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　旧年中は医療連携について何かとお世話になりました。皆様方の御協力もありまして紹介

率・逆紹介率ともに順調に推移しており、当院の目標とする地域医療支援病院承認に向けても

う少しの所まで来ております。医療連携室長として御礼申し上げます。

　さて、私の専門分野は糖尿病・内分泌ですので、糖尿病の医療連携についてお話したいと思

います。日本の糖尿病患者の数は年々増加しております。厚生労働省の統計資料によれば、私が当院に赴任した平

成９年には推計690万人でしたが10年後の平成19年には890万人となり、40歳以上の有病率は男性で19.4%、

女性で10.2%となっております。春日井市の人口は平成23年４月の時点で307,718人、40歳以上の人口が

163,218人ですので、春日井市内には恐らく２万人以上の糖尿病の方がいることになります。

　春日井市内で働く（常勤）日本糖尿病学会専門医は９名（うち当院４名）と周辺の自治体（名古屋市を除く）に比し多

いのですが、専門医がすべてをカバーしようというのは現実的ではありません。糖尿病は“４疾患５事業”の中に

入っている疾患で、愛知県の発表した尾張北部医療圏の医療計画にも地域全体で役割分担を行い、糖尿病医療シス

テムを構築するように示されていますが、なかなか理想的なシステムを構築するまでには至っていません。

　当院は春日井地域の基幹病院であり、糖尿病療養システムの中核を担う責任があると考えております。糖尿病の

医療連携の中で糖尿病専門医の役割は、①糖尿病患者の診断・初期評価・初期教育、②糖尿病慢性合併症の評価・

治療、③急性合併症（糖尿病性昏睡）などシックデーへの対応、④インスリン治療導入などの専門治療と考えます。

従来からこれらを行うための教育・検査・治療入院を行ってきてはおりましたが、近年の社会情勢の悪化などで、

入院による医療を患者さんに提案してもそれに同意していただくことが難しくなってまいりました。また、外来に

目を向けますと、当科外来には非常に多くの糖尿病の方が通院されておられますが、一般外来の受診予約枠には限

界があり、残念ながら“数時間待ちで３分診療”“２～３か月に１回の受診”となっており、十分な治療がなされ

ているとは言えない状況でありました。

　この様な状況を改善すべく、血糖コントロール不良でインスリン治療が必要であるが入院できないという方に対

して外来でインスリン治療導入を行う“インスリン導入外来”を平成19年２月に開設し、さらに外来通院の方に

糖尿病教育入院で行われる糖尿病教室を受けていただくように教育プログラムの組み替えを行い、よりゆとりのあ

る療養環境を提供するために平成21年から糖尿病センターをスタートさせました。

　糖尿病センターを通じて患者さんに糖尿病医療を提供するスタッフは、日本糖尿病療養指導士21名・日本看護

協会糖尿病看護認定看護師１名（平成23年12月時点）であります。また、比較的血糖コントロールが安定かつ良好

な方には近隣の診療所での治療をお勧めし、逆紹介を促進いたしております。この様な取組みを行うことで、紹介

患者さんの待ち時間の短縮やゆとりある診療が実現しつつあり、先生方からの要望に少し応えることができるよう

になりました（主たる依頼内容が“糖尿病”でしたら、できる限り糖尿病センターへご紹介願います。一般外来に

比べ明らかに待ち時間は短縮されております）。

　さて、当院2012年の目標ですが、糖尿病地域連携クリニカルパスシステムの構築と地域の糖尿病療養指導ス

タッフ向けの研修会の開催を考えております。糖尿病地域連携クリニカルパスは地域の糖尿病診療・療養指導の標

準化のために必要であり、糖尿病地域連携クリニカルパスを実際に運用するためには地域の糖尿病療養指導スタッ

フの研修等スキルアップが必須と考えます。今後も春日井地区の糖尿病療養環境の更なるレベルアップの力となり

たいと考えておりますので、何卒よろしくお願いいたします。

医務局長　佐々木　洋光
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　日本神経学会准教育施設として、良質で高水準の神経内科診療の提供、優秀な神経内科医の育成に取り組んでい

ます。電子カルテが導入されたので、入院患者について、電子カルテを閲覧しながら、スタッフ一同で検討を行

なっています。部長回診を週２回行い、問題症例を検討して、可及的に適切な診断、治療を行っています。また、

他の診療科との連携も積極的に行っています。さらに、剖検症例にかかわる臨床病理検討会を行い、疾患の病態や

診療上の問題点などを検討しています。臨床治験や他大学との共同研究も可能な限り、行なっています。最近の成

果として、下記のような業績があります。

１．Detection of new anti-neutral glycosphingolipids antibodies and their effects on Trk 

neurotrophin receptors. FEBS Letters 2006;580:4991-4995.（藤田保健衛生大学武藤多津郎教授との

共同研究；辺縁系脳炎を呈する再発性多発軟骨炎患者血清にて、新規の抗中性糖脂質抗体を発見した)

２．Association of HTRA1 mutations and familial ischemic cerebral small-vessel disease. N Engl 

J Med. 2009; 360:1729-39.（新潟大学などとの共同研究：遺伝性脳血管病であるCARASIL（cerebral 

autosomal recessive arteriopathy with subcortical infarcts and leukoencephalopathy）;脳血管病・

禿頭・脊椎変性をきたす常染色体劣性遺伝性疾患。HTRA1の遺伝子変異により、セリンプロテアーゼが低下

し、TGF-βファミリーのシグナルが脳小血管で亢進していることを証明した） 

３．Sex-related differences in the risk factor profile and medications of patients with atrial 

fibrillation recruited in J-TRACE. Circ J. 2010; 74: 650-4.（専門病院との共同研究）

４．Cilostazol for prevention of secondary stroke（CSPS 2）: an aspirin-controlled、double-blind、

randomised non-inferiority trial. Lancet Neurol. 2010;9:959-68.（専門病院との共同研究)

５．Efficacy of mefloquine to progressive multifocal leukoencephalopathy initially presented with 

parkinsonism. Clinical Neurology and Neurosurgery. 2012 (in press).

