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事務局長

瀧本広男

平成 23 年４月の人事異動で、病院事務局長を拝命しました。改革期にある自治体病院の
事務局長という重責に緊張の毎日です。
今回の異動により、病院勤務は２度目となります。
病院との最初の関わりは、平成９年当時の病院建設室へ異動となり、現在の市民病院建設
に携わったことに始まります。その後、病院経理課、財政課、上下水道部へ異動し、再度市
民病院へ戻ることとなりました。
「役所生活のなかで、最も印象に残っている事業は？」と問われれば、やはり病院建設と
いうプロジェクトに関われたことだと思います。平成 10 年 11 月の秋晴れのもと、旧病院（八田町）からの引っ
越しの情景が、今でも懐かしく思われます。
ところで、自治体病院を取り巻く経営環境は、年々厳しくなっています。
当院では、こうした状況を受け、地域において必要な医療を安定的かつ継続的に提供していくため、中期経営計
画を平成 21 年３月に策定しました。この計画において、今後当院が地域において果たすべき役割を明確にすると
ともに、具体的な取り組みについて示しております。
特に医療連携につきましては、より一層の強化に努めてまいりますので、皆様のご協力を賜りますようお願い申
し上げます。

“乳癌治療についてのトピックス”
外科

古田美保

乳癌は、わが国の女性の癌罹患率第１位で、女性の 20 人に１人が罹患するといわれ、罹患率、
死亡率ともに増加傾向です。この罹患率の増加は、食生活の欧米化や肥満との関連が示唆され、実
際にアメリカでは 8 人に 1 人が罹患し社会問題となっていますが、ピンクリボンなどの啓蒙活動、
検診率の向上により、死亡率は減少傾向に転じてきています。
乳癌に対する治療や、その考え方もずいぶん変化しました。乳癌が発見された時点ではすでに全身に微小転移が
あると考え、乳癌を“全身疾患”として治療を考えるようになりました。手術に依存してきたこれまでの治療は、
局所制御と予後の指標でしかなく、予後改善のためには、早期からの全身治療が “重要な鍵”と考えるようになっ
たのです。すなわち患者の生命にかかわる転移を抑えるためには、胸筋の合併切除や、郭清範囲を広げるような手
術の拡大ではなく、ホルモン療法や化学療法、分子標的薬剤など全身治療を加えることが重要である、ということ
です。この、手術と組み合わせる補助療法としての全身治療は、腫瘍の性質や進行度から再発リスクを考慮した、
世界的、あるいは日本の治療指針（乳癌診療ガイドライン（日本乳癌学会）、ザンクトガレン・コンセンサス、ＮＣ
ＣＮ乳癌治療ガイドラインなど）を参考に決定しています。
今回は、乳癌手術の変遷と、昨年 4 月より保険収載されたセンチネルリンパ節生検についてご紹介します。乳癌
の手術で定型的乳房切除術として 100 年近く長い間標準治療とされてきたのは、1890 年代にハルステッドが提
唱した乳房、胸筋、腋窩リンパ節を全て切除するというものでした。この術式は“癌はまずリンパ節へ転移し、そ
の後全身へ広がる。所属リンパ節は癌の転移を止めるバリ
アであり、最大限の局所制御が治療成績に反映する”とい
う「ハルステッドの理論」に基づくもので、画期的に局所
再発率が減少したといわれています。しかし、1970 年
代に入りハルステッド手術への評価が一変します。“乳癌
は基底膜を破り浸潤するや否やリンパ節と全身へ転移を
起こす”という「フィッシャーの理論(乳癌全身病説)」が
提唱され、大規模無作為化比較試験が行われました。
NSABP B-04 では臨床的リンパ節転移陰性(N0)のグル
ープに対し、腋窩リンパ節郭清の予後への影響を検証し、
非郭清群は高率にリンパ節への再発を認めましたが、生存
率に影響しない、つまり腋窩郭清は生存率の改善に寄与し
ないという結果でした。リンパ節転移は、既に全身のどこ
かに癌が潜んでいることの指標であるという、「乳癌全身
病説」が証明されたのです。領域リンパ節郭清を確実に行

うために合併切除されていた胸筋が温存されるようになり（非
定型的乳房切除術）、更に 1980 年代に入ると、早期乳癌に対
しては、乳房を切除しても温存しても、生存率に差がないとい
う結果が相次いで発表され、これが乳房温存手術の普及のきっ
かけとなりました。その後 20 年経過した NSABP B-06、ミ
ラノトライアルの長期追跡結果からも生存率に有意差がない
ことが確認されました。
日本での乳癌手術は 1990 年頃より、胸筋を残す非定型的
乳房切除術が主流となり、2000 年以降には乳房温存手術が普
及し、現在では乳房切除術の割合を上回っています（図 1）。
海外に比べ大幅に遅れてスタートしたわが国でも乳房温存手
術は良好な生存率を呈し、10 年乳房内再発率については放射
線療法併用で 8.5%と許容できるものと考えられています。温
存手術の場合は原則的に、温存乳房への再発を抑える目的で放射線治療（当院では通常、計 50Gy、25 日間外来通
院で照射）を行います。さらに最近では温存乳房の整容性の追求や、また全摘後の乳房再建など患者の QOL まで
考慮した治療も検討されるようになってきています。
このように胸筋を温存、
乳房も温存と切除範囲は縮小傾向でした
が、腋窩リンパ節郭清については生存率の向上に直接寄与しないと
されてはいるものの、リンパ節転移の有無の評価と、リンパ節再発
を防ぐ局所制御を目的として標準的に行われてきました。しかし、
腋窩リンパ節郭清は腋窩リンパ節転移を認めない（N－）症例には
無用であるはずで、7 割の患者には転移がないとされ、郭清による
合併症として患側の上肢がむくむリンパ浮腫や上腕の知覚麻痺を
起こし、長期間これらの合併症に悩まされる危険性があります。腋
窩リンパ節転移を認める（N＋）症例には依然郭清は必要と考えら
れ、そのリンパ節転移の有無を診断し郭清の適応を決めることが重
要です。このような状況の中で“センチネルリンパ節（SLN：
sentinel lymph node）”という概念が見直し応用され、生検方法
が確立されてきたわけです。
SLN とは腫瘍からのリンパ流が最初に到達するリンパ節と定義され、その領域リンパ節の中で最も転移の可能性
の高いリンパ節です。センチネルリンパ節生検（SLNB；sentinel
lymph node biopsy）は色素あるいはアイソトープ（RI）などを
用いてそのリンパ節を同定、生検します。その転移の有無を病理
組織学的に診断することで、理論的には領域リンパ節全体の転移
の有無を判定することができるとされ、実際には 1990 年代に悪
性黒色腫で確立されました。乳癌についても SLN を組織学的に
検索した結果（図２）、腋窩リンパ節転移の有無とよく相関し、
SLN に転移を認めない場合、腋窩リンパ節郭清を省略できること
が示唆されました。乳癌診療ガイドライン 2008 年版（日本乳癌
学会）にも示され、さらに昨年 2010 年 4 月に保険収載された
ことにより、標準治療として一気に普及してきています。
★当院でのセンチネルリンパ節生検の実際と今後のとりくみ★
乳癌治療における入院はほとんど手術時のみで、化学療法などは通常は外来通院で行っています。手術入院期間も
短期化しており、手術前日に入院し、術後 4 日から 8 日目に退
院、よって 6 日から 10 日程度が標準的です。SLNB を行う場
合は術前日に RI を乳輪周囲の皮内、皮下に注射し、4 時間後リ
ンフォシンチグラムを撮影し、SLN への集積を確認します（図
3）。腫瘍部よりも乳頭、乳輪下に注入した方が SLN の同定率が
高く、翌日、手術開始時には、同様に色素（インジゴカルミンま
たはインドシアニングリーン）を注射し、術中ガンマプローブ（図
４）を腋窩にあて、RI の集積を音とカウントを参考に検出し、
着色されたリンパ管をたどり SLN を同定します。通常１から 3
個の SLN を同定できます。そして術中迅速病理診断で転移の有
無を評価します。SLNB の適応、アルゴリズムを図５に提示し
ました。画像診断など臨床的に転移を認める場合や SLN の同定
できない場合、またたとえ SLNB を行っても SLN 転移陽性症

