必要なツールと考えます。 

電子カルテの導入に向けて半年前から端末の扱いに関する講習会を開き、リハーサルを繰り返して、万全を期し

て参りましたが、操作が不慣れなため余分な時間がかかり、患者制限をすることとなりました。皆様には多大な御

迷惑をかけたことをこの場を借りてお詫び申し上げます。 

以上、春日井市民病院では電子カルテを駆使して患者サービスの向上を心がけてまいりますので、是非とも御理

解、ご協力のほどをお願い申し上げます。 

  

 

手術によって高次脳機能障害が改善するかもしれない脳神経疾患 

 脳神経外科 桑山直人 

高次脳機能障害の定義 

高次脳機能障害は何らかの脳損傷に起因する認知（記憶・注意・行動・言語・感情など）の障害全般と定義され

ています。 

臨床症状としては、言語の障害である「失語症」、道具が使えなくなる「失行症」、知的働きや記憶の働きが低下

する「認知症」や「記憶障害」などが見られます。加齢によっても同様の症状を呈するため、特に高齢者の場合は

脳損傷に起因していても見逃されてしまうこともあります。また５０歳以下の若年層でも症状が非常にゆっくり進

行する場合は、本人、家族とも病的変化に気づかないこともよくあります。 

高次脳機能障害によって、日常生活・社会生活がうまく行えなくなった患者さんの多くは、症状が不可逆的であ



ると、あきらめて考えられがちです。しかし、その様な患者さんの中にも、症状が可逆的で、適切な治療によって

高次脳機能障害が改善するものもあります。 

ここでは、そのような症例について、実例をご紹介しながら説明します。 

高次脳機能障害を呈するものの、手術によって症状の改善が期待できる疾患には、以下のようなものがあります。 

１．慢性硬膜下血腫 

２．正常圧水頭症(くも膜下出血後・特発性・髄膜炎後) 

３．脳腫瘍 

 

１．慢性硬膜下血腫について 

 原因は頭部外傷と言われていますが、実は機序は明らかではありません 

 男性が７～８割と多く、70 才以上の高齢者に多いのが特徴です 

 特に飲酒癖のある人で、本人も転倒を記憶していないことも多くあります 

 約 90～95%は、一度の手術で完治しますが、抗血小板剤、ワーファリンなどを内服中の症例と、８０歳

以上の高齢者では再発率が高くなります 

 若年者では、白血病など血液疾患の合併が潜んでいることもあります  

 

【症例１】６４歳男性、約２ヶ月前に庭木の剪定をしていて、脚立から転落したことがあります。そのときには症

状もないため、医療機関には受診していません。２週間ほど前から、記銘力低下・意欲低下を呈しました。物忘れ

がひどくなったなと奥さんも感じていましたが、加齢によるものと思っていました。食事をする以外には、ソファ

ーで横になりすぐにうとうと居眠りをするようになりました。言葉数も少なくなりました。久しぶりに訪れた娘さ

んが、様子がいつもとあまりに違うのに気づき近くの内科医を受診しました。四肢麻痺はなく意識も清明でしたが

認知症の鑑別診断が必要と考えられ春日井市民病院神経内科にご紹介いただきました。脳梗塞などの脳血管障害を

疑い頭部単純ＣＴを行ったところ、慢性硬膜下血腫を認め、脳神経外科に紹介されました。 

 左は初診時の頭部ＣＴスキャンです。左慢性硬膜下血腫

を認めました。脳の正中構造が右に変位して左側脳室は圧

迫され変形していました。真ん中は、穿孔洗浄術を行って

から６日後の頭部ＣＴです。血腫腔内にはまだ空気が残っ

ていますが、左脳の圧迫は改善しています。右は術後１ヶ

月後の頭部ＣＴです。ほぼ正常に回復しています。このこ

ろには、意欲低下も改善して記銘力低下も見られません。

元通りの日常生活を取り戻されました。 

初診時 手術後 6 日 手術後 1 カ月

 しかし、全ての慢性硬膜下血腫がこのような良い経過をとるとは限りません。次に症状が不可逆的であった高齢

者の場合を提示致します。 

 