（がん・感染症センター都立駒込病院岸田修二先生の御助言により、抗マラリア薬を使用し、一定の有効性が確

認された）

　平成22年度の診療入院者数は611人であり、脳血管障害が過半数を占めています。なお、当院は愛知県脳卒中

救急医療システムの参加病院です。

　めまい、脱力、しびれ、しゃべりにくいなどの神経症状が急に出現した場合には、できるだけ早急に受診してく
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ださい。適応のある患者に、血栓溶解療法（t-PA）を発症３時間以内に治療を開始する必要があります。“Times is 

Brain”と言われており、超早期の治療が肝心ですので、自宅で様子を見るようなことをせず、すぐに救急車を要

請してください。ただし、神経内科医スタッフ数が少ないため平日夜間帯は待機制をとっておらず、この治療は施

行していません。それにもかかわらず、t-PA使用症例は38例で、東海北陸地区で第１位、半数が有効でした。

　主な疾患は脳梗塞327例、一過性脳虚血発作44例、脳梗塞後遺症５例、脳出血４例でした。脳梗塞が強く疑わ

れるが、CT画像上異常がない場合は緊急MRI検査を行い、早期診断、治療を行っています。軽症の方は２週間で

退院して自宅へ、また、中等度の方は１か月を目安に近隣のリハビリテーション専門病院へ転院できるように、医

療福祉相談室を通して調整しています。

　最近では病診連携（病院と診療所が連携をとりながら診療を行うこと）が順調に推移しています。また、脳塞栓は

心房細動を合併する場合に多くみられるため、循環器科医師との連携も行っています。経口食事摂取不能な方に対

して、胃瘻造設を消化器科医師に依頼しています。

　当院は愛知県難病医療ネットワークの尾張北部医療圏の協力病院です。次のような神経難病の診療を行っています。

自己免疫疾患 

　多発性硬化症８例、AEDM２例、重症筋無力症１例 

変性疾患 

　パーキンソン病11例、筋萎縮性側索硬化症12例、脊髄小脳変性症４例、多系統萎縮症６例、大脳皮質基底核変

性症１例  

　パーキンソン病で日内変動が激しい方は、短期間入院していただき、薬剤の投与時刻と薬物の調整とリハビリを

行っています。また、脳深部刺激療法（DBS）の外科的治療を名古屋大学医学部脳神経外科グループに依頼し適応

患者に行っています。

　また、次のような神経疾患の診療も行っています。

てんかん 

　てんかん38例、そのうち、てんかん重積７例 てんかん重積（けいれんが頻発、意識障害が持続など）を呈する方

が多くみられました。てんかん重積のMR拡散強調画像と脳血流シンチはてんかんの焦点を同定するのに非常に有

効でした。抗てんかん薬の飲み忘れをしないように注意してください。

末梢神経障害 

　ギラン・バレー症候群７例、慢性炎症性脱髄性多発神経炎７例、その他末梢神経障害４例 

　慢性炎症性脱髄性多発神経炎、ギラン・バレー症候群の治療として、大量免疫グロブリン療法を行っています

が、早期に治療するほど治療成績が良いので、四肢の脱力、しびれを感じた場合には早めに受診してください。 

神経感染症 

　無菌性髄膜炎11例、髄膜脳炎２例、脳炎２例、細菌性髄膜炎１例、結核性髄膜炎１例、プリオン病２例、進行

性多巣性白質脳症（PML）１例 

　細菌性髄膜炎の治療は緊急を要しますが、適切な治療により救命は可能です。PMLの治療として、抗マラリア

薬のメフロキンを使用し、有効性が見られました（当院倫理委員会で承認後、使用）。 

アルツハイマー病 ４例 

　早期診断に脳血流シンチ（SPECT）を利用すると、MR画像の正常例でもSPECT異常が検出されています。進

行を抑制する薬がありますので、心配な方は早めに受診してください。また、認知症をきたす疾患として特発性正

常圧水頭症（３例）があります。 

代謝性疾患 

　薬物中毒６例、低血糖性脳症２例、低体温症１例、CO中毒１例、肝性脳症１例 

筋疾患 

　多発性筋炎などの筋炎４例 

脊髄・脊椎疾患 

　脊髄梗塞２例、頚椎症性脊髄症１例、頚椎脱臼１例 

肺炎 22例 

　誤嚥性肺炎（14例）が多数を占めています。嚥下障害（飲みにくい、むせる）がある場合は、食事摂取時に注意し

てください。普段から口腔ケア（歯磨き）を十分行ってください。
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脳梗塞急性期のt-PA静注療法脳梗塞急性期のt-PA静注療法

神経内科医師　　野崎　康伸　（写真左）

同　第二部長　　寺尾　心一　（写真右）

　脳卒中は、本邦における死因別死亡率では悪性新生物(癌)、心疾患に次

いで第３位でありますが、高齢化社会を迎え年間約30万人が新たに発病

しています。その患者数は300万人を超え、介護保険の要介護対象者の最大の原因でもあります。脳卒中には、脳

の血管が詰まる脳梗塞が最も多く約80%を占め、また脳の血管が破れる脳出血や動脈の瘤が破裂するくも膜下出

血が約20%あります。卒中とは突然命中するという意味で、その症状は脳の障害される部位によって異なります

が、手足が動かない（運動麻痺）、手足のしびれや感覚がなくなる（感覚障害）、呂律が回らない（構音障害）、言葉が

出ない（失語症）など多彩です。症状が完成するとその後遺症にはリハビリテーションの長期継続が必要となりま

す。当院では、脳梗塞は私ども神経内科が、脳出血やくも膜下出血は脳神経外科が治療を行っています。

　さて、脳梗塞には動脈硬化に伴うアテローム血栓性脳梗塞や、心臓にできた血の塊（血栓）が脳に飛び血管を詰ま

らせる心原性脳塞栓症などがあります。その一般的な治療は、脳の血流を良くするための点滴、脳細胞を保護する

ための点滴治療が中心です。初期からリビリテーションを開始し、状態が安定するまで入院管理を行いますが、そ

の間も新たな脳梗塞の再発を予防することも大切です。運動麻痺などの後遺症については回復期リハビリテーショ

ン病院への転院が必要になることもありますが、とくに高齢者の場合には寝たきり状態になってしまうこともあり

ます。

　従来から脳梗塞治療は時間との戦いであり、発病早期に治療すれば後遺症が軽減できるとの考えが日本脳卒中

学会や日本脳卒中協会により広く啓蒙活動がなされてきました（ブレインアタック）。日本でも2005年10月から脳

梗塞超急性期、発病３時間以内の患者に対して、脳動脈に詰まった血栓を溶かす点滴治療、t-PA静注療法（t-PA:

組織プラスミノゲンアクチベーター）が、欧米での発売から約10年遅れて保険認可されました。いくつかの厳しい

使用条件がありますが、脳卒中治療ガイドライン2009でも示されているグレードA(行うよう強く勧められる)と

いった最善の治療法であります。

　これによって従来の治療では考えられない劇的な症状の改善が

見られるようになりました。突然意識がなくなり、言葉を喋るこ

とも手足も動かすこともできなくなり救急搬送された患者さんで

従来の治療法では意識も戻らず、長期的に寝たきり全介助の状態

であると予想されるものが、発病３時間以内のt-PA治療により

脳の血流が改善した結果、意識が回復し会話も可能となり、入院

した日から座って食事がとれるようになり、自ら歩いて自宅に退

院する姿を見ると私ども医師の立場から見ても感動し、かつ嬉し

く思います。この治療には発病の時刻が重要で、昼間であれば誰

かが見ていることが多いのですが、夜間は発病時刻の同定が困難

な場合が多いのも現状です。病院に到着してもいくつかの検査が必要であり、t-PA治療が可能かどうかの判断に

１時間以上は費やしてしまいます。このような時間制限の中で、実際に治療を受ける患者は少なく、全国的には脳

梗塞全体の約５%程度です。当院は年間約9000台もの多くの救急車搬送があり、その搬送数では愛知県で第２位

を占める病院であり、できるだけ多くの脳梗塞患者の後遺症を軽減させたいとの考えから、2009年１月から特に

昼間の救急患者を中心にt-PA治療を積極的に行う取り組みを始めました。現在までに110例以上の脳梗塞患者に

治療を行い、これは全ての脳梗塞入院患者の約10%以上に相当し、私どもがいかに積極的に取り組んでいること

がお分かりになると思います。もちろんt-PA使用患者数では愛知県内のトップです。その結果、約50%の患者で

は症状がほぼ消失し歩いて自宅に退院し、約40%が後遺症のためリハビリテーション病院に転院されましたが、
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残りの約10%は重症脳梗塞（ノックアウト型脳梗塞）のために十分なt-PA治療の効果が得られずに亡くなられまし

た。代表的な脳梗塞患者の頭部写真を図に示しました。

　私どもは蓄積した約70例のt-PA投与患者の治療成績について、今年開催された第52回日本神経学会学術大会

（名古屋）および第36回日本脳卒中学会総会一STROKE2011一（京都）において、５つの演題発表を行い、以下の

点を明らかにしました。１）脳梗塞t-PA治療は初診時の患者の重症度（NIHSS値）に関係なく有効である。救急搬

送例のみならず、特に軽症例で救急車を利用せず一般外来を受診するようなt-PA適応例も見逃さない体制作りが

必要である。２）t-PA治療は患者の発症年齢に関係なく有効であるが、年齢とともに重い後遺症を有する症例が

増え（退院時mRS値が高い）、投与前に十分な治療説明が必要である。３)　t-PA治療は脳動脈の細い動脈閉塞（末

梢枝閉塞）でより効果を示し、太い動脈閉塞（内頸動脈閉塞）では効果が乏しい。４）t-PA治療は治療開始時間や初

診時の患者の重症度（NIHSS値）に関係なく有効であるが、特に比較的軽症例では、できるだけ早期に治療を開始

した方がより効果的である。

　さて、脳梗塞t-PA静注療法はこのように画期的な治療法であるのですが、全国的に見ても診療に携わる医師の

マンパワー不足のためか、その使用患者数が劇的に増加している訳ではありません。当院でも平日昼間に受診し

た患者を中心に治療を行っていますが、これが24時間体制となるにはまだまだ不十分であります。たとえ昼間で

あっても、軽症例では救急搬送ではなく、一般の内科外来を受診する場合もあり、刻々と発病からの時間が過ぎて

しまいます。決して担当する神経内科医師が一人で行える治療ではなく、熟練した看護師も含めたチーム医療が

原則であり、特に現状の夜間の当直体制ではむしろ治療することが危険かもしれません。最近は、救急外来での

ファーストタッチを担う医師や看護師、事務員のスタッフも経験を積み、我々が細かい指示を出す前にあらかじめ

治療や処置の準備をしてもらえるようになり大変嬉しく思っています。また治療後の入院管理においても脳卒中専

門病棟(ストロークケアユニット)での治療や看護が、一般病棟よりも明らかに患者の機能予後を良くすることは以

前から指摘されています。しかしながら、当院ではまだ体制作りがなされていません。

　脳梗塞急性期のt-PA治療がいかに時間との戦いであるかが、約３年たって少しずつ病院内にも浸透しており、

喜ばしいことでありますが、病院全体で

の診療体制がまだ不十分であるのに、我

々自体が少し急ぎ過ぎているのか困惑し

ています。私どもは毎日を一生懸命努力

しつつ診療を行っていますが、脳梗塞の

みならず、頭痛やめまい、しびれなどを

訴える患者の一般診療、さらには神経難

病や認知症を含めた数多くの神経疾患に

対しての外来診療や入院患者の対応に追

われており、現状では脳梗塞超急性期治

療の診療体制作りは思うように進まず、

体力的にも精神的にも疲弊しつつある状

況をご理解ください。当院が春日井市の

みならず名古屋市北部の急性期医療、救

急医療を担う自治体病院として、24時

間体制で数多くの患者に最善の脳梗塞治

療を提供できる、東海地区でナンバーワ

ンといわれるような脳卒中センターの設

立を望んでおります。

発病後3時間たってから受信、t-PA静注療法なし：従来の脳梗塞治療

発病後3時間以内にt-PA静注療法をした例：いずれも小さな梗塞へ

本来なら意識が戻らず、寝たきりで全介助の状態が予想される例であったが
いずれも意識は回復、会話可能、食事も可能、歩いて退院した！

左大脳に大きい梗塞
３時間以上すぎて完成

左大脳に大きい梗塞
脳浮腫のため死亡

左大脳の大きい梗塞
出血を生じて１日で死亡
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“アルツハイマー型認知症の新しい治療”“アルツハイマー型認知症の新しい治療”
神経内科　平山　幹生

