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院外画像閲覧システムの導入
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地域のみなさんが安心して生活するために救急医療の充実はとても大切なことです。
春日井市民病院では迅速な対応が求められる救急医療に対して安全を最優先して十分
な体制で行っています。これにより、平成 21 年度 8,172 台、平成 22 年度 8,980
台と尾張地区で一番多い救急車を受け入れることができました。今後も高いレベルで
の救急医療を迅速かつ安全に行っていくように努力してまいります。
春日井市民病院では救急医療の質をさらに高めるために平成 23 年 11 月 1 日から
医療画像（CT 画像、MRI 画像、超音波検査、レントゲン写真など医療画像の全て）が
院外で閲覧できるシステムを県下の基幹病院として初めて導入いたしました。当直医
師から専門医や上級医にコンサルトする際、専門医や上級医がいち早く画像を確認することで迅速な処置や手術を
行うことができるようになり、さらに救急医療の充実を図ることが可能になりました（院外画像閲覧システム）。全
診療科の上級医師が院外画像閲覧端末を所持することが理想なのですが、当面は脳卒中、交通外傷、循環器疾患、
急性腹症など早急な処置が必要で救急患者さんの受診率が高い「脳神経外科」
「外科」
「心臓血管外科」
「消化器内科」
で 365 日 24 時間体制の運用を行ってまいります。
今後も春日井市民病院では救急医療の充実を重大な課題と考え、常に努力してまいりますのでご協力をよろしく
お願い致します。

【院外画像閲覧システム概要】
① コンサルトしたい医療画像を電子カルテから院外
サーバー（クラウドサーバー）へ転送
② 当直医師は専門医、上級医へコンサルト依頼
③ 専門医、上級医はインターネットを介してモバイル
端末で院外サーバーの画像を閲覧
④ 専門医、上級医が処置、手術等の指示
⑤ 専門医、上級医が病院へ到着した時には処置や手術
の準備が整っている
厚生労働省の定める「医療情報システムの安全管理に関
するガイドライン」を遵守したネットワーク構成であり、
セキュリティーの安全性は国の基準を満たしています。
【院外画像閲覧システムのメリット】
① 専門医や上級医が病院へ到着する前に医療指示を
行うことで患者への迅速な処置を行うことができ
る。
② 処置や手術が早まる事で助かる命が増える。また、
予後が良くなり、退院後の QOL が高くなる。
③ 専門医の早い診断が可能であり画像診断がより正
確になる。
④ 専門医、上級医へのコンサルが正確かつ容易になる。
⑤ 入院患者の急変時にも結果を早く知ることができ
るため、早い指示が可能で安全性が高まる。

チーム医療を院内から地域へ

看護部長
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看護局の基本的方針の一つに「療養上の環境変化に対応できるよう一貫した看護を提供い
たします。」とあるように、地域との連携を密にしたいと考えています。
当初 7 階にあった医療連携室は、名称を “地域連携ステーション”と変更し、１階へ移
動いたしました。その理由は、病院を訪れた方々にわかりやすくし、退院された方の生活を
支える方たちとの連携に力を入れたいと考えたからです。ごく普通に地域で生活できる幸せ
を、我々はあまり考えないで生活をしています。患って初めて、「健康のありがたさ」を感
じる方が多いのではないでしょうか。
昔と違って、十分健康を回復するまでは入院できないのが現状です。国の医療政策上致し方のないことですが、
ほとんどの方が退院時不安を抱えておられると思っています。幸いにも当院ではストーマや褥瘡、糖尿病、摂食・
嚥下障害、がん性疼痛、感染管理など専門領域で活動する認定看護師を育成することができました。これらエキス
パート達を院内だけでなく、多くの地域住民のヘルスケアに関わる方々にも活用していただければと思っています。
また、参加していただける研修会も地域連携ステーション中心になって開催しております。
入院された方々に看護職員の知識や技術を提供し、退院後の生活が、これまで以上に安楽に過ごしていただける
よう、入院されたご本人、ご家族と一緒に考えてまいります。
これまで以上に医療連携の強化ができるよう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。

“膵癌発症のリスクファクター”－糖尿病を中心に－
消化器科

高田

博樹

我が国における膵癌の罹患数は2005年の財団法人がん研究振興財団の統計で24，799人であり悪性腫瘍中の第
8位となっている。また、2009年の同統計によれば膵癌の死亡数は
26，791人と第5位である（表1）。つまり統計年次は違うものの、
死亡数が罹患数を上回っているという状況から平均予後が1年以下で
あることが推察される。大変予後不良な疾患である。事実、日本膵臓
学会の集計によれば膵癌全体の5年生存率は5～10%と極めて悪い。
一方、膵癌による死亡数の推移であるが、他の多くの癌腫と同様に
全国的統計が開始されて以後、増加の一途にある（図1）
。こうしたこ
とから膵癌の治療法確立及び進歩は、癌医療の中でも急務かつ重要な
課題である。
しかし、治療成績向上の条件は治療法の進歩だけではない。どんな
疾患でも当てはまることであるが、早期発見・早期治療がまずは基本
である。近年の“けんしん”統計（ここで言う“けんしん”とは検診・
健診・人間ドック）によれば消化器超音波がん
検診で見つかる膵癌は年間約 30～70 人（発見
率 0.004～0.007%）、人間ドックで見つかる
膵癌は年間約 60～85 人（発見率は 0.002～
0.004%）である。このように“けんしん”に
おける膵癌発見率は受診者 10 万人対でおよそ
1～20 人/年であり、生命予後に重大な影響を
及ぼす疾患にもかかわらず発見率が低いためそ
の効率は必ずしも良好とはいえない。これだけ
健康への意識向上が高まり“けんしん”の取り
組みがなされている現在においても、こと膵癌
に関しては満足すべき結果には程遠いのである。
ではいかにして膵癌患者を効率よく見つけ出
すか？その答えには膵癌発症に関わるリスクフ
ァクター（危険因子）の理解がカギになる。現
在までの報告をまとめるとリスクファクターに
は表 2 のようなものがある。早期発見には無症状のこれら危険因子群を検診することが望ましいが、これら危険因
子を一つでも有する対象数は膨大であり、また先で述べた検診での検出率が極めて低いというエビデンスからは費

用対効果に問題があると思われる。特にここではリス
クファクターの中でも病院受診のきっかけとなりやす
い糖尿病に絞り、糖尿病と膵癌の関連性について記し
てみたい。
2007年度膵癌全国登録調査報告によれば、膵癌患
者のうち糖尿病既往歴を有するものは25.9％にも及
んでいたとの結果が出ている。また国内外の諸家の報
告でも、幅はあるものの糖尿病合併率は16.4~52.2%
と高値を示している。従来から糖尿病と膵癌の関連性
は指摘されてきたが、これら報告からその関連性にお
いて既に疑う余地は無いと思われる。しかしここで一
つの注意すべき点がある。それは膵癌が糖代謝異常を
きたし糖尿病を発症する場合と、糖尿病が膵癌発生・
進行の要因となっている場合に分けられることである。
それぞれの機序について挙げると（図2）前者は、膵
癌による膵管閉塞・随伴性膵炎が膵B細胞機能障害を
来 た す 説 、 膵 線 維 化 の 増 強 に 伴 い B 細 胞 が 減 少 し 耐 糖 能 異 常 を き た す 説 、 膵 癌 由 来 の 因 子 （ islet amyloid
polypeptide）が末梢での糖利用障害を起こすとの説、あるいはグリコーゲン合成が減り分解が活性化される結果高
血糖に至るとの説がある。一方後者の機序として、高血糖が膵B細胞を刺激し過剰分泌されたインスリンが細胞増殖
を促進して癌化に至るとの説や、インスリンやインスリン分泌を促す薬物を使用すると膵癌リスクが上昇するとの
報告があり、インスリン曝露が
膵癌を誘発する可能性が示唆
されている。後者のようにリス
クファクターとしての糖尿病
が存在し、膵癌の発症に至る関
連性について完全に結論が出
たわけではないが、多くの疫学
的手法により糖尿病が膵癌の
危険因子である可能性が示さ
れてきた。Silvermannらは、
10年以上の糖尿病歴を有する
ものは膵癌の相対危険度が
50％増加し罹病期間と膵癌の
相対危険度（RR）は相関する、
としている。他の諸検討でも
RRが2.1～2.89、特にインス
リン治療を必要とした症例は
RR 6.49と、それぞれかなり
の高値が示されている。わが国
でも糖尿病歴を有する男性の
膵癌相対危険度が高値であっ
たとする報告もある。また興味
ある点として糖尿病と膵癌占拠部位に関連性が見受けられるということである。日本膵臓学会膵癌登録20年間の総
括(2003)によれば、癌占拠部位を膵頭部と体尾部に分けた場合、絶対数では膵頭部の方が2.6倍多かった。しかし
占拠部位別での比率で検討してみると体尾部の方が1.4倍多いとの結果であった。一般的にランゲルハンス島B細胞
は体尾部に多いとされていることと、先の図で示した糖尿病から膵癌に至るメカニズムを考え併せれば、糖尿病は
膵体尾部癌のリスクファクターである可能性も考えられる。膵体尾部癌は解剖学的位置からエコー検査で描出しに
くく、また閉塞性黄疸を発症しにくいことより臨床的にも早期発見が一段と難しい。膵体尾部癌を早期に発見する
ためには糖尿病の存在がその重要なきっかけになりうる可能性があるのである。次に糖尿病罹病期間と膵癌の関連
性についてである。膵癌における糖尿病は随伴性の二次性糖尿病である可能性も多分にあるが、糖尿病が既に2～5
年以上先行した場合は随伴性の二次性糖尿病は否定的と考えて良いと思われる。そして2年以上の罹病期間をもつ糖
尿病では膵癌が比較的高率に認められるという報告や、長期経過観察中の糖尿病に発症した膵癌症例の報告が多数
ある。さらに糖尿病合併膵癌の発症時病期についてであるが、高度進行例が多く予後不良であるとの報告が多い。
ただし、このことについては糖尿病の膵癌リスクファクターとしての要素は単一的なものではなく、病態、罹病期
間、その他解明されていない因子での複合的関与が背景として臨床像が作り上げられるものであるとされている。
いずれにしろ糖尿病を合併していた時点で既に進行癌である可能性が高いとしても、より早期に発見することがそ
の後の治療結果に大きく関わってくることは言うまでもない。最後に、福岡赤十字病院では膵癌早期発見の試みと