【症例２】９１歳男性、１ヶ月前に自宅で転倒してから徐々に失行・認知症が悪化しました。転倒されるまでは何

とか ADL は自立していたようです。徐々に食欲も低下したため、かかりつけ医よりご紹介いただき、春日井市民病

院神経内科を受診されました。頭部ＣＴで左慢性硬膜下血

腫を認めました。JCS3 ほとんど会話はできませんでした。

指示も入らずコミュニケーションをとれない状態でした。

穿孔洗浄術を行いましたが、症例１の様には症状は改善し

ませんでした。介助で食事はとれるようになりましたが、

認知症は改善せず、独歩も不可能なまま施設入所となりま

した。その後も歩行は獲得できませんでした。 手術前 手術後 1 週間 手術後２カ月 



症例２の術前、術後１週間後、術後２ヶ月後の頭部ＣＴ像です。高齢者ほど脳の回復が遅く、再発率も高いです。

この症例は、再発こそしませんでしたが、慢性硬膜下血腫によって不可逆的は症状を残してしまいました。 

 

２．正常圧水頭症について 

正常圧水頭症の原因には、くも膜下出血後・髄膜炎後・特発性などがあります。典型的な臨床症状は認知症・尿

失禁・歩行障害(特に wide base & short step : 両足を広げて歩幅が狭くヨチヨチ歩行)が３大徴候と言われていま

す。必ずしも全ての症状が揃うとは限りません。慢性的に髄液の吸収障害が起きるために、脳室が拡大して周囲の

脳を圧迫して症状を呈すると言われています。しかし、加齢的変化による脳萎縮でも脳室が拡大して見えます。ど

こが違うのでしょうか？ 

 

【正常圧水頭症と脳萎縮の画像上の鑑別】 

正常圧水頭症では側脳室前角の拡大とその周囲の PVL(periventricular lucency)が特徴で(図３)、脳萎縮との鑑別

に役立ちます。また正常圧水頭症は頭頂部の脳溝の不顕性化がみられる(図４)ことが、加齢による脳萎縮とは異なる

とも言われます。 

しかし、脳萎縮による脳室拡大との鑑別をＣＴ画像のみで行うのは決して容易ではありません。腰椎穿刺にて髄

液を 30mL ほど除去することで症状の改善が見られたら正常圧水頭症の可能性が高いと考え、手術を勧めます。こ

れを tap test といいます。また、RI を用いて脳槽シンチグラフィーにて髄液循環の遅延が証明されれば、診断の助

けになります。 

【症例３】７２歳女性、１ヶ月前にくも膜下出血を発症して血管内手術によってコイル塞栓術を行いました。意識

は一旦鮮明になりましたが、術後１ヶ月を経過する頃に徐々に意識が低下しました。尿失禁をするようになり、歩

行練習のリハビリテーションを行っていましたが、理学療法士からは最近反応が悪く、リハビリテーションが行え

ていないほどの傾眠傾向との報告がありました。 

上の２枚がその時の頭部ＣＴ画像です。脳室拡大と矢印の部分がＰＶ

Ｌといわれる低吸収域です(矢印)。正常圧水頭症と診断して、脳室-腹腔

短絡術を行いました。シルビウス裂の拡大に比べて、前頭葉・頭頂葉の

脳溝が見にくくなっていることがわかります。 

下の２枚は術後の頭部ＣＴを示します。脳室が急激に縮小したために

右硬膜下血腫をわずかに認めます。患者さんの症状は改善して、リハビ

リテーションにて独歩可能となり、尿失禁も治癒しました。頭部ＣＴ上

でもＰＶＬが消失していることが分かります(矢印)。 

水頭症シャント術前 

 右硬膜下血腫は水頭症シャント術の圧設定を変更することで消失し

ました。独歩で退院することができました。 

 

３．脳腫瘍による高次脳機能障害 水頭症シャント術後 

 脳腫瘍のなかには、高次脳機能障害で発症する例もあります。良性、悪性いずれの場合でも、一旦は手術で症状

の改善が期待できます。また、高齢だからとあきらめていたり、精神疾患と思われて脳神経外科を受診されない例

もあります。以下に症例を呈示致します。 

 

【症例４】39 才女性、特記すべき既往歴はありません。入院される１ヶ月ほど前に、微熱のため他院で腎盂炎と診

断され入院加療をされました。その頃から徐々に反応が鈍くなり記銘力低下しました。腎盂炎に脳炎を合併したと

診断されました。ご家族も熱のために反応が鈍いと考えました。しかし、退院後も反応は鈍く、徐々に歩行障害、

尿失禁も出現したため春日井市民病院脳神経外科を受診されました。 



 意識状態は JCS３で、明らかな麻痺はありませんが表情に乏しく、言葉少なでした。歩行不能の原因は意欲低下、

筋力低下が考えられました。日常会話は何とか成立しますが、子供の食事も作れません。一日中座ってテレビをつ

けていますが、見ている様子はないようです。尿意はあるようですが

間に合わず下着を汚すことがしばしばありました。 右の画像は、来院

時の造影 MRI 画像です。両側前頭葉と脳梁、脳室壁に及ぶ、不規則な

形の造影される腫瘤を認めました。脳原発腫瘍と診断して開頭術にて

腫瘍亜全摘出いたしました。術後病理組織診断は星細胞腫でした。水

頭症も併発していましたので、シャント手術を追加しました。現在は

片麻痺なく歩行は可能です。尿失禁、失行はなくなりましたが、記名

力低下は少し残存しました。 
手術前のガドリニウム造影 MRI 画像 

 