　日本人の平均寿命は女性86.44歳、男性79.59歳（2009年）であり、日本は世界一の高齢化

進展国である。加齢が最大の危険因子である認知症の患者数は増加の一途をたどっている。

2010年の時点で認知症の推定患者数は210万人ともいわれているが、全国の６市町で行わ

れた調査では、65歳以上の認知症有病率は平均で約

14％に達し、総人口で換算すると約400万人という

非常に高い数値が報告されている（朝田隆：厚生労働

科学研究費補助金、認知症対策総合研究事業「認知

症の実態把握に向けた総合的研究」（2010年度））病態

が進行する前や症状が出現する前にアルツハイマー病

（AD）を同定し、早期治療につなげようという動きが

ある。米国でも、診断基準が改定され、ADの前駆段

階といわれるMCI（Mild Cognitive Impairment：軽

度認知障害）、さらにはMCI以前のpreclinical stage

の概念が取り入れられた。

　AD 大脳皮質ACh合成酵素のcholine acetylcholine transferase（ChAT）やACh 分解酵素acetylcholine 

esterase：AChE）が低下している。AD 大脳皮質ChAT活性と認知機能スコアが相関している。前脳基底部の

マイネルト核でACh 作動性神経細胞の顕著な脱落が見られる。薬理学的研究では、AChE阻害薬やニコチンによ

り脳内ACh系神経伝達が促進され、アトロピンやスコポラミンによる脳内ACh系神経伝達の遮断が学習や記憶行

動に影響を及ぼすことが示された。これらのことから、ACh作動性神経系の障害がADの主要な病態の一つとする

コリン仮説が提唱された。

　AChの分解を抑制しシナプス間隙のACh濃度を上昇させる作用があり、これによりACh神経系の伝達を促進

し、記憶障害などのADの中核症状を改善すると考えられている。1993年ADに対する治療薬として米国で承認さ

れたタクリンは、一部の患者で良好な効果が見られたものの肝毒性が強かったため現在はほとんど用いられていな

い。その後、開発されたのが、現在広く世界で臨床応用されている第２世代AChE阻害薬のドネペジル、ガランタ

ミン、リバスチグミンである。

ドネぺジル
　ドネぺジルは脳移行性が高く、半減期は約70時間で、肝臓で代謝される。ドネぺジル５mgは、軽度および中等

度のADの適応を有する。高度ADを対象にした国内臨床試験におけるSIB（severe impairment battery）の変化

では、10mg群、５mgはプラセボ群と比較して有意の改善が得られた。

　10mgが高度ADに対して適応を有する現在、ドネぺジル23mgの臨床治験が開始されている。軽度認知障害

（mild cognitive impairment;MCI）への介入の有用性が報告されている。769例のMCIに対しドネぺジル、プラ

セボ投与を行いADへのコンバート率をみた報告では、12～24か月後では、ドネぺジル群では有意に低下してい

た（ハザード比が12か月後で0.42、24か月後で0.64）。ドネピジルは海馬容積の進行を抑制するというデータが

あり、AD治療のスタンダード薬として確立されている。

ガランタミン
　ガランタミンは、AChE阻害作用に加え、AChが結合するニコチン性ACh受容体の感受性を高めるアロステ

はじめに

コリン仮説に基づく治療

AChE阻害薬

高度アルツハイマー型認知症の脳MRI（55歳男性）
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リック・モジュレーター（受容体本来の活性部位とは別の部位に結合し、活性の度合いを変化させる薬剤）としての

作用も二重に持っている。ニコチン性ACh受容体の立体構造を変化させ、シグナル伝達の感受性を亢進させる。

シナプス前膜ではAchだけでなく、ノルエピネフリン、セロトニン、グルタミン酸、GABAなどの神経伝達物質

の放出を促進し、認知機能を改善させる。ニコチンアゴニストには、長期投与による受容体感受性の低下から薬

剤耐性の問題があったが、ガランタミンは受容体に直接アゴニストとして作用しないため、持続的にニコチン性

ACh受容体の感受性を促進させる。AD脳内のAChレベルの増加とニコチン性ACh 受容体の感受性の増大により

認知機能を改善させると考えられる。

　ガランタミンはADの成因の一つであるAβの神経毒性に対して保護作用を示し、抗アポトーシス蛋白である

Bcl-２の発現を増加させる作用がある。このことからガランタミンは神経細胞死に対して、保護薬として作用

し、病態の進展に対する抑制効果も期待されている。

　ガランタミンは８mg/日で投与を開始し、４週後に16mg/日に増量し、８週後には24mg/日まで増量する。国

内臨床試験で、ADAS-J Cogの成績では、プラセボ群と比較すると、16mg群で‐1.49点、24mg群で‐2.59点

の有意の改善が認められた。

リバスチグミン
　リバスチグミンはAChを分解するAChEとブチリルコリンを分解するブチリルコリンエステラーゼ（BuChE）の

両者を阻害する作用を有する。正常脳のコリンエステラーゼのほとんどはAChEで、BuChEは約10% である。

　ADの進行に伴い神経細胞の脱落が起こりAChE活性は低下するが、グリア細胞では増生し、BuChE活性は増

加しており、BuChE阻害作用によりさらにシナプス間隙のAch濃度が増加することが期待される。

　リバスチグミンは4.5mg/日から開始し、４週間ごとに９mg/日、13.5mg/日と漸増して、18mg/日まで増量する。

　リバスチグミンは末梢のBuChEにも作用するため、ほかのAChE阻害薬より消化器系の副作用が多い。AChE

阻害薬の中で最も分子量が小さいため、経皮吸収型のパッチ剤に適している。パッチ剤は、経口剤のような血中濃

度の急激な上昇がなく、忍容性の高さ、介護者が直接貼布できることから、コンプライアンスの向上が期待でき

る。嚥下機能障害、定時での服薬が難しい患者などに適している。

メマンチン
　メマンチンはグルタミン酸NMDA受容体拮抗作用を有し、生理的なグルタミン酸神経活動には影響を及ぼさず

に、過剰なグルタミン酸による神経細胞毒性や学習・記憶障害に関係する長期増強形成障害を抑制する。メマンチ

ンは中等度から高度のADに対する適応を有する。半減期は60～80時間で１日１回服用する。国内臨床試験の結

果から、メマンチンは言語障害、注意障害、実行機能障害、視空間認知障害などの中核症状の進行抑制と、攻撃性や

行動障害などのBPSDの進行抑制に効果が期待される。海外で行われたドネぺジル単独投与とメマンチンの併用

を比較した臨床試験では、投与24週後には併用群ではSIBの値が1.0点と改善が持続したのに対して、ドネぺジル

単独投与群では-2.4点まで悪化が見られた。メマンチンはドネぺジルなどのコリンエステラーゼ阻害薬と併用が

推奨される。副作用としてめまいや頭痛などがある。

ドネぺジルからガランタミンへの切り替え
①休薬期間は不要

②ただし、前治療薬の副作用発現がみられた場合は７～14日間の休薬期間を設ける

（ADMC　Clinical Consensus Panelの治療アルゴリズム:Am J Med 120:388-397、 2007）

他のAChEIからのガランタミンへの切り替え
①休薬期間は不要

②ドネぺジルやリバスチグミンからガランタミンへの切り替えても安全性に問題はない

（BAP Dementia Consensus Groupのコンセンサス: J Pharmacol 20: 732-755、 2006）

　ただし、治療早期から高容量のAChEI投与は急激なアセチルコリン濃度の上昇を招き、悪心や嘔吐などの原因

となる可能性がある。切り替えに際しては副作用発現に留意することが大切で、ガランタミンへの切り替え当初は

ドネぺジル不応答例や併用療法
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８mg分２/日で開始し、４週間以上投与した後、患者の状態を評価しながら、16mg/日もしくは24mg/日まで漸