して表3のごとく基準を設けてERCPを行った結果7%に膵
癌を発見したと報告している。条件を設定した上での精査結
果ではあるが、先に記した“けんしん”での膵癌発見率と比
較するとその高さは驚くべきものである。もちろん全ての医
療施設で全ての症例にERCPを実施するなど非現実的である
ため、現時点の一般日常臨床においては、先の表に示したよ
うな糖尿病を含めた複数の危険因子を有する症例で膵癌発症
も念頭においた慎重な経過観察と採血・エコーなどの定期的
検査を行うことが望ましいと思われる。
今後、より効率的に早期膵癌を発見するために、危険群を
絞り込むための検討と検査体制を確立させる更なる取り組み
を進めることが重要であると考えられる。

経皮内視鏡的胃瘻造設術について
（Percutaneous Endoscopic Gastrostomy；PEG）

消化器科

望月
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最近，脳血管障害や認知症の進行に伴うなどによる嚥下機能障害などから経口摂
取不良となった患者に対して経皮内視鏡的胃瘻造設術（以下 PEG）を行う機会が増
えています。当院においても年間約 100 例の PEG を行っており、本稿では PEG
の一般的な知識と当院の現状をお話したいと思います。
●PEG の適応と禁忌
一般的には、正常の消化管機能を有し、1 か月以上の生命予後が見込まれる成人および小児が適応となります。
【PEG の適応】
1.嚥下・摂食障害
・脳血管障害、認知症などのため、嚥下・摂食障害
がある。
・神経・筋疾患などのため、摂食不能または困難
・頭部・顔面外傷のため摂食困難
・咽喉頭、食道、胃噴門部狭窄
2.繰り返す誤嚥性肺炎
・摂食できるが誤嚥を繰り返す。
・経鼻胃管留置に伴う誤嚥
3.炎症性腸疾患
・長期経腸栄養を必要とする炎症性腸疾患、特にク
ローン病患者
4.減圧治療
・幽門狭窄、上部小腸閉塞
【PEG の禁忌】
1.絶対的禁忌
・通常の内視鏡検査の絶対禁忌
・内視鏡が通過不可能な咽頭・食道狭窄
・胃前壁を腹壁に近接できない
・補正できない出血傾向
・消化管閉塞（減圧ドレナージ目的以外の場合）
2.相対的禁忌
大量の腹水貯留、極度の肥満、著明な肝腫大、胃の
腫瘍性病変や急性胃粘膜病変、横隔膜ヘルニア、門脈
圧亢進、腹膜透析、がん性腹膜炎、全身状態不良、生
命予後不良、胃手術既往、妊娠、説明と同意が得られ
ない、などが挙げられます。

●PEG の造設手技
当院では、全例 X 線透視下で行っているため、放射線透視室で施行しています。
麻酔は内視鏡を挿入するため、咽頭の噴霧式局所麻酔と腹部穿刺部の局所麻酔です。症例に応じて鎮痛・鎮静剤
を併用しています。手術時間はおよそ 10～15 分です。
造設方法は①Pull 法 ②Push 法 ③Introducer 法の 3 種類があります。
当院では、ほとんどの症例で Pull 法（図１）によって造設していますが、自己抜去の危険性が高い症例や癌性狭
窄などにより通常のスコープが通過しないような症例では、経鼻内視鏡を使用し、Introducer 変法（セルジンガー
PEG キットまたは Direct イディアル PEG キット）で造設しています。
●PEG の偶発症
・造設に伴う偶発症…誤穿刺（肝臓や横行結腸など）、出血、食道損傷など
・造設後の偶発症…カテーテルの自己抜去・事故抜去、瘻孔周囲炎・周囲壊死・皮膚潰瘍など、特に瘻孔形成以前
の自己抜去は汎発性腹膜炎発症の危険性があるため、これを予防する目的で腹帯を着用しています。
●経腸栄養が開始されるまで
当院では PEG 目的で入院される方はもちろんのこと、誤嚥性肺炎や脳血管疾患などで入院中に PEG が必要にな
った方に対しても、クリニカルパスを導入しています。これにより医療やケアの標準化、業務の効率化を図ってい
ます。手術日を含め 3 日間は感染予防のため抗生物質を投与します。術翌日、穿刺部の状態に問題がなければ、術
後 2 日目より白湯を注入し、内服薬も粉砕して再開しています。術後 3 日目には経腸栄養を開始しますが、患者の
状態に応じて経腸栄養の注入量や投与スピードを調整しています。
●胃瘻カテーテルの種類、交換
胃瘻カテーテルには、胃内部の形状からバンパー型とバルン型、外部の形状からチューブタイプとボタンタイプ
（図 2）当院では，造設時にはバンパー型チューブタイプ
に分かれ、これらの組み合わせで 4 種類に分類されます。
です。（図 2 右下）
カテーテルは毎日使用するものなので、当然劣化が生じてきます。またチューブ内に栄養剤がこびりつき、細菌
の感染も引き起こすため、定期的な交換が必要です。交換時期の目安は、バンパー型が 4～6 ヶ月毎、バルン型が
1～2 か月毎が目安です。バルン型については耐久性が弱いためカテーテルに問題が生じれば、随時交換が必要です。
胃瘻造設後、初回の交換は、瘻孔
が安定する 4 か月以上経過した
頃をお勧めいたします。当院では、
交換が比較的容易なバルン型チ
ューブタイプ（図 2 右上）のカ
テーテルに交換していますが、患
者や介護者の希望に応じて，バン
パー型ボタンタイプ（図 2 左下）
などへの交換も可能です。胃瘻カ
テーテルの腹腔内誤挿入を防止
するため、透視下で交換を行い、
交換後に造影剤を注入し、カテー
テル先端が胃内にあることを確
認しています。
また医療連携室を通じて胃瘻
チューブ交換の予約が可能にな
っています。当院で造設、交換す
るカテーテル径は 20Fr となっ
ていますが、他サイズの交換が必
要な場合も相談に応じますので、
予約の際に伝えてください。
●おわりに
消化管が使用でき、栄養補充の期間が長期に及ぶ場合、PEG は開腹手術による胃瘻造設術より低侵襲で、静脈栄
養や経鼻胃管による栄養より優れた方法であることは明らかです。高齢化社会を背景として、今後 PEG を行う機会
はさらに増えていくと思われます。医学的・倫理的適応や社会的側面を加味し、より安全で、患者・家族に喜んで
いただける PEG を目指していきたいと考えています。