【症例５】４７歳女性、入院される２年ほど前から、料理をしなくなった、家族と会話しなくなった、笑わなくな

った、寝てばかりいるなどの症状が徐々に悪化しました。近くの精神科

クリニックでうつ病と診断されました。なかなか症状の改善がないため

数種類の抗うつ薬を投与されました。全くしゃべらなくなり食事を摂ら

なくなったため、発症から２年後、ご家族と一緒に春日井市民病院を受

診されました。 

右の上２枚は初診時のＭＲＩ画像です。左前頭葉、側頭葉、島皮質、基

底核を占める腫瘍を認めました。脳の正中構造はかなり変位していまし

たが片麻痺は認めませんでした。 

 開頭術で腫瘍を肉眼的には全摘出しましたが、境界は不明瞭でした。

術後の病理組織診断は乏突起膠腫でした。術後、放射線治療を追加しま

した。うつ状態は消失して、現在、抗うつ薬なしで精神状態も安定して

おり、神経学的欠損症状はありません。元気な頃の患者さんに戻りまし

た。右の下２枚は術後２ヶ月経過したときのＭＲＩ画像です。うつ状態

が脳腫瘍によるもであったと考えられました。 

 

【症例６】67 才女性、特記すべき既往歴はありません。一人暮らしの方です。入院される３ヶ月前に、３ヶ月ぶり

に訪問したお兄さんが意欲低下、反応の鈍さに気づいたのですが疲れているのだと思ったそうです。その後、買い

物に行っても何を買ったらいいのかわからない、食事をしたことも記憶にないため、何度も食事をするようになり

太ってきてしまいました。お兄さんが急に太った患者さんを見て驚き、

病院を訪れました。 

 来院時、JCS2 Vital sign に異常なく、頭痛・嘔吐もありません。明

らかな片麻痺なく独歩可能です。日常会話はできますが覇気がなく表情

に乏しかったです。尿失禁はありませんでした。 

 左が来院時ガドリニウム造影 MRI 画像で右が術後１ヶ月後の画像です。

来院時は左前頭葉に直径約６cm の脳腫瘍を認め、開頭術にて肉眼的に全

摘出しました。病理組織診断は髄膜腫でした。術後約２ヶ月で自宅退院されました。６ヶ月後には症状は全く消失

して、一人暮らしが可能となりましたが、ごくわずかに記銘力低下が残りました。 

初診時の MRI 画像 

手術後２ケ月の MRI 画像 

手術後 1 ケ月の MRI 画像 来院時の MRI 画像 

 以上の他にも、一部の皮質下出血も高次脳機能障害のみで発症することがあります。これも手術にて血腫を除去

すると、症状が改善します。加齢による変化、または精神科的疾患と決めつける前に一度脳の器質的病変がないか

除外しておくことも必要かもしれません。脳神経疾患に関することは脳神経外科または神経内科へお気軽にお問い

合わせください。 



部局紹介 

脳神経外科                           

脳神経外科部長  桑山 直人 

         （救急部長） 

日本脳神経外科学会専門医 

日本集中治療医学会専門医 

名古屋大学医学部医学科臨床講師 

 

 

 

第 2 部長 河合 達巳 日本脳神経外科学会専門医 

医長 野田 寛 日本脳神経外科学会専門医 

 

専門分野・特色                                        

診療内容は、脳腫瘍、脳血管障害（主に脳出血やくも膜下出血）、外傷、脊椎脊髄疾患、三叉神経痛、片側顔面け

いれんや視床痛などの機能的脳神経疾患、水頭症、感染症など脳神経外科全般にわたっています。 

緊急手術も含めて 365 日、24 時間待機体制をとっているため、救急医療に対しても十分対処できるようになって

います。加えて、超急性期の脳塞栓症に対する血栓溶解療法を放射線科との連携により行い、片側顔面けいれん等

に対するボツリヌス毒素局所注射療法も施行しています。 

 