例には腋窩リンパ節郭清を行うことが原則です。
当院では、昨年 1 年間に行った乳癌手術 53 例のうち、SLNB を 29 例に行い、25 例に郭清を省略できました。
長期的検討は必要ですが、症例数は増えていくものと考えられます。
一方、乳癌術後のリンパ浮腫に対する啓蒙や自己管理に対しても、外来･病棟看護師、理学療法士、医師でリンパ
浮腫対策チームを結成し、手術前後の指導や、2－3 ヶ月に 1 度の講習会の開催、また実際にリンパ浮腫を発症し
ている方にはセルフドレナージやバンデージ、スリーブの装着の指導、購入の申請（腋窩郭清後は保険適応）など
の活動をしています。コメディカルとともにチーム体制をくみ、乳癌治療だけでなく、それに伴う合併症対策を含
めた QOL を重視したサポートにも取り組んでいます。

乳腺検査紹介
～女性専任により、安心できる乳腺検査を実践～
診療放射線技師

大水裕子

乳腺検査は NPO 法人マンモグラフィ検診精度管理中央委員会・日本乳腺甲状腺超音波診断会議
（JABTS）などの講習を修了した（女性）技師４名で行っています。
月１回の乳腺外科・乳癌学会認定医との症例検討会のほか、放射線診断医・病理医を交えた術後症例検討会など
に参加し、精検施設の技師にふさわしい知識と技量を身につけるよ
う日々研鑽しています。また、数カ月に一度は当院スタッフに加え
て春日井市健康管理センターのスタッフ（乳腺外科医・診療放射線
技師・臨床検査技師を）も参加する勉強会が開催され、情報交換を
行っています。
春日井市民病院放射線技術室・乳腺検査部門では、乳腺疾患にか
かわる検査のうち、マンモグラフィ検査、乳房超音波検査を行って
います。これらの検査については上半身の脱衣が必要ですが、女
性技師専任により、安心して受診していただけます。
＜マンモグラフィ検査＞
撮影装置 ： SIEMENS 社製 MAMMOMAT 3000 NOVA
CR 読取装置 ： FCR PROFECT CS
当院では CR によるデジタル撮影を行っています。本年 5 月 1 日からは電子カルテの導入によりモニター診断に
移行しています。通常は CC・MLO の 2 方向撮影を行っており、必要に
応じてスポット撮影・拡大撮影などさまざまな撮影法にも対応しています。
担当女性技師が常駐していますので、通常診療時間内であればいつでも
撮影可能です。
＜乳房超音波検査＞
使用装置 ： 日立メディコ社製 HI VISION Preirus
１件あたり約 30 分の予約検査として行っています。精密検査として十
分な時間を確保し丁寧に検査を行っているため、主訴とは対側や同側他部
位での乳癌の発見も少なくありません。また、病変の発見にとどまること
なく、できるかぎり正確な質的及びひろがり診断を行うことを目標として
います。
使用装置はハイグレードモデルで、組織の歪みを画像化し、硬さの情報
を提供することができるので非触知乳癌や非腫瘤形成性乳癌の発見・診断
に威力を発揮しています。
＜CT・MR 検査＞
当院の乳房 MR 検査については、NPO 法人マンモグラ
フィ検診精度管理中央委員会読影認定医でもある放射線専
門医が読影しています。他疾患の診断目的の胸部（又は腹部）
CT・MR 検査においても多数の乳腺疾患を指摘しています。

リンパ浮腫の予防
外科外来看護師

長谷川弘子

リンパ浮腫の予防と注意事項について
リンパ浮腫とその症状
リンパ浮腫とは乳腺腫瘍などの手術や放射線治療の二次的な障害によってリンパ管の障害が起こり、リンパ液が流れ
にくくなることで手術側の腕や手がむくみやすくなることです。手術後や 5 年１０年以上経過して発症する場合もあ
ります。症状は ・手（腕）が腫れる ・重い感じがする ・だるい ・疲れやすい ・痛み などです。

リンパ浮腫を予防するためには
手軽にできるリンパ体操

下記の運動を１日に 10 回ほど行ってください。
肩の外回し運動 肩を耳に近づけるようゆっくり外側に回し、その後胸を広げるようにする。（図１）
腹式呼吸 お腹に手を置いて鼻から息を吸い口からゆっくり息を吐く。
手関節の運動 手首から先を上下に動かす。手は開いたパーの状態。
（図２）
ボールを握りしめる運動（図３）

（図１）

（図２）

（図３）

リンパの流れを助ける工夫
・同じ姿勢で長時間いる時は、時々腕を上げて手を握ったり開いたりする。
・寝るときは腕の下に枕を挟んで心臓より高く保つ。

日常で気をつけることは
けがの予防のために
・漂白剤など強い洗剤を使うときやガーデニングにはゴム手袋を使用しましょう。
・ペットにかまれたり、引っ掻かれたりしないようにしましょう。
・深爪はしないようにしましょう。
・腕や脇のむだな毛の処理は刃が直接当たらない電気カミソリで行いましょう。
リンパの流れを妨げない様に
・体を強く締めつける下着や洋服はなるべく避けましょう。特に強くあとの残るブラジャーは注意し
ましょう。
・手術した側の腕に、きつい指輪や腕時計はつけないようにしましょう。
・重い荷物を長時間持つ時はカートやキャスター付きのバッグを活用しましょう。
・体重は増やさないようにしましょう。
炎症・感染予防のために
・手をこまめに洗い清潔を保つようにしましょう。ケガをしたらすぐに十分洗い流しましょう。
・乾燥予防のため腕全体に保湿クリームを塗るようにしましょう。
・日焼けは炎症の始まりです。傘や帽子で紫外線対策をしましょう。
・虫刺されに気をつけましょう。アウトドアでは長袖を着て虫除けスプレーを使用するといいでしょう。
・採血や注射、血圧測定、はり灸などは手術側の腕で行わないようにしましょう。
・手術した側の腕への温湿布やカイロの使用は避けましょう。

リンパ浮腫の合併症で、最も気をつけたいのは『蜂窩織炎』です。『蜂窩織炎』とは皮膚や皮膚の下の組織
に炎症が広がった状態を言います。浮腫のある部位は弱く、傷を生じやすくなります。そこから細菌が入る
と蜂窩織炎を起こすことがあります。症状は蚊に刺されたような赤い斑点ができる、皮膚が赤くなる、３８
度以上の熱が出る、患部が熱をもつ、こんな時は速やかに医師の診察を受けましょう。