部局紹介
消化器科
部長

祖父江

聡

日本消化器病学会専門医
日本消化器内視鏡学会専門医
日本肝臓学会専門医
日本がん治療認定医機構認定医
名古屋市立大学医学部臨床准教授

専門分野・特色
当科は消化管（食道、胃、十二指腸、小腸、大腸）および肝臓、膵臓、胆道系（胆嚢、胆管）疾患を対象に、伊
藤和幸副院長，以下常勤医 11 名、看護師、コメディカルとともに、全力をあげ診断・治療に取り組んでおります。
最新医療や低侵襲医療の提供はもちろんのことでありますが、
「常に患者さんを自分の家族と考えて行動しろ」をモ
ットーに、誇りをもってプロとしての医療を提供することを心がけています。救急に対しては 365 日、24 時間待
機制をとり、消化管出血、急性胆嚢炎・胆管炎など消化器急性症に対応しております。また当院は日本消化器病学
会認定施設、日本消化器内視鏡学会指導施設、日本肝臓学会認定施設の認定を受けております。

実績(平成２2 年度入院患者 1,905 名）
消化管出血 189 例、炎症性腸疾患 25 例、食道癌 24 例、胃癌 128 例、大腸癌 99 例、急性肝炎 22 例、慢性
肝炎 57 例、肝硬変 255 例、肝臓癌 216 例、総胆管結石 131 例、胆石・胆嚢炎 31 例、胆道癌 34 例、急性膵
炎 51 例、慢性膵炎 15 例、膵臓癌 70 例

当院は「肝疾患専門医療機関」として、“肝炎ネットワーク”を推進しています
平成21年より慢性肝疾患のフォローアップについて、当院の肝臓・消化器専門医とかかりつけ医との2人の主治
医でフォローするというシステム、
“肝炎ネットワーク”を進めておりますが、かかりつけ医の先生方から手続きが
やや煩雑で分かりにくいとご指摘をいただき、今回新しく簡潔明瞭な肝炎ネットワークを構築いたしました（肝炎
ネットワーク検査・診療予約のしかたを参照）
。
また発見された肝癌に対しても積極的に治療を行っております。経皮的ラジオ波焼灼療法、肝動脈化学塞栓療法
のほか、久留米大学より技術移入した大動脈留置型特殊リザーバーシステム（system-I）を用いて肝臓にやさしい
。
肝癌治療を行っております（図１）
（肝臓 49 (11) , 512-519, 2008、第 44 回日本肝臓学会総会パネルディスカッション,2008）

緊急内視鏡検査・・・消化管出血、総胆管結石・胆管炎など
吐血、下血の患者さんに対しては緊急内視鏡検査を行い、出血の原因と出血源を診断し、同時に止血治療を行い
ます。内視鏡的止血術でも止血できない場合は、緊急 IVR（血管内治療）や外科医との連携により手術をおこなう
など万全の体制を整えています。平成22年度に緊急内視鏡的止血術を行った件数は189件で、手術に至った症例は
ありませんでした。また学会、雑誌へも情報を発信しています。
（消化器内視鏡 22: 1402-1407, 2010、第 19 回 JDDW2011 パネルディスカッションなど）

内視鏡的粘膜下組織剥離術（ＥＳＤ）、粘膜切除術（ＥＭＲ）
早期胃癌、食道表在癌についても、今までは開腹・開胸
手術を行っていたような症例も、低侵襲治療である内視鏡
的切除を積極的に行っています。
早期胃癌で ESD 治療を受けていただいた場合、入院期
間は通常10日間となっております。
平成22年度では ESD25例、EMR13例でした。

ESD の症例紹介（図２）
77 歳女性．
胃がん検診にて異常を指摘され来院
【上部下部内視鏡所見】
幽門前庭部小彎の 0-IIa と幽門前庭部大彎の胃腺腫
【病理所見】
幽門前庭部小彎の 0-IIa
Well differentiated adenocarcinoma
M ly(-) v(-) HM0 VM0
幽門前庭部大彎の胃腺腫
Adenoma with moderate atypia
【ESD】
幽門前庭部約３/４周の切除
DSD の３か月後には切除による潰瘍は完全に消失していた。

“消化管の暗黒大陸”の診断・治療
平成19年よりダブルバルーン小腸内視鏡を、平成21年からカプセル内視鏡を導入し、長い間“消化管の暗黒大
陸”と言われていた小腸に対しても積極的な診断、治療を行っております。

カプセル内視鏡とダブルバルーン内視鏡の症例紹介
85 歳男性．
【入院時所見】
タール便、高度貧血 Hb 5.6g/dl にて来院
【上部下部内視鏡所見】
胃カメラ、大腸カメラにて異常なし
【カプセル内視鏡所見】
第 9 病日にカプセル内視鏡検査施行．カプセル内服後
2 時間 30 分の空腸に数ミリ大の発赤と同部位からの活
動性の出血を認めた（黄矢印）。（図３）

【ダブルバルーン小腸内視鏡】
翌日行ったダブルバルーン内視鏡検査では空腸に数
ミリ大の斑状発赤を認め，angioectasia と診断。APC
で焼灼治療を行った。（図４）

以上のほか、消化器癌の化学療法、炎症性腸疾患の診
断治療、内視鏡的ステント留置術、PEG 造設など消化
器科に関するあらゆる疾患につき対応しております。
患者さんとその家族のために暖 かい安全な医療を提
供できるようさらに努力していく所存であります。今後
ともよろしくお願いいたします。

症例紹介
～脾内嚢胞を形成した自己免疫性膵炎の一例～
消化器科

加藤晃久

【患者】68 歳 男性
【主訴】左季肋部膨満感
【既往歴】60 歳時より痛風
【飲酒歴】 機会飲酒程度
【現病歴】左季肋部膨満感が出現し来院、腹部 CT 検査上膵尾部に嚢胞を認めたため、膵炎及び仮性膵嚢胞の疑い
で当科へ紹介となった。
【現症】身長 170cm 体重 51.3kg 体温 36.7℃ 腹部は平坦で軟、圧痛は認めない。唾液腺は触知せず。
【血液検査成績】肝胆道系酵素正常、AMY 142 IU/l、Lipase 81 U/l、Tripsin 681 ng/ml、γ-globulin 2.05g/dl、
IgG 2123 mg/dl (IgG4 694 mg/dl )、ANA 80 倍、
抗 DNA 抗体 3.4IU/m、腫瘍マーカー正常
【画像所見】腹部 CT(図 1)：膵頭体部に異常は認めず、
膵尾部は腫大し早期相で僅かに造影不良で、 遅延相で
は造影増強を認めた。また辺縁に被膜様構造を認め、 腫
大部に一致して脾静脈は閉塞していた。最尾側には長径
10mm、20mm 大の嚢胞を２つ認めた。
ERCP(図 2):十二指腸乳頭からの造影では体部主膵管ま
でしか造影されなかった。
以上の所見より、明らかな狭細像を認めなかったが、
膵体部主膵管までしか造影されなかったことが異常所
見であり、相対的に膵尾部主膵管は狭細していると判断
した。更にそのことによる膵液の流出不全によって膵尾
部ひいては脾内へ貯留性嚢胞が形成されたものと考え、
膵尾部に限局した自己免疫性膵炎と貯留性嚢胞と診断した。病勢は弱いも
のと考え、ステロイド投与せず経過観察とした。しかし半年後より膵尾部
の嚢胞が脾内に急速に増大したため、ステロイド 30mg/day 投与を開始し
た。それでも嚢胞は拡大し続け、更に 2 ヵ月後には長径 8cm 大となった。
その際の CT(図 3)では脾内に嚢胞の拡大を認めるが、膵尾部の腫大は改善
を示し、また被膜様構造は消失していた。嚢胞破裂の危険があり経乳頭的
または経消化管的ドレナージを考慮したが、嚢胞が膵最尾部に存在し、側
副血行路の発達が著明であったためいずれも困難と判断し外科的切除術(膵
体尾部脾合併切除術)を選択した。
摘出臓器造影では膵尾部主膵管から嚢胞が造影され、脾内で広がっている
ことが確認された。病理組織学的検査所見;膵実質は腺房の萎縮と線維化を
来たし、膵管周囲にリンパ球、形質細胞を主体とする著明な炎症細胞浸潤
および線維化を認めた。 IgG4 免疫染色では IgG4 陽性形質細胞を多数認
め た 。 こ れ ら の 組 織 像 は 、 lymphoplasmacytic sclerosing
pancreatitis(LPSP)の所見に相当するものであり、自己免疫性膵炎の病
理組織像として矛盾しなかった。
術後経過は良好であり、少量のステロイド維持療法にて再燃なく現在も外
来通院加療中である。
自己免疫性膵炎は、その発症に自己免疫機序の関与が推測される慢性膵炎
である。中高年の男性に多く、びまん性の膵腫大や主膵管狭細像を呈し、
高γ-globulin 血症、高 IgG(IgG4)血症や自己抗体の存在などが特徴とさ
れ、その疾患概念は比較的新しいものである。治療はステロイド治療が奏
功することが特徴であるが、ステロイド治療の適応および投与法について
確立されたものは現時点ではない。本症例は病変が尾部に限局し自覚症状
も軽微であったことや、他臓器に随伴する自己免疫疾患を認めなかったこ
とから病勢は弱いものと考えステロイド投与せず経過観察としたところ、
その後脾内に嚢胞が急速に増大し、ステロイド投与を開始したが嚢胞は拡
大し続け、膵体尾部脾合併切除術に至った。この症例の経過を踏まえ今後、
限局性自己免疫性膵炎の早期ステロイド投与の適応を検討する必要があると考える。