最新の治療や名古屋大学脳血管内治療グループと連携して血管内手術にも対処しています。          

くも膜下出血の原因のなる脳動脈瘤の治療は、開頭によるクリッピング術の安全性とコイルによる塞栓術の安全性

をご本人やご家族と十分検討した上で治療法を選択しております。 

 

検査・手術数及び治療成績(平成２０年度）                           

内訳は、脳腫瘍 35 例、くも膜下出血 37 例、未破裂動脈瘤 15 例、脳出血 115 例、動静脈奇形 4 例、脳梗塞な

どの虚血性疾患 18 例、頭部外傷 108 例などです。手術は例年 140 例から 180 例で、脳腫瘍と脳動脈瘤がそれ

ぞれ約 20 例、慢性硬膜下血腫を含めた頭部外傷が 60 例、血管内手術が約 20 例などです。 

 

 

 

 

 

 

 



ちょっと豆知識 
パーキンソン病とうつ病の話 

パーキンソン病の症状は手がふるえ、手足の動きがゆっくりとなり、動かしにくくなるのが

特徴です。また、顔の筋肉の動きも低下するため、表情がなくなり仮面様顔貌になってきます。

最近の抗パーキンソン剤は非常に効果があり、症状が見違えるように改善します。しかし、パ

ーキンソン病の 30％程度にうつ病が併発することがあり、その場合、抗パーキンソン剤と抗

うつ剤を併用することになります。ただ、ここで注意しなくてはいけないことがあります。う

つ病の薬の中にはパーキンソン病の症状を悪化させる薬が少なくありません。したがって、そ

のことを十分注意して処方し、慎重に経過を観察する必要があります。同様にうつ病の患者さんが抗うつ剤の影響

で脳に疾患がなくてもパーキンソン様の症状になることもありますので注意が必要です。 

詳しくは神経内科、メンタルヘルス科へお気軽にお問い合わせください。  （神経内科部長  平山幹生） 

 

リハビリ通信   リハビリテーション技術室  岡嵜 誉 

今回はパーキンソン病についてです。病気のことをよく知って、症状が進行しないように努めることが大切です。 

 

Hoehn＆Yahr 重症度分類（表１） 

StageⅠ 一側性障害で片側だけの振戦、固縮を示す。 軽症状である。 

StageⅡ 
両側性の障害で姿勢の変化がかなり明確となり、振戦、固縮、無動とも両側にあるため、日常生活がやや

不便である。  

StageⅢ 
明らかな歩行障害がみられ、方向変換の不安定など、立ち直り反射障害がある。突進現象もはっきりとみ

られる。  

StageⅣ 起立や歩行など日常生活動作の低下が著しく、労働能力は失われる。  

StageⅤ 完全に動作不可能状態で介助による車椅子移動、 または寝たきりになる。 

 

 症状や障害の程度や治療効果を評価するために｢Hoehn＆Yahrの重症度分類（ヤールの分類）｣（表１）がよく

用いられます。パーキンソン病が進むと、前かがみの姿勢になりやすく、足の動きも悪くなるために転びやすくな

ります。ふとんや机、壁など身の回りのものを利用して、かたくなりやすい足の関節や筋肉をこまめに動かし、さ

らにバランスを崩して転ばないために、主にStageⅠ〜Ⅲの比較的症状の軽い方を対象とした下半身とバランスの

運動をここでは紹介いたします。ほんの一例ですが、無理なくストレスを感じない程度で行い、継続することが大

切です。 

 

 

 

ふくらはぎやももの裏を伸ばします 両足を曲げて左右にひねります 机に手をついて立った

りしゃがんだりします 

手足を大きく動かし号令をか

けながら歩きます 

 

 
ななめに向かい合った手と足を同時に上げます 両ひざをついてバランスを保ちます 



血管検査室のご紹介（part 1）    臨床検査技術室  真野修江 

春日井市民病院、血管検査室(Vascular Laboratory：バスキュラー・ラボ)は平成 16 年 6 月臨床検査室内に開

設されました。平成 18 年 6 月から血管診療技師（CVT: Clinical Vascular Technologist )の認定制度が開始さ

れ、当院でも技師 5 名が専門資格を取得して検査レベルの向上に勤めています。 

【血管検査利用状況】最近では多くの診療科から血管検査の依頼が出るようになりました。 

２２診療科のうち１８診療科が利用しており、検査内容も多岐にわたっています。 

 