リンパ浮腫の治療
①
②
③
④

感染予防のスキンケア（皮膚を清潔にし、保湿を心がけます）
用手的リンパドレナージ（滞っているリンパの流れを誘導する療法）
圧迫（リンパドレナージで改善された腕に、弾力包帯を巻いたり、弾力圧迫衣を着用した状態です）
運動療法（圧迫したうえで運動を行うことで、リンパの流れを良くします）
ご質問などがございましたら、外科外来へお気軽にお問い合わせください。
また、市民病院外科外来でリンパ浮腫予防の講習会を定期的に行っています。当院で手
術、治療を行っていない方でも参加して頂けますのでお問い合わせください。
春日井市民病院 外科外来 ℡(0568)57-0057
* 参考 引用文献 ｢乳がん 安心！ 生活 BＯＯＫ｣有限会社 VOL－NEXT

救急小話
ビグアナイド系糖尿病剤と乳酸アシドーシス
内科

押谷

創

76 歳の女性が腹痛、脱力、呂律不全、眼が見えないことを主訴に当院に救急搬送されました。数日
前より風邪をひいており、食欲不振が続いていたようです。既往に高血圧症と糖尿病があり、近医で内
服治療されているとのことでしたが、夜間であり家族に確認しても処方内容は分からない状況でした。
頭部 CT 検査では出血なく、血液検査では腎機能障害と若干の貧血を認める以外は特に問題ありませんでした。これらの
所見から脳梗塞の可能性を考え入院手続きをしていたところ、急に状態が悪化し、動脈血液ガスを調べてみると著明な乳
酸アシドーシスを認めました。原因ははっきりしませんでしたが、救命のため緊急で血液透析を施行したところ速やかな
データ及び意識状態の改善を認めました。翌日確認したところ、処方の中にビグアナイド薬が含まれていることが判明し
ました。その後の経過は良く、1 週間程度の入院ののち独歩にて退院となりました。この方の普段の血清クレアチニン値
は 1.4mg/dl 前後で、腎障害は軽度と考えられがちですが、eGFR を計算すると約 28.8ml/min/1.73m2 となり、かな
り腎機能が悪いことが分かります。ビグアナイド薬を内服している腎機能障害のある患者が、経口摂取不良から脱水状態
となり、これが引き金となって乳酸アシドーシスとなったと推測されました。ビグアナイド薬は安価で、糖尿病治療の first
choice として使用する機会の多い薬ですが、腎機能障害があると稀ではありますが乳酸アシドーシスを引起こし得ます。
特に高齢女性など体格の小さい方の場合は、血清クレアチニン値だけではなく eGFR からも投与を検討する必要がありま
す。また、ビグアナイド薬を内服されている患者さんが、体調不良や消化器症状(乳酸アシドーシスの初期症状として多い)
を認めた場合は、予防のために減量もしくは中止することが必要です。

胸の痛み 研修医の頃です。2 時間前から胸部から上腹部かけて苦しい感じがするという 76 歳男性の患者さんが救
急車で来院されました。血圧が 180 前後で症状が持続しており、第一に心筋梗塞と狭心症を疑い、心電図検査を行いま
したが正常心電図でした。採血・胸部レントゲンでもはっきりした異常はありませんでした。本人から話をよく聞くと、
胸から背中にかけて痛みがあり、次第に痛い場所が下に移動してきたとのことでした。痛みの移動は大動脈解離によく現
れる症状です。すぐに胸部・腹部の CT 検査を行ったところ、大動脈解離を認めました。幸い症状の悪化はなく、集中治
療室に入院のうえで元気に退院されています。
胸が苦しいという訴えの頻度は高く、心電図とレントゲンで心筋梗塞や狭心症・心不全の評価が必要なほか、肺の病変
がないことも確認しなければいけません。胸が苦しくてもみぞおちのあたりを圧迫して痛む場合は、胃潰瘍を疑う必要が
あります。貧血がみられたり、便の色が黒っぽい場合、緊急で内視鏡検査が必要なときもありますのでご注意ください。
消化器科
森岡 優

部局紹介
外科
外科部長

山口竜三

日本外科学会専門医、指導医
日本消化器がん外科治療認定医
日本消化器外科学会専門医、指導医

専門分野・特色
迅速かつ正確な診断、それに基づいた過不足のない合理的治療を目指しています。当科の特徴を端的にまとめる
と（１）鏡視下手術、Intervention radiology (IVR)などによる低侵襲治療の推進、（２）進行癌症例では根治性を
優先し、拡大手術も積極的に行うこと、です。この２点は相反するように思えるかもしれませんが、市民病院であ
る以上、一般的な疾患から治療困難な超進行癌症例にいたるまで幅広く経験します。可能な限り多くの症例に臨機
応変に対応できるよう、毎日努力しております。
当科で扱う疾患は、消化器を中心に、乳腺内分泌、血管、呼吸器など幅広い臓器の、良･悪性疾患、外傷による臓
器損傷などです。さらに、昼夜を問わず救急症例も数多く経験しています。それ故、入念に術前プランを立ててか
ら行う治療のみならず、時間的猶予がなく、即行で判断し、速やかに治療を開始しなければ救命できない症例にも
しばしば遭遇します。私たちはいかなる状況においても高い水準の治療を施行すべく、スタッフ全員で考え、チー
ムとして治療に当たっています。
なお、当科は日本外科学会専門医制度修練施設、日本消化器外科学会専門医修練施設、日本がん治療認定研修施
設などのほか、さらに専門的技量を必要とする日本肝胆膵外科学会高度技能医修練施設、ステントグラフト実施施
設の認定をとっております。

検査・手術数及び治療成績(平成２2 年度）
平成 22 年の全身麻酔症例は 1000 件を上回りました。その主な内訳は、胃切除術 54 例、胃全摘術 31 例、結
腸切除術 108 例（腹腔鏡 29 例）、直腸切除 53 例（腹腔鏡 10 例）、直腸切断術 11 例、骨盤内臓全摘術 1 例、
胆嚢摘出術 142 例（腹腔鏡 111 例）、膵頭十二指腸切除術 20 例、肝切除 60 例（腹腔鏡５例）、胆道癌肝切除
6 例、乳癌手術 58 例、大動脈瘤手術 37 例（血管内治療 21 例）動脈閉塞手術 123 例（血管内治療 116 例）な
どです。また、全身麻酔を要する緊急手術は 291 例でした。

低侵襲治療を推進しています
今回は当科の一つめの特徴である低侵襲治療の推進について具体的に述べます。周知のこととは存じますが、鏡
視下手術は目覚ましい進歩を遂げています。時代の要請から当科でも鏡視下手術に力を注いでおり、多くの疾患に
適応を広げています。もともとは胆嚢内結石症の標準治療として腹腔鏡下胆嚢摘出術（ラパコレ）が 1990 年代か
らはじまり、現在は年間 110 例を超える件数を行っています。適応を厳選すれば、手術当日に帰宅する日帰りラパ
コレも可能です（別項参照）。その他、大腸、胃、肺、肝、副腎、脾の手術にも適応を拡大しています。ここで、昨
年の１症例を提示します（Fig.１）。高度肝硬変のため、肝予備能がきわめて悪い症例（ICG66%,Child-Pugh９点）
での肝細胞癌手術です。従来の開腹に
よる肝切除では侵襲が大きく、耐術性
を考慮すると手術適応から外れる症
例でしたが、腹腔鏡下肝切除が完遂で
きたため、合併症なく術後 4 日目に元
気に退院されました。
IVR は手術そのものを回避できる
治療方法です。とくに血管外科領域で
積極的に行っています。当科の動脈閉
塞や腹部大動脈瘤の手術では、先述の
如く、血管内治療の症例が多くを占め
るようになりました。ステント治療を
はじめ、IVR により多くの症例で手術
が回避でき、全身状態不良症例に対し
ても、安全に治療できるようになりま
Fig1
した。結果として治療対象となる症例
総数も増加しています。