画像診断のコーナー
若年女性の原発不明の扁平上皮癌の症例です。
放射線科
【症例】２０歳代、女性。
【家族歴】母親 卵巣癌で死去。
【現病歴】6 月中旬、近医より
卵巣腫瘍にて紹介された。不正
出血を認めた。腹痛なし。
【検査所見】
7 月 15 日
CEA 303 CA125 198.9
7 月 25 日
CEA 241 CA125 300
SCC 3.9
8 月 14 日
CA125 930 SCC 7.8
【画像所見】
MRI(6 月 24 日)：≪図１≫
CT(7 月 4 日)：≪図２≫
GIF(7 月 5 日)：萎縮性胃炎、胃
びらん
CF（7 月 6 日）：異常なし
【経過】
7 月 4 日に施行した膣細胞診に
て扁平上皮癌が検出され、原発
不明の扁平上皮癌の全身多発転
移が疑われた。発見時ステージ
４のため、手術適応はなく化学療法を 1 クール施行
したが 8 月中旬全身状態の悪化により死去された。
【考察】
手術及び病理解剖は施行していないため、最終診断
は出ていません。画像診断からは原発と考えられる
病変は左卵巣の悪性腫瘍の可能性が疑われましたの
で、考察させていただきます。
卵巣成熟奇形腫は卵細胞の単為生殖により発生する
ものと考えられおり、腫瘍は外胚葉、中胚葉、内胚
葉成分からなる。そのため、悪性転化ではさまざま
な組織型を発生すると考えられている。卵巣成熟奇
形腫の悪性転化は 1-2％の頻度で認められ、その
70-80%は扁平上皮癌への悪性転化と言われてい
る。その他の悪性転化例には腺癌、カルチノイド、
癌肉腫などが報告されている。悪性転化例の平均年
齢は 50 歳代と報告されているが、20-40 代の患
者の報告も認められる。悪性転化の術前診断におい
て血中腫瘍マーカーの有用性が示されており、SCC、
CA19-9、CEA の有効性が報告されている。成熟
奇形腫の悪性転化例において扁平上皮癌の 5 年生存
率は 15％、腺癌や肉腫では 5 年生存率は 0％と報
告されている。
成熟奇形腫の悪性転化の画像所見の特徴として
① 造影される充実部分が広く認められることがあ
る
② 複数の壁在結節の形態で認められる場合がある
③ 充実部分は dynamic study で早期から比較的強

富田

均

く造影される
④ 壁外や周囲臓器への浸潤傾向が強い
などが挙げられる。
10 代の悪性転化症例の報告もあり、成熟奇形腫であっても増大傾向があったり、充実部分が明瞭で大きい場合は手
術を考慮する必要がある。腫瘍マーカーが高値の場合、悪性転化の可能性を考える必要がある。
【コメント】
今回、若年女性の原発不明の扁平上皮癌の症例を報告しました。MRI、CT の画像診断では悪性腫瘍の転移巣が多数
の部位に存在することは診断でき、原発巣が左卵巣ではないかと推察することは可能でした。残念ながら病状が進
行しており確定診断には至りませんでした。
当院では１日に約 120 から 180 件程度の画像を読影しておりますが、頭痛、めまい、胸痛、腹痛等の症状の患者
さんの画像をみても画像診断だけでは確定診断にはたどりつけない症例もたくさんあります。
医療連携で画像検査を依頼される際には、詳しい現病歴、症状等を記載していただきたいと思います。また、読影
結果や検査方法等でご不明な点、ご不満な点があれば、読影を担当した放射線科医あるいは当院読影室までご連絡
いただければ、ご返答いたしますので、よろしくお願いいたします。
（富田）

救急小話
全身倦怠感・腎機能低下にて紹介された患者さん
内科

杉山

豊

開業医の先生からのご紹介で、腎機能低下の患者さんが当院を受診されました。
高血圧症で定期受診されている 70 代前半の女性が、ここ 1 カ月ほど食欲不振・全身倦怠感が続き、血液検査を
してみると腎機能が悪化されているとのことでした。
当院にて血液検査を実施してみると、確かに紹介状で指摘されているように Cre 値が上昇していました。さらに
気になる結果が…Ca 値が 12.8mg/dl と上昇していたのです。
Ca 値が約 12mg/dl を超えてくると、倦怠感や消化器症状が出現し、腎障害が進行することもあるとされていま
す。これは原発性副甲状腺機能亢進症か悪性腫瘍か、はたまた結核かと頭を悩ませつつ、再度患者さんに最近変わ
ったことはなかったかと問診を進めました。
すると、実は腰痛で整形外科を受診し、骨粗鬆症の治療としてビタミン D 製剤を処方されたとのことでした。内
科の薬ではないのでかかりつけの先生には伝えていなかったとのことでした。その後、ビタミン D 製剤を中止する
と、数日後には自覚症状は改善し、血液検査も正常に改善されました。
ビタミン D 製剤は処方される頻度も高く、今回のようなケースも何例か経験しています。
また、一般採血では必ずしも測定されていない Ca 値の重要さを再確認させられました。
カルシウムは血漿カルシウム濃度が 12mg/dL 以上となると精神症状が発現し、18mg/dL 以上の場合は死に至
ることがあります。
高齢化や、骨粗鬆症等の健康に関する情報が氾濫するなか、健康食品を用いてビタミン D を摂取する方もたくさ
んいらっしゃいます。健康食品の中には１粒あたり 100μg もビタミン D を含有している商品もあります。またカ
ルシウムも同時に摂取する方も少なくないと思われます。ビタミンＤは濃厚流動食や経管栄養剤にも含まれていま
す。通常では問題はあまり起こりませんが、外国では牛乳や綜合ビタミン剤との併用等で高カルシウム血症を発症
した例が報告されています。高カルシウム血症をおこす医薬品は、今回のビタミンＤ（活性型）が代表的な医薬品
でそれほど多くはありません。活性型ビタミンＤは外用として尋常性乾癬の治療にも用いられます。内服薬だけで
なく外用薬も注意が必要です。本例のように「おや？」と思ったら、血清カルシウムも検査するのも一方法かも知
れません。
今回の様な受診者の情報を簡単に知るために、以前から診察券にＩＣチップを利用することで過去や現在の診療
行為を確認したり、また、最近では厚生労働省等が「どこでもＭｙ病院」構想を発表するなど、情報の共有を目的
にいろんな手段が検討されてきました。しかしインフラ整備や標準化等、未だ多くの問題が山積しています。
手っ取り早く対応するために「お薬手帳の活用」が良いのではないでしょうか。東日本大震災でも多くの患者さ
んがお薬手帳を持っていたため、慢性疾患で治療中の方の薬を診療録が無いにもかかわらず服用を継続できた事が
たくさん報告されています。日本薬剤師会、日本病院薬剤師会はお薬手帳の使用を啓発しています。
是非、先生方も患者さんに尋ねていただければと思います。