ABI 31%

静脈機能
　　　　　6%

他機能10%

超音波53%

 

 

 

今回は深部静脈血栓症の検査について説明します。 

肺血栓塞栓症(PTE)を引き起こす DVT に対する超音波検査はかなり知られるようになり、当院でも下肢の腫脹や

整形や産婦人科の術前、術後にも行なわれています。もし血栓の先端が浮遊している場合（floating thrombus)に

は直ちに医師に連絡し、下大静脈に IVC filter を挿入する流れになっています。以前、下肢表在性静脈炎患者の DVT

の発症頻度について当院で検討しました。患者 41 例のうち、表在静脈に血栓があったのは 30 例(73%)、その中

で深部静脈に血栓のあったのは 10 例(24%)で、存在部位はヒラメ筋静脈 9 例、ヒラメ筋静脈＋後脛骨静脈 1 例で

した。この結果から、静脈炎を有する患者の超音波検査を行う場合には、明らかな DVT を疑わない場合でも下腿

深部静脈、特にヒラメ筋静脈を観察する必要性が示唆されました。 

 

 

深部静脈に浮遊血栓が確認された場合は下大静脈にフィルターが挿入される
腫脹した下肢 

IVC filter

昨年は血管超音波検査 
2630件（割合は53％） 
血管機能検査 2290件

でした。 

膝 窩 静 脈 浮 遊 血



画像診断のコーナー 

今回は肝臓の珍しい腫瘍を報告します。 

Cholan

2 歳女性。 

摘され当院受診。 

の Bulls’ eye 

.5cm 大の分葉状腫瘤を認めまし

号、T2 強調像で辺縁と中心が

る所見はなく、肝門部に限局した腫瘤と診断され

管に類似した小型の核を持

瘍細胞を中心

giolocellular Carcinoma の症例です！       放射線科  森 聡一郎 

【症例】5

【既往歴・家族歴】B 型肝炎。 

【現病歴】近医 CT にて肝腫瘤指

【検査所見】CA19-9 59.4U/mL(≦37.0U/mL) 

【画像所見】腹部超音波（図 1）：肝門部に約 5cm 大

sign を示す境界明瞭、辺縁粗造な腫瘤を認めました。腫瘤内部に門脈

及び肝静脈の走行を認めました。 

腹部 CT（図 2）：肝門部に約 7.5x5

た。早期相で辺縁がリング状濃染し、後期相で中心の遅延性濃染を

認めました。内部に門脈と肝動脈の走行を認めました。末梢の肝内

胆管の拡張は認めませんでした。 

腹部 MRI（図 3）：T1 強調像で低信

高信号で、その間は低信号の層構造を認めました。被膜の形成や内

部に脂肪は認めませんでした。dynamic 造影 MRI は CT と同様で

した（図 4）。 

他に転移を疑わせ

拡大肝右葉切除術が施行されました。 

【組織学的所見】増生細胆管や Hering

つ類円形細胞

が豊富な線維

性結合織を伴

いながら腺管

構造を形成し、

それらが不規

則に吻合して

いました。ま

た、腫瘤境界

では正常肝実

質と置換性の

増殖をしていま

濃染していました（図 5）。 

画像との比較では辺縁部では血管増生を伴う密な腫

した。EMA 染色にて脈管構造の管腔側が膜状に

部では強い線維化を認め dynamic 造影をよく反映していました

（図 6）。腫瘤頭側に肝静脈の貫通を認め、US で見られた肝静脈

の進入に相当するものと考えられました。肝門部ではグリソン鞘

と腫瘍細胞の間にリンパ球浸潤と浮腫状変化を認め、T2 強調像

での高信号の原因が考えられました（図 7）。 



【最終診断】Cholangiolocellular Carcinoma． 

【コメント】細胆管細胞癌は従来、胆管細胞癌細胞癌の特殊型に分類されていましたが、原発性肝癌取り扱い規約の第５

しては「肉眼的に肝内胆管癌に類似するが約半数は慢性肝炎あ

 

      動物の気持ち 

 最近はペットブームで犬や猫などの動物と暮らしてい

る人たちが増えてきています。また、愛玩用としてだけではなく、心のリハビリやお年寄りの慰めとして大いにそ

の能力を発揮しています。動物と暮らすのは結構大変なこともありますが、仕事から疲れて帰ったときなど「おか

する」と答えるような気がします。 

の特殊型に分類されていましたが、原発性肝癌取り扱い規約の第５

しては「肉眼的に肝内胆管癌に類似するが約半数は慢性肝炎あ

 