増する。

ドネぺジルからリバスチグミンへの切り替え
　AD患者382例を対象としたオープンラベル下で６か月間追跡した。ドネぺジルからの切り替え理由:効果不十

分89％、認容性の問題11％。結果:リバスチグミンに対する治療反応率　56.2％、認知機能の安定または改善率

48.9％、ADLの安定または改善率57％（Auriacombe S et al. Curr Med Res Opin 18: 129-138, 2002）

～副作用や薬物代謝の観点から使い分けを～
　基本的には状況に応じた使い分けになる。初診時に軽度のADと診断された場合はAChE阻害薬の選択になる。

メマンチンは、中等度から高度AD患者で認知機能低下に対する統計学的に有意な効果が認められている。中等度

以上なら、AChE阻害薬に加えるか、メマンチンの単独使用も選択可能である。

　AChE阻害薬でも、個々の患者によってそれぞれ副作用の度合いが異なる可能性はある。ドネペジルでは胃腸症

状が非常に強かったが、ガランタミンでは少ないという症例もあり、その逆もあり得る。

　薬の併用については、AChE阻害薬同士は併用しないよう、添付文書に明記された。一方で、作用機序が異なる

メマンチンは、どのAChE阻害薬も併用できる。

　ドネぺジルやガランタミンは主に薬物代謝酵素CYP2D6およびCYP3A4により代謝される。リバスチグミンと

メマンチンは腎排泄型である。肝障害や腎障害を持つAD患者では、薬物代謝の観点からの使い分けも必要になる。 

　患者情報は介護ノートを介護者に記載してもらい、現状と問題点を把握する。認知症患者が激増していて、当院

での認知症診療がオーバーフローの状態になっている。そこで、かかりつけ医と専門病院との連携が必要である。

春日井認知症研究会が定期的に開催されているので、ご参加をお願いする。かりつけ医の皆さま方のご協力をよろ

しくお願いする次第である。

参考文献

１．日本内科学会雑誌100巻８号特集　認知症：診断と治療の進歩、2011

２．山田達夫：アルツハイマー病治療薬の切り替え療法の有用性と副作用Cognition and Dementia 10:44-

48、 2011

３．下濱俊、朝田隆、石井賢二：アルツハイマー病の克服をめざして。医学界新聞2929：2011年５月23日号

参考資料

主治医意見書記載のための視点「主治医意見書記載ガイドブック」

１．認知機能（例：HDS-R15/30、記憶と見当識障害が高度、まったく意思疎通ができない）

２．日常生活活動（例：薬の飲み忘れが多い、トイレがわからず部屋の中で排泄する）

３．周辺症状（例：不安が強い。ひとりで外出し戻ってこられず警察に保護される）

４．処方内容とその影響（例：少量の抗精神病薬を使用したところ歩行困難となり、中止した）

５．現在受けている支援及び今後必要な支援（例：現在デイサービスを週3回利用している、今後ショートステイ

の利用にて介護負担を減らす必要がある）

６．生活環境（例：独居、公団の４階に住んでいてあまり外出しない）

７．家族の状況と介護負担（例：認知症の妻と二人暮らしである。主介護者である長男の嫁がもの盗られ妄想の対

象となり、その対応に疲弊している）

８．経過・頻度（例：ADLは悪化しつつある。徘徊の頻度は増加している）

９．現在ある困難や危険性及び今後予想される困難や危険性（例：しばしば経済被害を受けている。今後、家人へ

暴力をふるう危険性がある）

10．身体合併症（例：肺炎を来たしたが認知症のため外来で点滴治療を行っている）

11．評価に際しての留意事項（例：症状は１日のうちでも大きく変動している。とりつくろいのために正常に見ら

れる）

最後に
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　我が国のがん対策は、これまでの取組により進展し、成果を

収めてきましたが、いまだ死因原因の第一位は悪性新生物「が

ん」となっています。

　がんが国民の生命及び健康にとって重大な問題となっている

現状をかんがみ、がん対策を総合的かつ計画的に推進していく

ため、国は「がん対策基本法」を2007年４月に施行しました。

同年６月に「がん対策推進基本計画」を打ち出し、国民や患者に

とって有用な情報提供を行い、「がんによる死亡率の減少」、

「すべてのがん患者及びその家族の苦痛の軽減並びに療養生活

の質の維持向上」を全体目標としました。また、がん医療に関

する相談支援及び情報提供としてがん相談支援センターの整備が求められてきました。それに伴い、当院でもがん

相談支援センターを整備しましたが、さらに充実した情報提供が出来るよう病棟７階のスペースに移設することと

しました。

　相談支援センターの具体的な業務として

（1）地域の医療機関や医療従事者の紹介

（2）セカンドオピニオン医師の紹介

（3）患者の療養上の相談

（4）各地域の患者及び医療従事者のニーズや満足度の把握

（5）各地域・各医療機関における連携事例の紹介

（6）患者さんが自由に使用することが出来るインターネットパソコンの設置

などがあり、がんと闘病する患者さんやその家族に対し、それぞれの状況に応じて具体的な情報を提供し、サポー

トを行うのが相談支援センターです。その病院にかかっている患者に限らず、誰でも利用できることになっている

のも大きな特徴です。地域の医療機関と協働して、春日井市民が安心してがんの治療が受けられるよう、がん医療

の充実を行っていきたいと思います。

　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。

がん相談支援センターが病棟７階に移転しました！

図書館便り

相談は予約制です。

○受付時間

　月～金曜日（祝日を除く）

　午前９時～午後４時

○予約

　 ☎ 　５７−０６８４

　Fax　５７−００８７
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画像診断のコーナー
～巨大後腹膜腫瘍の症例です～