動脈疾患以外にも、外傷による肝損
傷、脾損傷などの腹腔内出血、骨盤骨
折による後腹膜出血の緊急止血にお
いても IVR はきわめて有用です。かか
る症例においては、第一に TAE によ
る止血を試み、極力、開腹手術を回避
しております。実際、ここ数年、外傷
性肝損傷、脾損傷による出血に対する
開腹術は経験していません。ここで、
外傷性脾損傷による出血性ショック
からの救命例を提示します（Fig２）。
軽快退院までわずか 6 日でした。症例
は 21 歳の若年者であり、開腹手術を
回避できたこと、大切な脾機能を温存
できたこと、など非常に有意義な治療
と考えています。
以上、鏡視下手術や、IVR を駆使し
た低侵襲治療を中心に当科の現状を
Fig2
紹介しましたが、一方では、超進行癌、
肝胆膵手術、骨盤内手術、難治な再発癌に対する切除術など、高度な技術が要求される拡大手術を市民病院レベル
ではかなり数多く経験していることも当科の大きな特徴であります。
私たちは、このように多様な疾患、病態に対し、適切に対応できるように、毎日、研鑽を積んでおり、多くの選
択肢の中から最善の治療を選択し、提供することを志しています。

手術当日に退院する日帰り腹腔鏡下胆嚢摘出術のご紹介
仕事が忙しくて長く休められないビジネスマン、家事、子育てに手がかかり、なかなか家を空けられない主婦の
方にとってはいい適応であります。もちろん、すべての腹腔鏡下胆嚢摘出術（ラパコレ）に可能であるという訳で
はありません。当院での通常のラパコレのクリニカルパ
スは術前１日、術後 3 日の計４日の入院となっています。
したがって、当日帰宅させることは手術を行う側にとっ
てはとても神経を使うことです。一言でラパコレといっ
ても難易度はピンからキリまで、様々なのです。30 分程
度で終了することもあれば、２，３時間難航したあげく
開腹手術へ移行せざるを得ない症例もあります。難易度
を術前に予想して、安全かつ容易に施行しうると考えら
れる症例を慎重に選択します。①胆嚢炎の既往がないこと。
②MRCP などの術前胆管像で、胆管走行に大きな破格がな
いこと。③手術に影響しうる合併疾患がない、すなわち、重
篤な既往歴がないこと。④なによりも、患者さんが日帰りを
希望すること。これらの条件をすべて満たすことが日帰り手
術では必要です。さらに、当院では日帰りという慌しい業務
が滞りなく安全に遂行できるように日帰り手術センターを
設置しております。術前に患者さんとご家族に当センターに
おいて十分なインフォームドコンセントを行っております。
そして、手術当日の朝に来院し、午前 9 時に手術室に入りま
す。術後は PACU (postanesthesia care unit)で午後 8 時
まで経過を観察し、問題なければ帰宅を許可します。
第 22 回日本内視鏡外科学会において発表した日帰りラパ
コレに関するデータの一部をご紹介します。2009 年 5 月
までの日帰り症例は 143 例でうち 129 例（90.2%）が当日の帰宅が可能でした。残る 14 例は一泊以上入院し
ましたが、うち 9 例は術翌日退院されました。在院理由の多くは術後の嘔気でした。また、日常生活への復帰まで
の日数は術翌日からが 59 例、術後 2 日目からが 44 例で、合計 103 例（80%）の患者さんが術後 2 日までに日
常生活へ復帰されたことになります。
これまでは満足のいく結果であると考えていますが、さらに治療成績を向上させるため、術後の嘔気を減らす工
夫、ポートを減らす工夫など患者さんのケアの面、手術手技のさらなる向上の面からも日々努力しています。

急性胆嚢炎に対する早期腹腔鏡下治療
～早期手術で大幅な病悩期間の短縮が可能に～
外科

渡邊真哉

現在まで急性胆嚢炎の治療のタイミングについてさまざまに議論されてきました。近年、急性胆嚢炎に対する早
期手術が安全、かつ、在院日数の短縮につながるというエビデンスが示され１）、本邦の“急性胆管炎・胆嚢炎の診
療ガイドライン”においても急性胆嚢炎に対し、発症から 3 日以内の早期手術を推奨しています。当院では 2009
年 8 月までは急性期を保存的治療で乗り切り、急性炎症が消退してから手術（腹腔鏡下胆嚢摘出術）する従来の方
法で急性胆嚢炎に対する治療を行ってきました。しかし、従来のような炎症の消退を待ってからの手術では、発症
から手術までの期間が長く、病悩期間（発症から手術を行い、退院するまでの期間）が長期となり、結果的に医療
コストも高くなります。患者さんの社会生活の中断期間も長くなります。また手術においても、胆嚢周囲の繊維化
が著しく胆嚢の剥離困難が生じ、腹腔鏡での対応が困難となり開腹手術に移行する可能性が高まります。当院での
2009 年 9 月までの急性胆嚢炎症例を検討すると、発症から手術まで平均 45 日、発症から術後退院までの日数(途
中一旦退院、外科へ再入院も含む)が 51 日、入院コストは 1 症例あたり 100,798 点（消化器内科入院 58,655
点＋外科で手術入院 42,143 点）でした。また腹腔鏡から開腹への移行率は 23.2%でした。
そこで当院では 2009 年 9 月より急性胆嚢炎に対する発症 3 日以内の早期での腹腔鏡下手術を施行するように
しました。ただし来院時に 3 日以上経っていても
発症 10 日まではできるだけ速やかに手術を行う
ことにしています。早期手術の除外基準として１）
重篤な併存疾患の存在（例：心血管系疾患で抗凝
固療法中の症例）、２）総胆管結石症例（消化器内
科で内視鏡的な切石を行ってから手術になりま
す）、３）発症から 11 日以上経過した症例などを
設けています。
2010 年 11 月までの当院での急性胆嚢炎の早
期手術例は 32 例でした。急性期に手術を行うの
で胆嚢周囲は浮腫状で待機的手術より胆嚢周囲の
剥離は容易です。また出血に関しても適切な剥離
層を保てば少量の出血で済み、待機手術よりは手
術が容易な印象です。今回、早期手術 32 例と従
来の待機手術 56 例を比較してみました。開腹率
は 12.5％に減少したものの症例数が少ないため
統計学的には有意とはいえませんでした。その他
の手術成績について評価しましたが、手術時間、
合併症率、術後在院日数は早期群と待機群で統計
学的に有意差を認めず、全体の手術成績に差を認
めませんでした。しかし、発症から手術退院まで
の日数（待機群の場合、手術を待つ間の自宅待機
も含みます）が早期群では平均 7 日、待機群では
平均 51 日と明らかに差を認めました（table 1）。
またコストを比較しても早期群は待機群の約 2 分
の１で早期群のほうが優れていました（table2）。
早期手術により病悩期間の大幅な短縮と、医療コ
ストの削減が実現しました。何よりも患者さんへ
のメリットが大きいという結果でした。
今後も急性胆嚢炎に対しては積極的に早期手術を行い、患者さんの早期の社会復帰を目指したいと考えています。
そのため、侵襲の少ない腹腔鏡での手術成績の向上を志したいと考えております。
1) Gurusamy K, Samraj K, Gluud C et al. Meta-analysis of randomized controlled trials on the safety
and effectiveness of early versus delayed laparoscopic cholecystectomy for acute cholecystitis. Br J
surg 2010;97: 141-150