      動物の気持ち 
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の能力を発揮しています。動物と暮らすのは結構大変なこともありますが、仕事から疲れて帰ったときなど「おか

する」と答えるような気がします。 

版以降では独立した疾患概念となりました。定義と版以降では独立した疾患概念となりました。定義と

るいは肝硬変を合併する。異型に乏しい小型、類円形の腫瘍細胞が豊富な線維性間質を伴い、増生細胆管や Hering

管に類似する小管腔構造を示し、それらが互いに不規則に吻合するように増殖し、増殖先端部では腫瘍細胞は肝細

胞索と連続している。肝内胆管癌と異なり粘液産生は認めない。一部に肝細胞癌あるいは肝内胆管癌類似の組織像

を伴うことが多い。ただし、現時点ではこのような所見があっても混合型肝癌とはしない」と記載されています。 

組織学的所見は定義で述べた所見の他に EMA 染色が重要で、腺管構造の管腔側が膜状に濃染する像は本症に特徴

的です。画像所見は本邦を中心に報告されており、境界明瞭なヤツガシラ状の腫瘤を形成し、内部に門脈や肝静脈

の腫瘍内貫通像を認めるのが特徴です。dynamic 造影では早期相でのリング状濃染と後期相での遅延性濃染を認め

ます。MRI では T1 強調像で低信号、T2 強調像で高信号や層構造とも言われる射的様の信号を認めます。内部脂

肪や辺縁に被膜形成は認めません。今回の症例はこれらの所見はいずれも認められました。ただ、上記は典型的な

細胆管細胞癌の所見であり、定義に述べたような HCC 類似の組織像が目立つ場合では、HCC パターンの増強効果

が一部見られることもあり注意を要します。鑑別疾患としては同じく脈管貫通像を認める悪性リンパ腫と腫瘤形成

型肝内胆管癌があります。悪性リンパ腫は線維性間質に乏しい髄様性腫瘤を反映し均一な乏血性の腫瘤を形成しま

す。仮にリング状濃染が見られた場合でも遅延性濃染が見られない点が、腫瘤形成型肝内胆管癌は細胆管細胞癌と

比べ肝静脈の腫瘍内貫通を認めにくい点が鑑別点として挙げられます。ただし、腫瘤形成型肝内胆管癌との鑑別は

所見が重なることも多く、困難なケースも多々あります。 
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コーヒーブレイク 

えりぃ～さみしかったよぉ～」と大喜びで飛びついて迎えてくれる大切な家族・・・かわいいし、癒されますよね。

ただ、人間と同じような生活をしているため、おいしいものをたくさん食べて、運動不足・・・肥満や高血圧、糖

尿病などの成人病？にかかる動物も多くなってきました。ペットショップへ行くと人間と同じようにダイエット食

品などが数多く並んでいます。獣医さんからは毎日の食事量を指導され、人間よりも適切な栄養指導を受けている

動物も少なくありません。でも、ふと考える時があります。「動物に長生きしてほ

しいのは人間の思い、動物は我慢してまで長生きしたいと思っているのかなぁ～」

「成人病になっても毎日お腹いっぱい食べて満足するほうが動物にとっては幸せ

なのかなぁ～」。動物に聞くことができたら何と答えるでしょうか？ 

人間と同じで我慢できる、できない、それぞれいると思います。言葉が聞けないの

でわかりませんが、もし聞くことができたら・・・きっと多くの動物たちは少しで

も長く私たちと一緒にいることを望み、「我慢
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薬剤部 Q & A 
パー錠とマグミットを同時に水に溶かして服用は可能か？ 

リ性下で酸化分解が促進されるため、酸化マグネシウムと混合

。これは水に溶かさなくても粉砕後の粉を混合して一包化して

も起こることがあ になることは考えにく

いので併用の場合

の。 

Fe2+、Mg2+、Ca2+等を含む金属カチオン含有制酸剤はニューキノロン剤の吸収や排泄に影響を与え、バイオ

ベイラビリティを減少させることが示されている。 

剤とのキレート形成能とよく一致する。また、制酸剤に

える影響度 

シプロキサン) 