薬と薬の相互作用

その１

吸収と分布
薬剤部

坂田

洋

薬物の体内動態は吸収、分布、代謝、排泄の段階から成ると考えられており、薬物
動態学的相互作用 (英:Pharmacokinetic Drug Interaction) とは、これらの過程に
影響を及ぼし作用部位における薬物濃度の変化を生じさせる形式の相互作用です。
今回はこの４つの段階のうち、吸収過程と分布過程についてまとめました。
（１）吸収過程
吸収とは血中に薬物が取り込まれる過程を指しており、小腸を始め、胃や大腸、皮膚、目、鼻等において発生し
ます。
①小腸の酵素あるいは P-糖タンパク質を介した相互作用
小腸上皮には薬物代謝酵素シトクロム P450(CYP)の一種である CYP3A4 が発現しています。CYP3A4 は基
質となる薬剤が非常に多く、ある種の薬剤あるいは食物が CYP3A4 の活性を変化させることで相互作用が生じる
ことが知られており、代表的なものとしてグレープフルーツジュースが挙げられます。グレープフルーツの中には
フラノクマリン類と呼ばれる化合物が含まれており、これが小腸上皮の CYP3A4 の機能を阻害します。CYP3A4
の基質としてはカルシウム拮抗薬や免疫抑制剤であるシクロスポリン、ベンゾジアゼピン系睡眠薬であるトリアゾ
ラムなどが挙げられます。CYP3A4 阻害によりこれらの基質薬物の血中移行量は増大し、作用の増強や副作用が生
じる原因となる可能性があります。グレープフルーツジュースによる CYP3A4 阻害作用は長時間にわたって示さ
れるので、これらの基質薬物内服中はグレープフルーツジュースの摂取を避けなければなりません。
また、小腸には P-糖タンパク質と呼ばれる輸送タンパク質が存在しています。これは小腸に限定して発現してい
るものではなく、血液脳関門や腎尿細管、癌細胞などにも見られます。小腸の P-糖タンパク質は一度吸収された薬
物を小腸側に排出する役割を有し、P-糖タンパク質の阻害により血中の基質薬物濃度は上昇する事になります。P糖タンパク質の基質薬物としてシクロスポリンや強心薬のジゴキシンがりますが、前述したグレープフルーツジュ
ースは CYP3A4 のみならず P-糖タンパク質の機能をも阻害する事が知られています。一方リファンピシンやセン
ト・ジョーンズ・ワートは P-糖タンパク質の発現を誘導します。
②金属イオンとの相互作用
金属イオン、特にアルミニウム、鉄、マグネシウム、カルシウム等の多価陽イオンはある種の薬物と化学的な結
合をすることにより難溶性の複合体をつくることがあります。これらの金属イオンは酸化マグネシウムや貧血の治
療に用いられる鉄剤、牛乳などに含まれており、ニューキノロン系あるいはテトラサイクリン系抗菌薬などと結合
して両者の薬効低下を招きます。これらの薬物を併用する必要がある時には先に吸収阻害を受ける薬物を内服し、
その後 2-4 時間経過してから金属含有製剤を内服すると効果的であるとされています。
③吸着剤による薬効低下
コレスチラミンなどの陰イオン交換樹脂や活性炭は消化管中において他の薬物を吸着し、その吸収を妨げること
があります。特に活性炭はほとんどの薬物を吸着してしまうため、基本的に他の薬剤との同時併用を避ける必要が
あります。
④胃内容排出速度の変化
薬物の吸収には胃内容排出速度(GER)が影響します。一般に食事により GER は減少し、それにより薬物の酸分解
が促進されて吸収低下につながるものがあります。その例として、酸に不安定なエリスロマイシン、リファンピシ
ンがあります。これらの分解は腸溶性の製剤にすることで防ぐことが可能です。逆にリボフラビンなど小腸上部の
トランスポーターによって吸収を受けるものは、徐々に薬物が吸収部位に到達することで、吸収の飽和を間逃れ、
吸収の増加につながります。また抗コリン作動薬も GER を減少させます。
反対に、ドパミン受容体拮抗薬であるメトクロプラミドは蠕動運動を促進するため、GER を増大させます。アセ
トアミノフェンやアスピリンはその影響で吸収が促進されます。
⑤その他
H2 受容体拮抗薬などの使用時に胃内ｐH が変化することで、薬物の溶解度に影響を与え、吸収が変化します。
また、抗生物質の併用で、腸内細菌に変化をきたし、腸内細菌によって分解を受ける薬物の吸収に影響をもたら
します。

＜薬剤例＞
医薬品
・テトラサイクリン系抗菌
ミノマイシン他
・フェニトイン
金属を含有する製剤。特にアルミニ
アレビアチン
ウム、マグネシウム、鉄等
・キノロン系抗菌薬
クラビット、アベロックス他
・セフジニル
セフゾン
・薬用炭
ほとんど全ての医薬品
クレメジン
・コレスチミド
ワルファリン、テトラサイクリン
コレバイン
、甲状腺剤、ジギタリス等
H2 受容体拮抗薬等胃内 pH を上昇
アゾール系抗真菌薬
させる医薬品
・テトラサイクリン
ミノマイシン
・シクロスポリン
・ニフェジピン
アダラート
・トリアゾラム
ハルシオン
シクロスポリン
ジゴキシン

機序他

消化管内で不溶性の複合体を形成し、テト
ラサイクリンの吸収が著しく低下する。
服用する時間を数時間ずらすことで対応
可能。

吸着され吸収を低下させる。
ワルファリン等の吸収低下と腸管循環抑
制による。
医薬品の溶解度低下による吸収率の低下

ジゴキシン

ジゴキシンが腸管内最近による分解をう
けなく なり吸収量が増大し血中濃度の上
昇を来すことがある。

グレープフルーツジュース

小腸上皮の CYP3A を阻害し、代謝を遅
延させるため、血中濃度が上昇する。

グレープフルーツジュース

P-糖タンパク質の機能を阻害し、血中濃度
を上昇させる。

＜症例＞
逆流性食道炎患者Ａに対し、経鼻管から水酸化マグネシウム/アルミニウム懸濁液（マーロックス）を２時間ごと
に 30mL 投与していた。７日目になって尿検査により緑膿菌が検出されたため、ニューキノロン系抗菌剤ノルフ
ロキサシンの投与を 12 時間ごと 400mg ずつで開始した。３日経過しても 39 度の発熱が続き、９～10 日目の
尿検査からも緑膿菌が検出された。10 日目の血液検査では緑膿菌陽性であり、治癒の兆しは認められなかった。
この症例では、投薬をスムーズに行うため錠剤を制酸剤と混ぜ
て、経鼻管から投薬していたことが判明した。
＜対応＞
両剤の服用時間を２時間前後ずらすことで、相互作用が回避で
きます。右の図はニューキノロン剤の服用時間を 0 として、制酸
剤を前後にずらして服用した際のバイオアベイラビリティの変化
を示しています。キノロンを服用後２時間後に制酸剤を服用する
ことで、吸収阻害をかなり防ぐことができることがわかります。

（２）分布過程
分布過程に影響を与える因子として血中タンパク質との結合があります。タンパク質との結合自体は特に異常な
ことではなく、酸性薬物はアルブミンに、塩基性薬物はα-酸性糖タンパク質に結合します。アルブミン上には薬物
結合部位が存在し、Site1(ワルファリンサイト)、Site2(ジアゼパムサイト)、Site3(ジギトキシンサイト)がありま
す。これらの部位にはそれぞれ複数種の薬物が結合しうるため、同一部位に結合する薬物、特にタンパク質との結
合率が高い薬物同士を併用した際に競合が起こり、しばしば問題となることがあります。薬物のタンパク質結合率
が変動し、タンパク質と結合していない遊離型薬物が増加すると、遊離型と結合型の内、薬効を示すのは遊離型で
あり、遊離型の増加は薬効にも変化をもたらします。
＜症例＞
ワルファリン 2.5mg を週に５日間、5mg を週に２日間服用していた患者に、フェニトイン 300mg/日の併用
を開始したところ、ワルファリン投与を 2.5mg/日に減量したにもかかわらず、１ヶ月のうちに、安定していた
PT が約 21 秒から 32 秒にまで延長した。フェニトインを中止すると併用前の処方で PT をコントロールできた。
次回は、相互作用のメカニズムの中で、最も重要な代謝の過程と排泄の過程についてお伝えします。
参考文献
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アリセプトＤ錠はピペリジン誘導体をもつ医薬品に過敏症で禁忌となっているが、ピ
ペリジン誘導体をもつ医薬品にはどんなものがあるか。
ハロペリドール、ブロムペリドール、リスペリドン、ジピリダモール、ベニジピン、ピルメノ
ール塩酸塩、フレカイニド酢酸塩、アルガトロパン、イフェンプロジル酒石酸塩、ロキサチジン酢酸エステル塩酸
塩、フェンタニルクエン酸塩、イリノテカン塩酸塩、エバスチン、エペリゾン、ケトチフェンフマル酸塩、シプロ
ヘプタジン塩酸塩、ドンペリドン、ナジフロキサシン、レボカバスチン塩酸塩、ロペラミド塩酸塩等、約３００種
類ほどあります。
参考文献：エーザイＨＰ

ツベルクリン反応とＢ型肝炎ワクチンを同時接種しても良いか。
同時接種可能です。
麻しんワクチン等の生ワクチン接種後、１ヵ月以内はツベルクリン反応が弱められるため、その間の使用は避け
る必要があると考えられますが、不活化ワクチンとツベルクリン反応検査は特に相互作用はないとされています。
なお、ツベルクリン反応検査が陰性であったときに、BCGワクチンを接種する場合、BCGワクチンワクチンは生ワ
参考文献：添付文書、メーカーＨＰ
クチンであるため、他のワクチンとの接種間隔に注意が必要です。