血管検査室のご紹介（part 2）

臨床検査技術室

真野修江

今回は下肢静脈瘤（写真 1）の検査をご紹介します。
下肢静脈瘤は静脈弁不全による静脈逆流によって発症します。最近の静脈検査は静脈造影
から無侵襲診断法に変わってきました。当院では弁不全の血管を超音波（画像 1）で同定
し、次に APG(Air prethysmography)という静脈機能検査で逆流程度や静脈圧を推定しま
す。これらのデータを基に生活指導、弾力ストッキングの着用、硬化療法、外科手術（結
紮術、ストリッピング術）を組み合わせた治療が行われます。外科的手術の前には超音波
で切開部を正確にマーキングすることで、手術侵襲を軽減することができます。術後にも
APG を行い、比較することで治療効果がわかります（図１）。血管検査担当技師は弾力ス
トッキングコンダクターの資格を取得し、適切な指導ができるようにしています。
2008 年 7 月から静脈瘤外来が設立され、診断から治療がスムースに行われるようにな
りました。当院では近日中にレーザー治療（エコー下）が開始される予定で、検査室とし
ても治療に積極的に参加していきたいと考えています。

（写真 1）

静脈逆流 (弁不全）検査

GSV

容量

弁不全肢例

健常肢

(ml)

90%VV
90%VV

VV

90%VFT
90%VFT
時間

画像1）
画像左は平静呼吸時の自然流（一方向の青色）
。

VFT：静脈充満時間

VV：静脈容量

写真２）下腿の袋で静脈の血液量の変化を測定。

画像右はバルサルバ負荷時で、弁不全のため逆流(赤色)
が起こり 、正常部では血流が止められる。

下肢挙上から立位になり（逆流率）
、１回爪先立ち
（駆出率）、10回爪先立ち（残存量→下肢静脈圧推定）
を行う。

爪先立ち

駆出率 →

Incidence of Ulceration

図 1）静脈機能評価のグラフ

And Therapeutic Guide

X 軸は逆流量の 1 秒率

0

（VFI）、Y 軸は爪先立ちに

10

32％

63％

OPE 前

20

よる筋ポンプ作用（駆出率：

R

EF％ 30
Calf

70％

EF%）

40

Pump 50

OPE 後

60

治療の効果が術前・術後で

R

70
80

比較できます。

LL 2％

90

30％

41％

グラフ内の％の数値は静脈

Normal
100
0

2

性潰瘍発症の予測値です。
5

10

REFLUX (ml/sec) VFI

（逆流の１秒率）
１秒率

20

画像診断のコーナー
今回は FNH と考えられる肝腫瘤を報告します。
健診で見つかった FNH の一例です！

放射線科

安藤啓一

【症例】30 歳代、男性。
【既往歴・家族歴】なし。
【現病歴】検診の腹部 US で，肝 S7 に 41×24mm 大の腫瘤を指摘され当院受診。
【検査所見】トランスアミナーゼに異常なし。
【超音波画像所見】肝 S7 に 41×24mm 大の腫瘤。
中心部高エコー、辺縁部低エコー。ドップラーエコーで内部に血流あり。
CT 所見： 肝 S7 表面に 3.9×3.5cm 大
の低吸収値病変を認める。造影早期に，大部
分が均一に強く増強される。中心部付近には，
索状の造影不良域を認める。門脈優位相，後
期相では洗い出され，周囲肝実質よりやや低
吸収値を示す。造影早期に認められた中心部
の索状造影不良域は，後期相で不明瞭となっ
ており，遅延性の増強効果が示唆される（図
１）。
MRI 所見： 肝 S7 の病変は，T1 強調像，
T2 強調像ともに，肝実質に近い信号を示す
（図２）。Gd-EOB-DTPA（EOB プリモビ
スト）による造影（図 3）では，造影早期に，
大部分が強く均一に増強される。後期相およ
び肝細胞相では，周囲肝実質とほぼ等信号を
示し，肝細胞由来の病変であることが示唆さ
れた。
以上の所見から，限局性結節性過形成
（focal nodular hyperplasia: FNH）を考
えた。
生検では，「肝細胞索は保たれ，細胞異型
は認めない。限局性結節性過形成の可能性は
あるが断定はできない」との結果であった。
初回 CT から半年後に CT が再検されたが，
著変なく，現在外来経過観察中である。
FNH は，限局性の血流異常に対する肝細
胞の過剰再生を成因とする過形成結節で，肝
の良性腫瘤としては血管腫に次いで多い。定
義上，非硬変肝に発生し，通常孤立性である
が時に多発する。サイズは 85%で 5cm 以
下である。本邦ではあまり男女差がないようである。臨床症状を呈することはまれで，偶然に発見されることが多
い。肝被膜下に好発する境界明瞭な病変で，一般に被膜は伴わない。中心部に放射状の線維性星芒状瘢痕（central
stellate scar）がみられるのが特徴的とされ，この瘢痕内に胆管や動静脈の分枝が存在する。
単純 CT では，瘢痕部を除いて内部はほぼ均一な等～低吸収値腫瘤であり，造影ダイナミック CT 動脈優位相で
強い濃染像がみられる。このとき中心部の瘢痕は低吸収値のままであり，診断に役立つ。平衡相では，周囲肝実質
と等吸収値を示すが，瘢痕は遅い相で次第に造影されてくる。
MRI では T1 強調像，T2 強調像とも均一で肝と同程度の信号を示すことが多い。腫瘤内に Kupffer 細胞が存在
するため，超常磁性酸化鉄製剤（superparamagnetic iron oxide: SPIO，リゾビスト）造影で取り込みが見られ
るが，その程度は様々である。Gd-EOB-DTPA 造影でも取り込まれることが多いようである。また，大きい FNH
の 2/3，小さい FNH の 1/3 では特徴的な中心瘢痕が同定できる。中心瘢痕は遅延性濃染を示し，T1 強調像は低
信号，T2 強調像は高信号で SPIO を取り込まない。
中心瘢痕や特徴的な血行動態を証明できれば診断は困難でない。これらを証明できない場合，肝細胞癌や肝細胞
腺腫との鑑別が問題となるが，SPIO や Gd-EOB-DTPA など肝特異造影剤が有用である。また，中心瘢痕を除く
と腫瘤の性状が均一であることも鑑別の一助となる。中心瘢痕を持つ腫瘍として fibrolamellar HCC が挙がるが，
通常は巨大で不均一な性状であり，また本邦ではきわめて稀である。

ちょっと豆知識
アナフィラキシーショックの話

内科

成瀬友彦

数年前、20 代の女性がショック状態にて救急室に搬送されました。聞けば鉄板焼きを食べてい
る最中に突然呼吸苦が現れショック状態になったとの事。食物アレルギーを疑い事情を聞くと、
元々“えびアレルギー”はあるが知っていたので、えびは食べていないと。その後友人たちにさら
に詳しく聞くと、隣のテーブルでえびを焼いていてその煙を吸ったことが原因らしいと分かりました。この症例の
ように、えびアレルギーでは実際食べなくてもえびの成分が少し食器に付いていたり、吸引したりするだけでもシ
ョックに陥る危険があります。この様なアナフィラキシーショックはえび以外でもハチ（日本では毎年 30 人前後
の人が死亡）
、そば、かに、ラテックスなど様々な原因で引き起こされ、即時型アレルギーに分類されます。特にラ
テックスアレルギーはラテックスが残留している天然ゴムがゴム手袋や医療用のカテーテルなどに多く使用されて
いるため、医療従事者に多くみられます。又、バナナやアボガド、キウイフルーツ、クリ等のくだものに含まれる
たんぱく質とラテックスが似かよっているため、ラテックスにアレルギーをもっている人がそれらの食物を摂取す
るとアナフィラキシーを起こすことがありますから注意が必要です。
平成 15 年からこういったアレルギーの危険が高い方に“エピペン”が処方できるようになりました。アレルギ
ーが起きた時には、エピペンの安全キャップを外して注射
器の先端を太ももの前外側に強く押し付けます【写真】す
ると、内蔵されている針が出てきて注射ができるしくみに
なっています。注射する部位は、太ももの前外側のみで、
緊急の場合は、衣服の上からでも注射できます。
いつ何時おこるか分からないアナフィラキシーショッ
ク。危険性のある人は是非このペンを携帯しておきたいも
のです。