消化器科　森岡　優
【症例】60歳代　男性
【主訴】腹部膨満感、食思不振
【現病歴】２週間前より尿量が少なくなったのを自覚し、右側腹部痛が出現したため近医を受診した。その後も腹
部膨満感が強く、病診連携にて腹部骨盤部CTを施行したところ、腹部の巨大腫瘤を指摘されたため、当院紹介受
診された。

【既往歴】25歳時　虫垂炎手術
【入院時身体所見】
体温 37.6℃　血圧 127/79mmHg  心拍数 96回/分
腹部は膨満、右季肋部に圧痛あり、明らかな反跳痛は認めない

【入院時検査所見】
WBC 8900 /µℓ
Hb 11.9g/dL,
Plt 29.7万/µℓ
AST 21IU/l
ALT 26IU/l
LDH 202IU/l
ALP 661IU/l
T-bil 2.3mg/dl
BUN 10.0mg/dl
Cre 0.62mg/dl
CRP 27.16mg/dl
PCT 0.36ng/ml
CEA 2.0ng/ml
CA19-9 2.0U/ml以下
AFP 2.0ng/ml

【入院後経過】
　炎症反応の上昇を伴う後腹膜巨大腫瘤につき精査目的で当院入院し、絶食・中心静脈栄養・抗菌薬を開始した。
腎を前方に圧排していたことから、後腹膜の病変と考えられ、内部の不均一な脂肪成分の増殖の所見と併せて脂肪
肉腫が第一に疑われた。準緊急で右後腹膜腫瘍＋右腎＋右副腎 摘出術を施行した。病理組織診断は高分化型脂肪
肉腫であった。術後合併症なく、入院後19日目に退院となった。

【考察】
　後腹膜腫瘍は比較的稀な疾患であり、全腫瘍中の
0.2％を占めるに過ぎないが、その約50%が悪性と報告
されおり、その悪性腫瘍の中では脂肪肉腫が14.7%と
最も多い。
　脂肪肉腫の好発年齢は50歳～60歳代で、性差なく、
通常は無症状で発育し、増大に伴う腫瘤触知や周辺臓器
の圧迫による腹部膨満感を契機に発見されることが多い。
　診断は超音波検査、CT検査、MRI検査、血管造影検
査などが用いられるが、特にCTが有用である。CTで後
腹膜に脂肪を含む腫瘍性病変がみられた場合の鑑別とし
て、脂肪種と脂肪肉腫が重要である。脂肪腫はCT上、
境界明瞭で、吸収値が単調であるのに対し、脂肪肉腫は
境界不明瞭で、内部は不均一であり、しばしば結節や低吸収隔壁を内包する。MRIでは、高分化の脂肪肉腫ではT
１、T２強調像にて高信号を呈し、内部の不均一さや腫瘍内の低信号域の存在が悪性を示唆する。鑑別困難な場合
も多く、しばしば生検が必要になる。

腹部単純CT（図１, ２）・造影CT（図３, ４）：右後腹膜に19cm×15cm×25cm大の巨大腫瘤を認めた。内部は不均一な脂
肪吸収値を呈し、部分的に増強効果のある充実成分を認める。境界は比較的明瞭で、浸潤傾向は明らかでない。右腎は著明
に前方に圧排されるほか、肝・膵・および下大静脈も圧排されている。少量の腹水貯留を認める。
3D-CTangio（図５）：右肋間静脈、右横隔膜下動脈、右腰動脈の分枝の拡張や腫瘤辺縁の走行、腫瘍内への侵入を認める

図１

図１ 図３

図２ 図４

図３ 図５

図２ 図４

腹部MRI：右後腹膜腔に境界明瞭で巨大な結節状腫瘤を認める。T1W1（図１）中等
度～高信号。T2W1（図２）高信号。脂肪抑制T2W1（図３）で内部の信号が抑制され
る。Ｔ2矢状断（図４）
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　脂肪肉腫は病理組織学的にWHO新分類では最も多い高分化型、その次
に多い脱分化型、粘液型、混合型、多形型の５つに分類されている。予後
は組織型によって異なり、５年生存率は高分化型と粘液型で80％前後で
あるのに対し、多形型と脱分化型は20％前後と不良である。
　治療の原則は治癒的広範切除術である。化学療法や放射線療法が奏功し
たとの報告も散見されるが、一定の評価は得られていない。外科的切除の
局所再発率は30～40％台と高率であり、厳重なフォローアップが必要で
ある。
　本症例も肉眼的に完全一括切除をし得たと考えるが、再発に留意して経
過観察することが重要である。