５歳の男児がゴキジェットプロを両眼に噴射された。毒性と対処法を知りたい。
ゴキジェットプロの有効成分はイミプロトリンで、経口でのLD50（ラット）で2400～4500mg/kg、経皮で
のLD50（ラット）で2000mg/kg以上となっています。
ゴキジェットプロにはイミプロトリンを.65mg/300mL/本を含んでおり、他に灯油やジメチルエーテルが含ま
れていますが、今回のように曝露量も少ないため、充血や発赤などの症状がなければ洗浄を行い、対症療法でよい
と考えられます。
参考文献：メーカーＨＰ

ビオスリー配合錠は牛乳アレルギーの患者に使用できるか。
牛乳アレルギーは食物アレルギーの一種で、牛乳などに含まれるカゼイン、乳清タンパク（α、β－ラクトグロ
ブリンなど）をアレルゲンとします。
皮膚、消化器、呼吸器など複数の臓器で症状を呈し、なかでも急性の紅斑、蕁麻疹、下痢などの症状がよくみら
れます。乳児に多く発症し、加齢とともに症状は軽くなります。乳糖不耐症とは異なります。また、牛由来の乳糖
を使用した製品も牛乳アレルギー患者には禁忌となります。
カゼインを含む医薬品としては、アミノレバンＥＮ配合散、エンシュアリキッド、ラコールNF配合経腸用液、タ
ンナルビン等が該当します。また、牛乳由来の乳糖を使用しているソル・メドロール注についても注意が必要です。
ビオスリー配合錠は、旧版売名のビオスリー錠の頃はカゼインが含まれていましたが、現在のものには含まれてい
ません。

腸閉塞の患者に対し、サンドスタチン注射液を使用するタイミングと効果判定時期について知りたい。
サンドスタチンは進行・再発癌患者の消化管閉塞に伴う、嘔気・嘔吐の改善に用いられます。手術適応がない場
合、第一選択として使用が可能です。
添付文書上では、効果判定時期は投与開始７日程度とされていますが、投与１～２日で効果が発現するため３日
程度を目安に嘔気・嘔吐・腹痛などの状況を見極めて、持続投与を判断してかまいません。

がん性悪臭に用いるメトロニダゾール軟膏について知りたい。
皮膚潰瘍を伴うがんでは、嫌気性菌感染や組織の壊死過程により産生する代謝産物により悪臭を発することがあ
ります。このため、院内製剤としてメトロニダゾール内服やクリンダマイシン注射を用いた治療が行われますが、
これら薬剤を院内製剤として外用剤として投与されることがあります。また、海外では製剤化され市販されている
国もあります。
メトロニダゾールは国内では１％前後の濃度の軟膏を調製している施設が多くみられます。基材はプロピレング
リコール、親水軟膏、マクロゴール４００、ワセリン、マクロゴール軟膏等を混合して用いられています。症状に
よりリドカインが加えられる場合もあります。効果は平均５日程度であらわれます。現在、市販化に向けた協議が
行われています。

薬剤部では多くの情報を発信していきたいと考えています。そこで「Drug Information」というコーナー
つくりました。楽しんで読んで頂ければ幸いです。お薬に関するお問い合わせに常時対応しております。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

安全に、かつ安心して受けることができる抗がん剤治療
一般社団法人日本医療薬学会がん専門薬剤師

前田

剛司

春日井市民病院は、２０１０年がん専門薬剤師研修施設の認定を受け、がん専門薬剤師の養成に
必要な研修を実施しています。また、研修終了後に認定される日本医療薬学会がん専門薬剤師は、
医療法上広告ができる専門性の資格として、抗がん剤治療の現場で活躍しています。以下に、がん
専門薬剤師およびがん専門薬剤師研修施設の概要、目的、当院での取り組みについてご紹介します。
一般社団法人日本医療薬学会がん専門薬剤師およびがん専門薬剤師研修施設について
一般社団法人日本医療薬学会のがん専門薬剤師認定制度は、がん領域の薬物療法等に一定水準以上の実力を有し、
医療現場において活躍しうる「がん専門薬剤師」を養成する目的で、2009 年 11 月に発足しました。併せて、が
ん専門薬剤師の養成に必要な研修を実施するための「がん専門薬剤師研修施設」ならびに指導者資格である「がん
指導薬剤師」を認定しています。2011 年 1 月現在、全国で 145 名ががん専門薬剤師として認定されています。
一方、がん専門薬剤師研修施設は 2011 年 6 月現在、全国で 254 施設が施設認定を受けています。
がん専門薬剤師認定制度の目的
高度化するがん医療の進歩に伴い、薬剤師の専門性を活かしたより良質かつ安全な医療を提供するという社会的
要請の応えるため、がん薬物療法等について高度な知識・技術と臨床経験を備える薬剤師を養成し、国民の医療・
健康・福祉に貢献することを目的として、がん専門薬剤師認定制度が始まりました。
医療法上広告ができる専門性資格です
がん専門薬剤師資格は、平成 19 年厚生労働省告示第 108 号に基づく医療法上広告が可能な専門性に関する資格
として、平成 22 年 5 月 14 日付で、薬剤師としては唯一医療法上広告が可能な専門性に関する資格として認めら
れました。社会一般に向けて広告でき、病院・診療所の街頭設置看板や新聞・雑誌など一般の方が目にする媒体で
の広告も可能となりました。
がん専門薬剤師の取り組み
薬剤師の役割を理解し、医師、看護師、その他の医療従事者と良好な意思疎通を図り、医療チームに参画してい
ます。医薬品情報、薬物動態、薬物相互作用、副作用、支持療法などにも積極的に対応しています。また、患者さ
んに対する責任がありますから、医療安全面での役割は一層重要と考え、抗がん剤の誤投与による事故が起きるこ
とがないように、安全で安心な抗がん剤治療が受けられる診療体制に貢献したいと考えます。
外来化学療法センターは、平成 19 年 3 月 1 日から専任の医師、看護師、薬剤師を配置して開設し、安全性や快
適さを備えた治療が受けられるようになりました。当センターではがん患者の皆様が入院しないで、自宅での生活
や仕事を続けながら外来通院で抗がん剤治療を安全に、かつ安心して受けることができます。
施設概要は診察室、薬品管理室、
処置室を有し、点滴時は電動式リ
クライニングチェアやベッドを
使用して長時間リラックスした
環境で点滴を受けることができ
ます。平成２３年８月現在、呼吸
器がん、乳がん、消化器がん、泌
尿器科領域がん、整形外科疾患
(関節リウマチ)、消化器科疾患
（クローン病）、婦人科領域がん、
頭頸部領域がんなどを対象とし
て治療を行っています。診察室に
隣接して抗がん剤調製室（安全キ
ャビネット内でのミキシング）が
あり、医師による診察後に抗がん
剤の調製を開始することで、投与
量の変更などにも迅速に対応が
できるようになっています。表１
は平成１９ 年度以降の外来で化
学療法を受けた患者数と抗がん

剤の調製数です。平成２２年度では、年間約３０００名の患者の皆様が外来化学療法センターを利用して、約４５
００件の抗がん剤を調製しています。表１からもわかるように患者数と抗がん剤の調製数は年々増加していますし、
今後も増加傾向を示すことが予想されます。

痛みの閾 値
私が、臨床心理士として仕事を続けているのは、ある患者
さんとの出会いがあったからだと思っています。20 代後半の
女性、A さん。肝臓がんでした。その当時は告知には消極的
で、家族の希望もあり、彼女には、病名も余命も話をされて
いませんでした。臨床心理士になりたての私に、そんな A さ
んへの面接依頼がきました。
A さんは、かなりの量のモルヒネを点滴内に投与されていました。
体は小さく、少女のようでした。意識は朦朧としていましたが、常
に痛みを訴えていました。私には何ができるかわからず、A さんの
病室を訪問することで精一杯でした。病室には A さんの妹さんが持
ってきた雑誌が数冊ありました。一緒に、コラージュを作ろうとい
うことになり、コラージュを作りながら話をしました。妹さんも一
緒にコラージュを作成することもありました。コラージュを作成す
る中で、彼女の心の中に変化が起こり、コラージュも変化しました。
痛みは服薬でコントロールすることができるようになり、一旦退院
されました。退院して数カ月、自宅でおだやかに暮らしていらっし
ゃいました。
国際疼痛学会は痛みを次のように定義しています。痛みとは、
「実
初回のコラージュ
質的又は潜在的な組織損傷と結びつく、あるいはそのような損傷を
表す言葉を使って述べられる不快な感覚・情動体験」である。痛み
は、生物学的な要因に加え、患者さんの認知、感情、社会学的要因な
どの複数の要因が密接に関与して生じる多次元的な症状であると言え
ます。多次元的な要因があるため、
『痛みの閾値』があると言われてい
ます。このため、人によって痛みの体験が違います。また、様々な要
因で『痛みの閾値』は変化します。
A さんが最初に、朦朧とした意識の中で、私に話してくれたことは、
「誰も私を信じてくれない」ということでした。私は、ただ A さんの
言うことを信じることに努めました。また、それしか私にはできませ
んでした。コラージュを作成するという体験の中で、A さんは、ご自
退院前のコラージュ
分の力で『痛みの閾値』を変化させ、痛みをコントロールできるよう
になったと思っています。
（臨床心理士 大脇真奈）