コーヒーブレイク

蜂の話

洗濯物を取り入れる時などに蜂に刺されたことがある方は多いと思いま
すが、痛いですよね。ただ痛いだけじゃなく、驚くことに蜂に刺されて年間
30 人ぐらいの人が亡くなっています。普通に生活していれば刺されること
はないと思いますが、8 月も終わり秋の気配を感じ始めると蜂は巣が大きく
なって仲間も増え、攻撃的になってきます。8 月から 11 月位までは注意が
必要です。蜂にはミツバチ、アシナガバチ、スズメバチなどが多く見られま
すが、刺すのはメスの蜂です。ミツバチやアシナガバチは比較的おとなしく
巣などにいたずらしない限りあまり攻撃はしてきません。しかし、スズメバ
チは非常に攻撃的で注意が必要です。私も登山中に怖い経験をしたことがあ
ります。幸いにも刺されませんでしたが・・・スズメバチは攻撃対象だとみ
ると近くを飛んだり、
「カチカチ」というような音を出したりして威嚇します。威嚇行動がわかったら危険ですので
そこから離れるようにしてください。また、スズメバチは色や匂いに敏感で、匂いの強い香水も攻撃の対象になり
ます。黒は天敵のクマと同じ色なので要注意です。ですから黒い服だけでなく、頭や目も危険です。運悪く攻撃さ
れて、大声を出したり、手で振り払ったりするとさらに蜂が興奮して集団で攻撃される可能性がありますので注意
してください。できるだけ低い姿勢で静かに離れるようにしましょう。もし、運悪く刺された時は、すぐに毒を絞
り出し(口で吸い出さず、指でつねって絞り出す）、 良く水で洗って冷やします。抗ヒスタミン軟膏やステロイド
剤などを塗って下さい。通常は刺された部位に発赤、熱感、腫れなどの症状が出るだけですが、全身症状（蕁麻疹、
顔面の腫れ、吐気、嘔吐、呼吸困難、動悸等）が出たら、すぐに病院を受診して下さい。一番怖いのは アナフィラ
キシーショックです。特に一度刺されたことのある人は２度目が要注意です。（放・山添）

薬剤部 Q & A
アサコール錠を服用している患者が、人工肛門から錠剤らしきものが出てきた。どう
したらよいか？
アサコール錠はメサラジンを成分とする潰瘍性大腸炎治療薬です。成分を高分子ポリマーでコー
ティングすることでｐＨ７以上となる回腸末端から大腸全域にメサラジンを放出する製剤です。消化管運動の亢進、
腸内ｐＨの低下、激しい下痢などにより錠剤のまま出てくることがあります。通常、アサコール錠は４週間で薬効
が発現するため、上記の状況で効果が得られない場合はサラゾピリン錠等に戻したほうが良いと考えます。臨床試
験の段階でも錠剤のまま出てきた事例がありますが、該当事例では十分に薬効を発現していました。また形は錠剤
のままでも、裂け目などあれば溶出しているため問題ないと考えられます。
参考文献：メーカ学術

献血ベニロン－Ｉ5000ｍｇと献血グロベニン－Ｉ2500ｍｇは何が違うか？
献血ベニロン－Ｉはスルホ化製剤、献血グロベニン－Ｉはポリエチレングリコール（PEG)処理製剤です。スルホ
化製剤は生体内での血中半減期が比較的長くほぼ正常で、アレルギー反応は少ないのですが IgG3 サブクラスがほ
とんど検出されません。即効性に欠け、副作用として検査値異常が多いといわれています。PEG 処理製剤は免疫グ
ロブリンの構造、機能、サブクラスの組成などが生体とほぼ同じですが、PEG 自体が腎障害の原因になります。他
剤よりショック等の重症例の副作用が多いといわれています。川崎病において治療効果に大きな差はみられません。
両剤に共通の適応症は
・無又は低ガンマグロブリン血症 ・重症感染症における抗生物質との併用 ・特発性血小板減少性紫斑病
・川崎病の急性期
異なる適応症は
ベニロン I
・ギラン・バレー症候群（急性炎症性脱髄性多発根神経炎：AIDP）
・チャーグ・ストラウス症候群またはアレルギー性肉芽腫性血管炎における神経症状の改善
グロベニン I
・慢性炎症性脱髄製多発根神経炎：CIDP（多巣性運動ニューロパチーを含む）の筋力低下の改善 ・天疱瘡
ギラン・バレー症候群は感染を引き金として末梢神経髄鞘に対する自己免疫反応が開始される疾患です。軸索は保
たれ、神経症状の回復は良好です。発症後 1～2 週間は症状進行しますが、その後進行は停止し、数ヶ月の経過で
回復に向かいます。 CIDP は末梢神経髄鞘あるいは Schwann 細胞の構成成分に対する自己免疫疾患です。２ヶ月
以上にわたって進行または再燃・寛解を繰り返します。先行感染がみられない場合も多くあります。
参考文献：日本小児科学会雑誌 106 巻６号 742～746(2002 年）、添付文書

イムラン服用中は直射日光を浴びてはいけないと聞いたが、どの程度日常生活を制限すべきか？
イムランは消化器科領域では、ステロイド依存性のクローン病・潰瘍性大腸炎の治療に用いられる免疫抑制剤で
あり、その免疫抑制作用により、長波の紫外線と相乗的に作用し染色体異常を起こし皮膚がんが起こりやすくなる
のではないかと示唆されています。そのため添付文書上にも、UV カット素材の衣類の着用やサンスクリーン使用
し、日光の直接照射を避けるよう注意喚起がされています。
海外の文献には、イムランを服用していない患者の癌の発生頻度は 3.3％であるのに対し、平均 46±46.1 ヶ月
服用している患者は 8.3％と発生に上昇が見られたとするものと、イムラン服用２日～１５年の患者と服用してい
ない患者を比べたところ、癌の発症に有意な差はみられなかったとするもの等があり、見解は定まっていません。
したがって、軽く日焼け止めを塗るなどし、日常生活は制限しすぎず普段通り生活してかまわないと考えられます。
引用文献：添付文書、メーカ学術

透析患者へのミノサイクリンの最大投与量はどれくらいか？
ミノサイクリンの尿中排泄率は約４％と言われています。また、腎からの排泄はミノサイクリン塩酸塩 100mg
を中等度の腎障害患者３例(クレアチニンクリアランス 42～64.6mL/分)に２時間点滴静注を 24 時間ごとに３日
間連続投与(総投与量 300mg)したとき、血中に蓄積する傾向は認められていません。
外国人のデータではありますが、腎障害患者(クレアチニンクリアランス 5mL/分以下)にミノサイクリン塩酸塩
200mg を単回静脈内投与したとき、腎機能の低下に伴う尿中排泄率の低下が認められましたが、血中濃度半減期
は健常人の約 1.2 倍でした。また、腎障害患者の血中濃度曲線下面積は、健常人のそれと比較して有意差を認めて
いません。患者の年齢・症状などに注意しながら、健常人と同程度の量を投与してもよいと思われます。
引用文献：抗菌薬療法の考え方第２巻。インタビューフォーム。