　腎硬化症・IgA腎症による慢性腎不全（Cre1.2mg/dlくらい）で当院通院中の方です。

　腰痛もちで腰への負担を減らすためにダイエットをしようと24時間営業しているサウナへ朝から出かけま

した。体重は昼までに３kg、翌日朝までにさらに３kgと順調に計６kg減っていき喜んでいたようですが、し

だいに尿が出なくなり、全身倦怠感・吐き気を訴えられ救急搬送されました。

　来院時の採血でCre8.04mg/dlと急性腎不全となっており入院となりました。

　入院後は補液し、Creは翌日4.43mg/dl、翌々日には1.63mg/dlまで低下し、尿量も確保され退院となり

ました。結果的に体重は元通りになりました。

　幸い高カリウム血症や代謝性アシドーシスなどを呈していなかったのでよかったですが、世の中には医療従

事者からしたらとんでもないことを考える方がいるものだと再度認識させられた症例でした。

＜急性腎不全の新たな概念：ＡＫＩについて＞

　最近まで急性腎不全の明確な定義は存在しなかったが、急性腎不全の概念の標準化が試みられています。

2004年にRIFLE分類が提唱されて以後、広く用いられており、その重症度（Risk, Injury, Failure）が腎機能

の回復、腎代替療法の必要性、入院期間、患者の短期予後を予測するのに有用であることが検証されました。

Acute Kidney Injury Network（AKIN）は、急性の腎障害を理解するための新たな概念としてAKIという用

語を提唱し、AKIとは「48時間以内の急激な腎機能低下」であり、「血清Cre値が0.3mg/dl以上または1.5倍以

上に増加すること、あるいは尿量0.5ml/kg/時以下が６時間以上持続すること」であると定義しました。わず

かな腎機能の変化が予後を規定する因子であるという概念のもとに作られています。

　0.3mg/dlというわずかな

上昇が、病院死、および１年

後も死亡の危険因子であるこ

とが考慮されています。ま

た、尿流量は、利尿剤の使用

や尿閉などに影響されるが、

血清Cre値の変動よりも先に

しばしばみられ、腎障害を反

映します。

救急小話

全身倦怠感・吐気を主訴に来院された患者さん

内科　横江　優貴

RIFLE AKIN 血清クレアチニン値による基準
（ベースラインとの比較） 尿量による基準

Risk Stage1 1.5倍以上の上昇
（または0.3mg/dL以上の上昇＊） 0.5mL/kg/hr未満が6時間以上継続

Injury Stage2 2倍以上の上昇 0.5mL/kg/hr未満が12時間以上継続

Failure Stage3

3倍以上の上昇
または

血清クレアチニン値が4mg/dL以上で
0.5mg/dLの急上昇がみられる
（または血液浄化療法の施行＊）

0.3mL/kg/hr未満が24時間以上継続
または

無尿が12時間以上継続

Loss 4週間以上接続する腎機能の完全喪失

ESKD 末期腎不全

病理組織

＊AKINで加わった項目 ＊＊AKINではさらに48時間以内の腎機能低下という時間的制約に加え，また体液量
の調節が必要な場合および腎後性腎不全の場合は原因治療後に分類するとした。
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　薬物動態学的相互作用 

　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:Pharma-

cokinetic 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。

　Vol12.No４参照。

　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。

＜表１．ワルファリンの相互作用＞

　薬物は体内に取り込まれた後に水溶性の高い化合物に代謝されて薬効を失います。その反応には薬物代謝酵素が

関与しており、薬物代謝は第１相反応と第２相反応に分けられます。第１相反応ではP450などの酵素により酸化

や水酸化、加水分解などの化学的変換を受けて極性が増します。一方、第２相はUDP-グルクロン酸転移酵素など

による抱合反応を受けて、さらに水溶性が増加し、尿中排泄を受けやすくなります。P450には多くの種類が存在

しますが、中でもCYP1A2, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6及びCYP3A4の５種類で95%以上の医薬品の酸化

反応を担っており、代謝過程の相互作用の中ではP450を介したものがほとんどです（表２、図２）。

①複数の薬物間で代謝酵素を共有することにより酵素の競合が生じることから相互作用の原因となることがあり

ます。P450の中でもCYP3A4で代謝される薬物がもっとも多いことから必然的に相互作用も多くなります。

CYP3A4で代謝される薬物としてシクロスポリンやマクロライド系抗生物質、トリアゾラム、カルシウム拮抗

Drug information
Drug information

薬と薬の相互作用

－分布・代謝・排泄過程における薬物相互作用－

（１）吸収過程（前回分）

（２）分布過程

（３）代謝過程

・P450の阻害

その２ 薬剤部　坂田　洋

医薬品 事　例

フェニトイン

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。
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薬、抗てんかん薬のカルバマゼピン等が挙げられます。さらにこれらの薬物の中でも酵素に対する親和性が高い

ものと低いものがあり、競合となった際には親和性が低いものが代謝阻害を受け、血中濃度が上昇することに

なるため、これらを併用する際には注意が必要です。一方、CYPによる代謝で活性代謝物に変換されるプロド

ラッグの場合には逆に薬効が減弱することになります。

②薬物等によりP450の働きが阻害されることもあります。例えばマクロライド系抗生剤のエリスロマイシンやク

ラリスロマイシンHIVプロテアーゼ阻害薬のリトナビルなどの薬物によってCYP3A4は阻害されることが知ら

れています。

③P450の活性中心に存在する鉄に薬物が配位結合することで、P450が失活し、基質薬物の薬効が強まることが

あります。これらは、イミダゾール環やトリアゾール環、ヒドラジノ基などの化学構造を有する薬物で生じやす

く、H2受容体拮抗薬のシメチジンやアゾール系抗真菌薬では注意が必要です。

　CYP分子の発現誘導により基質薬物の薬効が減るケースがあります。気管支喘

息治療薬テオフィリンの薬効が喫煙により減弱することが知られていますが、これ

はテオフィリンの代謝酵素であるCYP1A2が誘導され、テオフィリンの血中濃度

が減少することによるものです。また、抗結核薬のリファンピシンや健康食品であ

るセント・ジョーンズ・ワート（St. John's wort）はCYP3A4の発現誘導を引き

起こすことが知られています（表３）。

①ジヒドロピリミジンデヒドロゲナーゼ

　抗癌剤である5-FUはジヒドロピリミジンデヒドロゲナーゼにより代謝される

が、抗ウイルス薬であるソリブジンもまた同一酵素により代謝を受け酵素を阻害

するので、5-FUの血中濃度上昇をきたします。

②モノアミン酸化酵素

　ヒスタミンはオータコイドの一種ですが、食物中に含まれているヒスチジンが代謝されることで生成されるこ

とも知られています。ヒスタミンはモノアミン酸化酵素（MAO）により代謝を受けますが、イソニアジドなどの

MAO阻害薬の投与中には体内にヒスタミンが蓄積され、中毒を起こします。

＜表２．ヒトのチトクロムP-450（CYP）によって代謝、または阻害を受ける主な薬物＞

・その他の酵素阻害

・P450の誘導

図１．各CYPの関与割合

P-450
分子種 代謝される薬物 阻害する薬物

CYP1A2 テオフィリン（テオドール錠、ユニフィル錠）
カフェイン

キノロン系抗菌剤(シプロキサン)
メキシレチン（メキシチール）

CYP2A6 ニコチン ケトコナゾール（ニゾラール）
CYP2B6 シクロホスファミド

CYP2C9
フェニトイン
ワーファリン
ジクロフェナック（ボルタレン）

サルファ剤（ST合剤：バクタ）
イソニアジド
メトロニダゾール（フラジール）

CYP2C19 オメプラゾール（オメプラゾール）
ジアゼパム（セルシン）

オメプラゾール（オメプラール）
アミオダロン（アンカロン）

CYP2D6 コデイン
デキストロメトルファン（メジコン）

ハロペリドール（セレネース）
シメチジン（タガメット）

CYP2E1 アセトアミノフェン
エンフルラン ジスルフィラム

CYP3A4

ニフェジピン（アダラート）
シクロスポリン（ネオーラル、サンディミュン）
アミオダロン（アンカロン）
ロサルタン（ニューロタン）
クラリスロマイシン（クラリス）

マクロライド系抗生物質（エリスロマイ
シン等）
シメチジン（タガメット）
アゾール系抗真菌薬（イトリゾール）
グレープフルーツジュース
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＜表３．ヒトにおいてP450を誘導する代表的な薬＞