がん性疼痛看護認定看護師

森本優子

がん性疼痛情報

厚生労働省人口動態統計によりますと、年間 34 万 4,105 人（2009 年、独立行政法人 国立
がん研究センターによるデータ）の方ががんにより亡くなっており、日本人の 3 人に１人ががん
で死亡しているとも言われています。また、高齢によりがん発症リスクが上がることから、今後、
超高齢社会を迎える日本にとっては、益々がん罹患者数も増加すると考えられ、がん医療の充実が
求められます。
患者さんはがんに罹患すると、診断初期から様々な症状（痛み・食欲不振・嘔気・倦怠感・腹部の張り・呼吸困
難など）を体験することになり、中でも「がん性疼痛」は患者さんの QOL を最も低下させる因子の一つです。痛
みは病期にかかわらず出現します。終末期になると約 70％の患者さんが主症状として痛みを体験し、中でも持続痛
が大半を占め、複数の痛みを抱えていると言われます。
「痛み」は、
「実質的または潜在的な組織損傷に結びつく、あるいはそのような損傷を表す言葉を使って述べられ
る不快な感覚・情動体験である」と定義されます。すなわち「痛み」は極めて主観的な体験であり、患者さんと同
じ感覚・体験を味わうことは不可能です。それ故、有痛患者さんの QOL を良好に維持させるためには、患者さん
の体験する「がん性疼痛」を正しく理解しアセスメントすることが、疼痛コントロールを良好に行う第一歩になり
ます。
がんの組織浸潤に伴うがん性疼痛の病態を、侵害受容性疼痛（体性痛・内臓痛）、神経障害性疼痛に大別し、その
病態に応じた薬物療法とその副作用対策を行う上でのアセスメント方法として、以下の情報を整理する必要があり
ます。
痛みの特性
痛みの部位・性質・強さ・経過・持続時間・パターン
痛みによる影響

痛みの増悪因子・緩和因子・日常生活への影響・現在行っている治療の反応

鎮痛薬関連

今までの鎮痛薬使用経験や副作用・痛みや鎮痛薬に対する認識・鎮痛薬への抵抗感
鎮痛薬の効果と副作用・レスキュー・ドーズの効果と副作用
医学的評価
身体所見・神経学的所見・既往歴・投薬歴・診断的検査・CT・MR・骨シンチ・PET
血液検査・腫瘍マーカー
しかし、がん性疼痛は身体的痛みの評価のみでは除痛を図ることは困難であり、痛みを全人的苦痛（Total Pain）
として捉え、アプローチしていく事が大切になります。
身体的苦痛：治療に伴う症状・痛み・日常生活動作への支障など
精神的苦痛：不安・苛立ち・孤独・恐れ・怒り・うつ・悲しみなど
社会的苦痛：仕事・経済・家庭・役割喪失・人間関係など
スピリチュアルな苦痛：価値体系の変化・人生の意味・苦しみの意味など
この４つの要因は複雑に絡み合い、痛みを増強させます。この Total Pain
へのアプローチはがん性疼痛緩和であり、緩和ケアの介入でもあります。
緩和ケアは「生命を脅かす疾患による問題に直面している患者とその家族
に対して、痛みやその他の身体的問題、心理社会的問題、スピリチュアルな
問題を早期に発見し、的確なアセスメントと対処（治療・処置）を行うこと
によって、苦しみを予防し、和らげることで、QOL（クオリティ・オブ・ラ
イフ）を改善するアプローチである」と定義されています。疼痛緩和も緩和
ケアも、患者とその家族にとって、できる限り良好な QOL（生活の質）を実
現させることが目標なのです。
2007 年にがん対策基本法に基づき、がん対策推進基本計画が
策定されました。全体目標として、
「がんによる死亡者の減少
（20％）」「全てのがん患者・家族の苦痛の軽減・療養生活の質
の向上」が掲げられています。緩和ケアに関する施策としては、
「10 年以内に、すべてのがん診療に携わる医師が研修等により、
緩和ケアについての基本的な知識を習得すること」とし、治療の
初期段階から緩和ケアの充実を図ることがそのポイントとして
取り上げられています。
当院でも、9 月 10 日（土）
・11 日（日）の 2 日間にわたり、
緩和ケア研修会を行いました。緩和ケアを必要としている患者さ
んとその家族に対して、病棟・外来・在宅といった療養の場の違

いを超えて、継続的に緩和ケアが提供できるよう学習を深め、システムとして普及させていくことが重要であると
考えております。
緩和ケアは決して終末期医療ではありません。診断の早期から出現している疼痛などの身体的症状を緩和し、少
しでも安楽に治療を継続していただくことや、その人らしく生き抜く事をサポートする医療です。切れ目のない緩
和ケアを目指して、皆様とともに患者さん・ご家族を支援していきたいと思っております。
参考文献：がん疼痛の薬物療法に関するガイドライン 特定非営利活動法人
最新緩和医療 がん治療レクチャー 総合医学者 2011

日本緩和医療学会

栄養管理室からの一言

2010

高齢者の栄養について

当院へ入院されている方の約半数が 70 歳以上であり、高齢者の栄養状態を維
持及び改善することは、疾病の回復を早め在院日数の短縮に繋がると考えられま
す。
入院により、病棟看護師が主観的包括的評価（SGA）をして、栄養管理計画書
を作成して、栄養状態を評価します。管理栄養士は、栄養状態が中等度・高度栄
養不良と評価された方に食事調査を実施しています。希望される食事の形態や嗜
好を聞き取り、できる限りその方に合った食事を提供するように努めています。
当院では医師を始めとした多職種（看護師、管理栄養士、薬剤師、臨床検査技師、言語聴覚士など）による、栄
養サポートチーム（NST）があります。NST は栄養状態の低下した方に適切な栄養管理が行われるよう支援するこ
とを目的とするチームです。このチームによる回診も実施しています。
平成 22 年度は NST 回診者の 73.8％が 70 歳以上の方でした。また、入院時評価や入院後評価においても、当
院が低栄養状態と評価する Alb2.9g/dL 以下の方が 65％でした。栄養状態を改善するために、嚥下咀嚼困難者に
は、副菜の形態を変えてトロミを付けたり、食思不振の方には、食べやすいメニューに変更したりしています。ま
た、喫食量が少ない方には栄養素バランスのとれた補助食品の提供もしています。経口摂取ができない方には、適
した経腸栄養や静脈栄養について提案をしています。
入院時に低栄養によるリスクを減らすためには、入院前の食生活で次のようなことが大切だと考えます。
１
２
３
４
５
６
７

欠食をしない
食事の時間を規則正しく
家族や仲間とワイワイと
主食を忘れずに
主菜をしっかり
牛乳・乳製品を毎日
咀嚼・嚥下機能にあった食べ方を

高齢者（70 歳以上）の推定エネルギー必要量は次の通りです。
（日本人の食事摂取基準〔2010 年度版〕より抜粋）
男性

女性

身体活動レベル
Ⅰ
Ⅱ
Ⅰ
Ⅱ
エネルギー（kcal/日）
1,850
2,200
1,450
1,700
※食事摂取基準の対象は「健康な個人または集団」
Ⅰ 生活の大部分が座位で、静的な活動が中心の場合
Ⅱ 座位中心の仕事だが職場内での移動や立位での作業・接客あるいは通勤・買い物・家事、軽いスポーツ等のい
ずれかを含む場合

図書館便り
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時まで、土日祝日8時30分から19時までと
なっています。お気軽にご利用ください。