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

図書館便り

お勧めの本を紹介します。
“ベイツ診察法”

福井次矢

井部綾子

コメント（内科

渡部啓子）

監修

インターネットの普及によって医療に関する情報は便利に入手できるようになりまし
た。さらにモバイル端末によって医療現場も変わりつつあります。しかし、時代がどん
なに変化をとげても、変わらないものがあります。それが病歴聴取と身体所見をとることです。こ
れを怠ると診療計画は大きく間違ったりすることがあります。医師生活が長くなると、時に初心に
戻らなくてはと思う時がありますが、それには最適な本です。この本は図説が多く、大変読みやすくなっています。
しかも４年ごとに改訂されて本も進化しています。休憩時間に気軽に読める１冊です。

“総合プロブレム方式～新時代の臨床医のための合理的診療形式”

栗本秀彦

著

総合プロブレム方式とは臨床医が集めた患者の基礎資料（病歴、身体所見、スクリーニング検査）
をもとに病態生理学的に分析し、プロブレムを組み立てていく診断思考法です。この本は具体例を
もとにわかりやすく解説しています。私は学生時代からプロブレムリストを作成し続けています。
作製したプロブレムリストは永久番号であり、展開されることがあっても毎回変わりません。それ
は診療所と病院のそれぞれの医師が共有できるもので医療連携に大いに利用できるものです。

東日本大震災の支援活動に参加して
看護師

太田有亮

3月11日、14時46分。太平洋三陸沖で発生した東日本大震災は、東北、関東を中心に甚大な被害をもたらしま
した。このたびの東日本大震災で被災された方々に心よりお見舞い申し上げます。
春日井市民病院では、4月26日～4月30日まで、宮城県南三陸町に、医師・看護師・薬剤師・臨床心理士・事務
員からなる７名で支援活動に向かいました。派遣活動の主な内容は、避難所である小学校の保健室に設けられた診
療所での診療業務（２４時間対応）と避難所（小学校体育館と付近の公民館）の巡回診療です。
南三陸町のライフライン状況は電気の復旧は疎らで、水道・ガスは全面不通でした。私達の入った入谷地区では、
震災直後は、入谷小学校避難所に３００人、入谷公民館避難所に１００人ほどの方が避難生活をしていましたが、
仮設住宅建設に時間がかかっており、４月３日から町外に
集団避難をされて、６分の１程度の人数になっていました。
避難所の巡回中に聞く話では、仮設住宅の全面完成が８
月までかかりそうなことなど見通しの立たないことも多く、
疲労の色が濃かったため、夜間の睡眠が確保されるように、
臨床心理士と就寝前に行うリラックス法についてパンフレ
ットを使い説明を行いました。
震災から1カ月半が経過して、若干の落ち着きは取り戻し
ているものの自宅や家族を失い、その悲しみは、はかりし
れないものがあります。その中で、被災者の方が私達に、
「遠くからも、交代で支援に来て頂いて非常に助か
る。こっちはまだまだ寒いけど皆さんも風邪などひ
かないようにしてくださいね」と大変な状況にあり
ながら私達をいたわってくれるやさしさに涙がこぼ
れ ま し た 。 ま た 、 震災で亡くなった家族や同僚のことを
想い地元の復興のために頑張ると話され、今 後 、 こ の よ
うなことが起きないように自分たちでこの事を語り
続けて行きたいというような気丈な意見も聞かれま
した。少しでも早い復興を望む限りです。
春日井市は、
「ボニター」
「安全アカデミー」「六部体制」
などボランティア体制や災害時対策について先駆的な取り
組みを行っている市でありますが、東海地震、東南海地震
対策については、病院同士の連携など整備を進めていかな
ければならない部分があります。
今回学んだ教訓を次に繋げていけるよう取り組みを考え
ていきたいと思います。

東日本大震災以降、「こころのケア」の必要性がクローズアップされて
います。震災時だけでなく、病気に罹患することにより、迷い、落ち込み、
混乱など、様々なこころの状態が現れます。時には、症状に影響が及ぶ場
合もあります。学校に、スクールカウンセラーが配置されていますが、医
療現場においても、こころの問題に取り組む職種が必要だと考えています。
トリニティの誌面で、臨床心理士が継続してコーナーを持つことになりました。今回は、病院での臨床心理士業
務についてご紹介いたします。
臨床心理士は 2 名で、リハビリテーション技術室に所属しています。院内医師の依頼による心理面接を主な仕事
としています。依頼は全科を対象としています。また、耳鳴外来、緩和ケア、糖尿病療養指導、外来化学療法セン
ターなどのチーム医療に参加しています。
耳鳴外来では、外来受診されたすべての方に臨床心理士の面接を施行しています。外来受診者全例に臨床心理士
が関わっている施設は全国的にみて、ほとんどありません。耳鳴が気になる方は、耳鳴が老化現象や難聴の前兆、
重篤な原因疾患があることによるのではないかとマイナスのイメージを持つことが多いようです。以前聞こえなか
った音が聞こえたり他人には聞こえないのに自分にだけ聞こえるようになったりすると、恐怖や苛立ち、腹立たし
さなどの特別な感情を持つことになります。一方、自動車や風の音などの音も耳に入ってき
ていますが、それは異常と意識しません。耳鳴外来では、耳鳴に注意が向き、そこから注
意を逸らすことができず、日常生活に支障が生じてしまいます。耳鳴治療では、耳鳴から
注意を逸らすという認知の変容を促すことが大切であるといわれています。認知を変容す
るお手伝いを臨床心理士の面接の中で行っています。
今後、臨床心理学に関するお話を掲載していきます。よろしくお願いいたします。
（臨床心理士 大脇真奈）

栄養管理室からの一言
病院食

～豆知識とこだわり～
栄養管理室

稲垣智恵子

入院中に食べていただく食事は、入院時食事療養に基づき治療の一環として提供して
います。医師の指示のもと管理栄養士によって管理され、個人の病状に応じた食事です。
夕食は１８時以降の提供（適時）、温かいものは温かく、冷たいものは冷たくして提供（適
温）しています。
当院は厚生労働省の定めた１回３００食以上又は１日７５０食以上を提供する調理施
設として、大量調理施設衛生管理マニュアルに基づいた食品衛生管理を遵守しています。
加熱調理食品は、中心部が７５℃１分以上の加熱をしています。野菜も全て加熱調理をし、野菜サラダなどは加熱
後に冷却して提供しおり、生の果物は薬剤で殺菌し十分な流水ですすぎ洗いを行った後に提供しています。
食材は、安定供給、低価格、そして良質、安全なものを購入するようにし、野菜については、ほぼ地元産・国産
を使用しています。（一部、外国産も使用しています。）加工食品は、着色料の少ないものや、無着色のものを提供
するようにしています。
集団給食施設ではありますが、家庭料理に近づけるよう、主菜（メイン料理）では手作りにこだわり、極力既製
品の使用を少なくしています。副菜（メイン料理以外のおかず）では、野菜を中心としたヘルシーなメニューで提
供しています。食器は家庭的な雰囲気を味わっていただくため、割れにくい陶磁器（強化磁器）を使用しています。
味付けについては、日本人の食事摂取基準 2010 年版（厚生労働省）に基づいて塩分の見直しを行いました。普
通食（一般食）では１日 10g、治療・病態上必要な制限をした食事（特別食）では１日 8g 以下（より制限を必要
とする食事では１日 6g 以下）としています。病院食は味付けが薄いとのご意見をいただきますが、薄味でも美味
しく食べていただける食事を提供できるように、調理工夫を行っていきます。
「行事食」や「嚥下や咀嚼が困難な方への食事」など病院食については、春日井市民病院ホームページの栄養管
理室でも紹介させていただいています。
日本人の食事摂取基準２０１０年度版
＜食塩相当量＞
１８歳以上
男性
９ｇ未満
女性
７．５ｇ未満