があるか？ 

海外の試験で、高齢者を対象に筋肉内投与、皮下投与の比較試験を実施した結果、抗体価上昇には差が無かった

報告があり

ようです。 

68)57-0057  内線 2107 

図書館便り

“抗菌薬の考え方、使い方 ver.2” 中外医学社 岩田健太郎 宮入烈 著 

抗菌薬使用上の盲点やこつ、最近の話題まで幅広い内容が書かれており、今日からの診療

おり、診療の合間の息抜きに読むの

 著 

臨床で遭遇する甲状腺疾患の悩み、疑問が Q＆A 方式で書かれており、読みやすく実践的な本で

一 きたい知識が網羅された 1

冊

マド

マドパー錠中のレボドパはアルカ

すると色調変化し効果が低下する

る（湿気の高いとき）。胃酸中では酸化マグネシウム存在下でもアルカリ性

、少し服用のタイミングをずらすくらいでよいものと考えられる。色調変化はメラニンによるも

 

ニューキノロン剤と制酸剤との相互作用について 

Al3+、

ア

 その影響度は、Al3+＞Fe2+≧Mg2+＞Ca2+の順であり、薬

よるニューキノロン薬の影響度は、その程度に薬剤間で差が認められ、AUCとCmaxにより3群に分けられる。 

制酸剤（水酸化アルミニウム）のニューキノロン薬に与

・あまり影響を受けない（AUC＞50%） 

LVFX(クラビット),OFLX(タリビット),LFLX(ロメバクト),FLRX(メガロシン),SPFX(スパラ) 

・中間（AUC＜30%、Cmax＞0.2μg/mL） 

ENX(フルマーク) 

・臨床効果が期待できないほど影響を受ける（AUC＜30%、Cmax＜0.1μg/mL） 

NFLX(バクシダール),TFLX(オゼックス),CPFX(

 

ニューモバックス NP は筋注・皮下注ともに認められているが、効果に違い

 現在のところ効果に差がないと考えられる。 

 

が、副反応については皮下投与の方が筋肉内投与よりも有意に多くその傾向は女性ほど強かったという

ます。このため、海外では筋注が推奨されている

 

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：(05

 

  今回は図書館にあるお勧めの本を紹介します。 コメント（内科 成瀬友彦） 

に役立つ本です。しかも大変読みやすい文体で面白く書かれて

にも最適で、お勧めの１冊です。 

 

“甲状腺の病気パーフェクトアンサー106 疑問と悩みを徹底解決” 

診断と治療社 浜田昇 岡本泰之

実

す。原発事故で甲状腺への関心が高まる中、 般臨床医として知ってお

です。 



 

栄養管理室からの一言 

は、食中毒菌によって多少異なりま

中毒の予防の基本となります。 

食中毒から身を守りましょう！ 

これからは食中毒の季節です。細菌性食中毒の予防

すが、下記の三原則は全ての細菌性食

 ①清潔 ②迅速 ③加熱または冷却 

なぜ？ 食品に食中毒菌を付けない 食中毒菌に増殖する

えない 

菌をやっつける 

を与えない時間を与 菌に適した増殖温度

対策 衛生的な環境 

新鮮な原材料 

ゴキブリ等の侵入を防ぐ 

温度 75℃で 1

の温蔵 

清潔な手指 

ねずみ・ハエ・

速やかに調理して早

めに食べる 

 

十分な加熱（中心

分以上） 

5℃以下の冷蔵 

65℃以上

 

○ 細菌は目で見ることができません。手洗いはもちろんのこと、食器、まな板、包丁、ふきんなどをはじめ調理器

具は洗浄消毒が必要となります。 

○ きなポイントです。買ってきた食品、調理の終わった食品は常温で長く放置しないようにしまし

○ 一般に、食品中で食中毒菌が増殖していても腐敗菌ではないので、におい・味・みかけ等に変化がなく見分けが

付かないので注意しましょう。 

○ 冷蔵・冷凍することにより細菌の増殖はおさえられますが、死滅するわけではありません。常温にもどせば活動

を始めます。 

○ 冷蔵庫でも、ゆるやかに増殖する細菌もあり、過信は禁物です。 

時間の経過は大

ょう。 

 

救急小話   

持透析患者さんである 60 歳代の女性が、「

し

ウィルス薬は最たるもので今回の塩酸バ

ラ

  三村 哲史 

 