放射線被ばくと活性酸素

放射線技術室

山添

智

医療や原子力の分野での放射線はＸ線・α線・β線・γ線・中性子線・
重粒子線などですが、体に吸収されると、それが放射線の障害となりま
す。よく報道で放射線の単位としてベクレル(Bq)やシーベルト(Sv)とい
う言葉を耳にすると思いますが、これはベクレル(Bq)が放射線を出す能
力（放射能）、シーベルト(Sv)が放射線によってどれだけ体に影響があ
るかを表しています。電球で例えると光を出す能力を表すカンデラ(cd)
がベクレル(Bq)、明るさを表わすルクス(lx)がシーベルト(Sv)というこ
とになります。例えばホウレンソウ 1kg にヨウ素 131 が 2000 ベク
レル（Bq）ある場合、これに放射性核種に対する実効線量係数を用い
てベクレルをシーベルトに換算すると 44 μSv/kg となります。人間
は地面や食物、太陽などから自然に毎日被曝していますが、地域によっ
ては大地から受ける年間自然放射線量は違います。イランには日本の約
24 倍にもなる所があります。また、空からの宇宙線は高度によって変
化するため、飛行機でハワイへ一回行くと胸部レントゲン写真一回分の
被曝を受けることになります。人が日ごろ口にする水や食物にも極微量の放射性核種が含まれているために、年間
ほぼ 2９0μSv 常に体内被曝しています。食品の種類によって放射性物質の量は異なりますが、当然、毎日食べて
も問題になる量ではありません。
放射線の身体への影響は被曝した当人に現れる身体的影響と被曝した人の子孫に現れる遺伝的影響に分けられま
すが、現在の状況で一番皆さんが心配するのはガンや遺伝的
影響ではないでしょうか。一般的には一度に 0.1Sv を超える
量を被曝するとガンになる危険性が高まると言われています
が、これ以下ではガンにならないと考えられています。また、
この量は全身が一度に受けた場合であり、体の一部であった
り、同じ量でも何回かに分けた場合は障害が軽くなります。
それでは放射線はどのようにして体へ影響を及ぼすのでしょ
う？簡単に言えば、放射線を受けることで活性酸素が増加す
るからです。活性酸素は体を酸化させる物質の中で一番攻撃
的な物質で細胞や DNA を攻撃して壊します。激しいスポー
ツなどでも活性酸素は多く発生するため激しい運動をやって
いる人はやってない人より短命だといわれています。なぜ、
このような怖い物質が体で発生してしまうのでしょうか？鉄
が錆びるように酸素に触れたものは必ず酸化します。酸素で
栄養分を分解してエネルギーを得ている私達には避けられないものなのです。呼吸によって体内に取り入れられた
酸素は、エネルギーを作り出す代謝の過程で極めて不安定な状態になります。この時の酸素は大変酸化力が強く、
これが活性酸素と呼ばれるのです。これが細胞を傷つけて、ガンや心筋梗塞、脳卒中、糖尿病などの生活習慣病を
引き起こします。シミ、シワの原因となったり、老化のスピードを早めたりもしています。しかし、活性酸素は極
めて重要な働きもしています。一つが殺菌や解毒作用です。体内に細菌やウイルスが侵入してくると免疫細胞は活
性酸素を作り出し、その強い殺菌力で病原体や有害物質を退治してくれます。このように活性酸素は有益な物質と
もなりますが、過剰になれば今度は恐ろしい物質となるのです。放射線以外にも活性酸素が
増加する原因があります。
●激しいスポーツ、肉体的にきつい仕事
●体内に病原菌が侵入してとき。
●タバコ、車の排気ガスなどの吸引
●大量の紫外線を浴びたとき。
●体内に食品添加物、洗剤、農薬、医薬品などの化学物質が入ったとき。
●飲酒、ストレス
などですが、現在の社会には避けられないものばかりです。しかし、怖い話ばかりではありません。当然、守って
くれる物質も存在します。それが体にもともと備わっている抗酸化物質です。これがあるからこそ健康に生活して
いけるのです。抗酸化物質で有名なのは「スーパーオキサイドジスムターゼ」「コエンザイムＱ10」ですが、年齢
と共に少なくなります。したがって、抗酸化物質を効率良く摂取することが大切です。抗酸化ビタミン、フラボノ
イド、カロテノイドのほとんどは、普段食べている野菜や果物に含まれていますので、いろいろな野菜を食べてい
れば不足はしません。しかし、外食などが多い人は注意が必要です。意識してビタミンＣとＥを積極的に取る様に
してください。
参考

原子力安全研究所 HP、放射線医学総合研究所 HP、1988 年国連科学委員会報告

コーヒーブレイク

ちょっと気が早いですが・・・お正月

一年は早いもので、もうすぐ12月に入り、忙しい年の瀬が迫ってきます。そろそろ新しい年を迎える準備に入っ
ている方も多いのではないでしょうか？年賀状の作成も楽しいものです。
正月とは「年神」様を迎える行事のことです。年神様は豊作を願う神様と家族を見守る神様が合わさったもので
すが、正月の飾りや食べ物には年神様を迎え、家族が元気に一年を暮らせるようにそれぞれに意味が込められてい
ます。「おせち」とは節供の料理のことで、年神様へ供える料理を意味します。黒豆・数の子・れんこんなど、健
康・豊作・子孫繁栄などの縁起物でつくられています。この料理が一般家庭に広まった背景には毎日忙しい主婦が
正月だけは台所から離れることができるからだと言われています。しかし、最近は元旦からどこのお
店も営業しているので作らなくなった家庭も多いのではないでしょうか？でも、縁起ものだけに正月
ぐらいは味わいたいものです。正月を過ぎると「七草粥」
があります。美味しいものが続きますね。七草粥は 1 月
7 日に食べますが、七草にはすごい効能があります。
この七草というのは、春の七草で
① せり：効能／消化を助ける。神経痛、リウマチによい。
② なずな（ぺんぺん草）：効能／視力回復・動脈硬化によい。
③ ごぎょう（おぎょう・ははこ草）：効能／咳、解熱によい。
④ はこべら（はこべ）
：効能／排尿に効果あり。
⑤ ほとけのざ（たびらこ）：効能／歯痛を緩和。
⑥ すずな（かぶら）：効能／しもやけ。消化促進。
⑦ すずしろ（大根）：効能／咳止め。胃をいたわる。神経痛に効く。
です。それでは、なぜ七草粥を食べるのでしょう。その理由は大きく三
つあります。一つは正月で食べすぎた胃腸を回復するため、二つは七草に邪気を払うと力があるといわれおり、七
草を食べる事で、その年は無病息災でいられる、三つは正月料理に無い青菜をいただくことで、ビタミンを多くと
ることができる、というものです。このことから、毎年 1 月 7 日が七草粥の日になりました。作り方も簡単です。
お米を研いで鍋に入れます。そして、お米の約 5 倍の量の水（米１合に水を約 900～1000ml）を入れて 30 分
ほど吸水させます。七草は刻んでおきますが、青臭みが強いので苦手な方は刻む前に
少し茹でておきます。弱火で炊き、粥が出来上がったら刻んである七草を加え、塩で
味を調えて完成します。安上がりなので給料前のピンチの時などにもいいですね。
七草を食べる事でお正月のご馳走で疲れている胃腸を休め、不足しがちなビタミンを
補給できます。昔の人の知恵はすごいですね。それではみなさん、よいお年をお迎え
ください。少し童心に帰り、凧上げや羽根つき、駒回しに興じるのも楽しいかもしれ
ません。美味しいものを頂き、正月を楽しむのもいいですね。でも、正月太りにはな
らないように、くれぐれも食べすぎには注意してください。

医療連携のご利用について
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。紹介していただくに当たり、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
〒486 春日井市鷹来町1-1-1
書でもかまいませんが、当院で作成
TEL 0568-57-0057(代表) FAX 0568-57-0067
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
ホームページ http://www.hospital.kasugai.aichi.jp/
携マニュアルをコピーして使用し
救急外来受付 TEL 0568-57-0057 FAX 0568-85-1123
ていただ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
人工透析室 TEL 0568-57-0093
す。医療連携マニュアルや各種書式
放射線科受付 TEL 0568-57-0058
は春日井市民病院のホームページ
地域連携ステーション TEL 0568-83-9924 FAX 0568-82-9345
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
インターネット予約 https://www.hospital.kasugai.aichi.jp/byoshin/
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
電話予約（地域連携ステーション TEL 0568-83-9924）
ていますので、検査当日に先生方の
平日 午前8時30分～ 午後8時
診察も可能となります（冠動脈CT
土曜日 午前9時～ 午後1時
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
※救急外来の受付は24時間対応しています。
にて受け付けております。