皮膚・排泄ケア認定看護師

細野

美穂子

前回から連載させていただいている「つむぎ」ですが、今回は皮膚・排泄ケア認定看護師から、在宅
療養されている方の褥瘡予防についてお話したいと思います。
当院に入院されることになった時すでに褥瘡を有しておられる方は入院患者数の２％程度です。特に自宅で生活
をしている時に褥瘡を発生した方からは、「以前から体調は良くないが最近急に動けなくなってきた。」とか「家族
で生活の援助が十分できなくなりケアマネージャーに相談し訪問看護を受けることになった。その時には褥瘡がで
きていた。」というお話を聞くことが多いです。これは状態の変化に対する対応が遅れたために発生した褥瘡と言う
ことができます。御家族が多少でも褥瘡についての知識があれば、適切な時期にアドバイがあれば、防ぐことがで
きたかもしれません。当院でも退院のとき、褥瘡予防について本人や家族にお話をさせていただくようにしていま
す。しかし退院される方すべてにできていないのが現状です。そこで、地域で在宅療養者のそばにおられる医院の
看護師、訪問看護師やヘルパー等の方々に、褥瘡予防について知っていただき、良きアドバイザーになっていただ
けたらと思います。
在宅療養者における褥瘡の有病率
2008 年に日本褥瘡学会が社団法人全国訪問看護事業協会正会員施設に登録している全国の訪問看護ステーショ
ン 2688 施設の 20％（537 施設）を対象に、褥瘡有病率と褥瘡推定発生率及び予防・管理に関する調査を行いま
した。
調査した結果によると、褥瘡有病率 7.2％、褥瘡推定発生率は 4.5％、深い褥瘡（Ⅲ度以上）が 40.9％、発生か
ら１年以上経過している褥瘡が 18.6％でした。最も褥瘡の多い部位は仙骨部（35％）次に踵部（10.1％）大転子
部（9.9％）でした。また、褥瘡の発生要因のオッズ比が高い順に栄養状態低下、ベッド上基本動作能力無し（寝た
きり状態）、病的骨突出、多汗、関節拘縮、便失禁という結果でした。
この結果から在宅における褥瘡危険因子として「栄養状態低下」「ベッド上基本動作能力なし」「病的骨突出」だ
ということがわかりました。在宅での栄養状態の改善は非常に難しいことから、まず「ベッド上基本動作能力なし」
と「病的骨突出」に対する予防管理についてお話しいたします。
在宅での褥瘡予防・管理の基本
① まず予防！
調査の結果、要介護度３以上の人にも褥瘡発生が見られることがわかりました。要介護度３、
または自立度 B ランク以上の人は、ケアプランには積極的な褥瘡予防を組み込むことが重要で
す。その場合、臥位ばかりでなく、座位時の褥瘡予防も必要です。予防対策として最も重要な
のは体圧分散用具の使用です。寝たきりの場合はマットレスの選択、車椅子に移乗できる場合においても、車椅
子用のクッション選択は必要です。調査の結果では、在宅療養環境における褥瘡の発生原因である外力に対する
ケアについて、ガイドラインで推奨されている 2 時間ごとの体位変換の実施率は 10％未満でした。現実的に 2
時間ごとの体位変換の実施は難しく、体圧分散用具の選択は褥瘡予防において非常に重要であることがわかりま
す。
② 早期発見と治療
今は動けているが、将来的に寝たきりになる可能性のある在宅療養者もいらっしゃいます。寝たきりにならな
い支援が最も重要ですが、その方の予後を考慮して、前もって看護師などから御家族やヘルパーに褥瘡予防につ
いての指導を行っておくことも大切です。在宅療養者の近くにおり、皮膚を観察する頻度が高い家族やヘルパー
が褥瘡の前兆の第一発見者となる可能性があるからです。褥瘡そのものや褥瘡へとつながる消退しない発赤を見
つけたら、すぐケアマネージャーに報告し適切なマットレスの選択や訪問看護の利用計画へとつなげることが出
来れば、褥瘡の発生は減少すると考えられます。また、褥瘡が発生した場合でも、訪問看護師による創部アセス
メントが早期に行われ、適切な処置や対策が行われることで短期間での治癒も期待できます。
夏は気温が高く汗をかきやすい季節です。オムツを使用されておられる方や、ベッド上で寝たままの方など、特
に皮膚が常に湿潤し浸軟（ふやけた）状態になります。浸軟した皮膚の摩擦係数は通常時の 5 倍になると言われて
います。こんなときはオムツ交換や体位変換のときのちょっとした摩擦で皮膚に損傷が起こりやすくなります。最
初はほんの小さな傷でもそこから褥瘡となっていくことも少なくありません。オムツ交換のときは側臥位で、オム
ツで皮膚をこすらないように交換する、体位変換のとき身体の位置をずらす時は 2 人以上で身体を持ち上げるよう
に移動する、等いろいろな工夫をすることで皮膚を守ってあげてください。
参考文献
在宅褥瘡予防・治療ガイドブック 日本褥瘡学会編 2008・8･30
スキンケアガイダンス 日本看護協会出版社 2002･9･10

お知らせ
CT 検査と MRI 検査からのお知らせ！
造影剤の問診票・同意書は不要になりました
平成 23 年 7 月 1 日から検査の簡便化をはかるために先生方からの造影剤の問診票・同意書を不要とさせて
いただきます。造影検査も単純検査と同様に診療情報提供書だけをお持ちいただければ結構です。当院の医師が
責任を持って安全な医療に努めますのでご理解とご協力をお願い致します。

化学療法センターからのお知らせ！
春日井市民病院では化学療法を受けられる患者様に対して、
『緊急時連絡カード』をお渡ししています（経
口抗がん剤のみの場合は渡していません）。この緊急時連絡カードには、緊急時の連絡先、使用中の抗がん
剤、緊急対応を要する副作用と初期症状などが記載してあります。
緊急連絡カードは、医療機関に受診した時に、治療内容や緊急性の高い副作用の初期症状を確認するこ
とができます。また、保険薬局で薬をもらう場合にも地域の保険薬局との連携を図る上でも大切な情報と
なります。ぜひ、お薬手帳とともに緊急時連絡カードを有効に利用して使用薬剤の把握にご活用ください。

（表面）

（裏面）

かかりつけ医からの紹介状をお持ちの方の受診申し込みについて！
紹介状（診療情報提供書、異常を認める検診結果票）をお持ちの方は、春日井市民病院を初め
て受診される方でも電話で診察予約ができます。
予約専用電話：☎0568-57-0048
予約受付時間：9：00～15：00
＊予約時に氏名、生年月日、受診科、紹介医療機関名、希望日時を伺います。

「

Trinity」を少しでも皆様のお役に立てる新聞にしていくために、たくさんのご意見、ご要望などをお待ちして

います。どのようなご意見でも結構ですので地域医療ステーションへお寄せ下さい。（編集部）
地域医療ステーション：TEL 0568-83-9924 FAX 0568-82-9345