維 意識障害・脱力・呂律不全」を主訴に救急搬送されてきま

た。初診医はコミュニケーションが取りづらいその患者さんを脳卒中症状だと疑い急いで緊急頭部単純

CT 撮影を行いました。しかし CT 上は所見がなく、血液検査上も普段のデータと著変なく困り果てて腎臓

内科医師に相談しました。相談を受けた医師が遅れて病院に到着した家人から詳しく聴取したところ、3 日

前より帯状疱疹の診断で近医より痛み止めの頓服と塩酸バラシクロビル（バルトレックス）3000mg／日

を処方されていることがわかりました。そのことから急性薬物中毒であることが判明、透析するとともに安

静にて 5 日後に無症状となったため、独歩退院していきました。 

腎不全患者さんにおいて薬物治療はいつも困る対象です。特に抗

シクロビルの常用量は 3000mg でありますが、透析患者もしくは Ccr 10mL/min の患者においては

500mg～1000mg／48 時間です。つまり体重 40kg 台の本患者においては必要量の実に 6 倍～12 倍の

薬剤が使用されたことになります。ついつい聞き逃してしまう（患者が言い忘れてしまう）既往歴にしっか

り耳を傾けることが大事だと再認識された症例でした。           

 内科



 
 

病院安全推進室  伴 信義  

 

Trinity ナースコーナーの初回を書かせていただきます。このコーナーを通じて地域医療のお役にたてればと考え

ておりますのでよろしくお願いいたします。そして、初回担当の役割で、このナースコーナーを“つむぎ”と命名

いたしました。地域医療の中で患者さん、医療機関の先生方、職員の方が共に織りなす色や柄（さまざまな情報や

思い）を“つむいで”、このコーナーをナースの目で書いてまいります。今回のテーマは、前ページの栄養管理室に

続き「食中毒」です。さて、「食中毒」で思い当たるといえば、冬場のノロウイルス感染症があります。しかし、こ

の号が発行される頃は、春から夏頃になりますので、春から夏の「食中毒」

についてお話を進めてまいります。 

そもそも「食中毒」の発生原因には、細菌性食中毒、ウイルス性食中毒、

自然毒食中毒と大きくはこの 3 つになります。その中で、細菌性食中毒は約

60%になります１）。細菌性食中毒の中には感染型と毒素型があり、感染型に

属する細菌としてはカンピロバクター、腸炎ビブリオ、サルモネラ、病原性

大腸菌などがあります。毒素型に属する細菌としては黄色ブドウ球菌、セレ

ウス菌などがあります。 カンピロバクター 

感染型に属するカンピロバクターは、100 個程度の菌でも発症し、潜伏

期間は約 2～7 日で、主な症状は下痢、腹痛、発熱、頭痛、吐き気などです。

症状は 2～5 日で回復します。続いて毒素型に属する細菌で、エンテロトキ

シンを産生する黄色ブドウ球菌があります。こちらの潜伏時間は摂食後 30

分～6 時間で、症状としては唾液の分泌が増し、悪心、吐き気、嘔吐が起こ

ります。続いて下痢、腹痛が起こります。吐気、嘔吐はブドウ球菌中毒の特

徴ですが各症状は数時間程度で治まり、ほとんどの場合 24 時間以内に回復

します。カンピロバクターには発熱、頭痛が食中毒症状にありますが、黄色

ブドウ球菌では吐気や嘔吐が中心だと考えます。続いて、潜伏期間（時間）で比べるとカンピロバクターによる発

症よりも、黄色ブドウ球菌による方が発症までの期間（時間）は短いことが分かります。 

黄色ブドウ球菌 

クリニックや施設内で患者さんや入所・通所者の方々から、ほぼ同時期に集中して下痢・嘔吐などの症状がみら

れた場合には「集団食中毒かも？」と判断し、トリアージを行うのも必要かもしれませんね。その時、下痢・嘔吐

などの症状のほかに発熱、頭痛症状などの訴えがないかを確認するとともに、食べ物を摂取した時間などを確認す

ると原因菌の探索ができると思います。また、夏場の細菌性食中毒の場合は、共通した食べ物を介して食中毒が拡

大しています。冬場のノロウイルスのような、ヒトの手を介した直接的な感染の拡大は少ないと思いますが、ケア

の中で吐物や排泄物の処理を行う必要が生じた場合には、防護具（手袋、マスク、ディスポガウン、ゴーグル）を

装着し、慌てず処理を行い、処理後は石鹸と流水で手洗いを行ってください。 

最後に、食欲の秋には毒キノコによる自然毒食中毒がありますので、ご注意ください。 

１）厚生労働省 平成２１年度食品の食中毒菌汚染実態調査の結果について 

 

お知らせ 

 地域連携ステーションでは、患者サービスの一環として、自宅近くの「かかりつけ医」の紹介・

相談業務を行なっております。患者さんに地域包括医療を理解していただき、安心して治療の継

続が行なわれるように努めていきたいと思っております。ご協力をよろしくお願いいたします。 

春日井市民病院 地域連携ステーション 室長補佐 白澤 恵 

 