　尿細管分泌とは担体を介して血中から尿細管中に薬剤を能動的に排出する経路です。尿細管分泌に関与する輸送

タンパク質として、酸性薬物を輸送する有機アニオン輸送系トランスポーター（OAT1）、塩基性薬物を輸送する有

機カチオン輸送系トランスポーター（OCT2）、P-糖タンパク質があり、同一の輸送体により排泄される薬剤を併

用投与すると競合が起こり、尿中排泄量が低下、血中濃度の上昇につながります。例えば、キニジンとジゴキシン

は共にP-糖タンパク質により排出されますが、併用によりジゴキシンの血中濃度が上昇し、ジギタリス中毒を引

き起こす可能性があります。

　薬物の再吸収とは一度尿中に排泄された薬剤が、尿細管通過中に再度吸収され、血中に引き戻されることです。

薬物は体内で分子型とイオン型との平衡状態にありますが、それぞれの存在比率は尿中のpHに大きく左右されま

す。分子型はより脂溶性が高いために生体膜の透過性が高く、分子型分率が上昇すると再吸収率が増加します。尿

が酸性・塩基性のどちらで再吸収率が上昇するのかはそれぞれの薬剤により異なり、薬剤によっては尿のpHを変

化させるものがありますが、それにより薬効をどのように変化させるのかもまた相手の薬剤により異なります。

　　　　　　　　　　酸性条件  　　　　　　塩基性条件

弱酸性薬物 R-COOH（分子型）　 ⇔ R-COO-+H+（イオン型）

弱塩基性薬物 R-NH3+（イオン型） ⇔ R-NH2+H+（分子型）

＜表４．腎尿細管分泌における薬物相互作用＞

P-450 誘導薬 代謝誘導を受けやすい薬

CYP1A2
オメプラゾール（オメプラール）
たばこの煙
焼き肉

テオフィリン（テオドール錠、ユニフィル錠）
プロプラノロール（インデラル）

CYP2B6 フェノバルビタール（フェノバール） ヘキソバルビタール

CYP2C
フェノバルビタール（フェノバール）
フェニトイン
リファンピシン（リファジン）

フェノバルビタール（フェノバール）
リファンピシン（リファジン）
フェニトイン
ワルファリン

CYP3A

リファンピシン（リファジン）
フェノバルビタール（フェノバール）
フェニトイン
カルバマゼピン（テグレトール）

ベンゾジアゼピン系薬剤
リドカイン（キシロカイン）
シクロスポリン

・尿細管分泌

・尿細管再吸収

（４）排泄過程

阻害を受ける薬物 競合的阻害薬

セファレキシン、セファロリジン プロベネシド

ペニシリン類 プロベネシド、アスピリン、Su薬、チアジド薬

クロルプロパミド、アセトヘキサミド アロプリノール

メソトレキサート Su薬、ペニシリン、サリチル酸類

ジゴキシン キニジン、ベラパミル、アミオダロン

参考文献 
辻 彰 編集『わかりやすい生物薬剤学』廣川書店 2001年
中島 恵美 編集『薬の生体内運命』ネオメディカル 2004年
高柳 元明、水柿 道直 監修『よくわかる 薬物相互作用』廣川書店 2001年
加藤　隆一　他『薬理学』2009年
医薬品相互作用ハンドブック
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薬剤部Q& A
Ｑ：Ｂ型ワクチンは筋肉注射または皮下注射のどちらが良いか？

Ｑ：海外の文献で、クリアクターの使用量がmｇで表示されているが、国内の製剤は単位表示とな
っている。mｇと単位との換算を教えてほしい。

Ｑ：モロニー反応とはなにか。

Ｑ：ミラペックスＬＡ錠（プラミペキソール水和物塩酸塩）は素錠だが、乳棒などで軽く押しつぶす
程度に粉砕して調剤できないか。

Ｑ：メインテート錠0.625mｇ（ビソプロロールフマル酸塩）は慢性心不全の適応を取得して１年経
過していないが、なぜ長期投与が可能か。

　ＣＤＣではB型肝炎ワクチンなどは三角筋を推奨しています。その理由として、抗原物質の作

用を高めるために含有するアルミニウム塩などのアジュバントを含む製剤では、刺激性が強いた

め局所の刺激、炎症、結節の防止のため筋注が推奨されています。

　ＣＤＣはA型肝炎、B型肝炎、インフルエンザ、ＤＰＴ、ＤＴについては筋肉注射を推奨しています。

　2009年の新型インフルエンザ輸入ワクチンでは、皮下注と筋注との比較で、上記の副反応が皮下注で高く、ま

た抗体産生では有意に筋注が高かったと報告もあります。Ｂ型肝炎でも同様の結果が得られています。　

参考文献：CDC Recommendtations and Reports  December 8,2006/Vol.55 /No.RR-16

　１ｍｇ＝12.5万単位　です。

　アメリカの添付文書や成書にはｍｇで表示されています。 参考文献：メーカー学術

　ジフテリアトキソイドに対して強く局所反応を起こすかどうかを確認するためのテストのことです。最近はあま

り実施されていません。10歳以上の人にジフテリアトキソイドを接種すると、時に激しい局所反応を起こす場合

があります。これはジフテリアトキソイドに含まれる菌体成分によるアレルギー反応で、年長になるほど強く現れ

ます。

　ＤＴトキソイド接種量が、初回や10歳未満の接種が0.5mLであるのに対して、10歳以上の場合は0.1mLとなっ

ているのはこのためです。

　モロニー反応はジフテリアトキソイドを生食で50倍に希釈したものを0.1mL皮下注し、24時間後に発赤が

10mm以上のものを陽性とし、接種を控えます。 参考文献：予防接種に関するQ&A集　2011

　ミラペックスＬＡ錠はマトリックス構造になっており、水分を含むと膨潤してしまいます。このため簡易懸濁法

もできません。錠剤の服用が困難な患者にはビ・シフロールを粉砕して調剤することになります。

参考文献：インタビューフォーム、メーカー学術

　新薬や適応症が追加になった際に投与日数が制限されるルールは、医薬品は再審査期間中の医薬品のみに適用さ

れます。メインテート錠は発売から20年以上経過しており、再審査も終了しているため、適応症が追加になって

も14日ルールの対象にはなりません。

＜再審査とは＞

　薬事法において定められている承認後の医薬品の再審査の制度。再審査の対象となる医薬品は新有効成分含有医

薬品、新医療用配合剤、新投与経路医薬品、新効能医薬品の一部、新用量医薬品の一部、および再審査の対象とさ

れた医薬品と同じ成分等の医薬品で、未だ先発品が再審査を終えていないもの、である。

　希少疾病用医薬品および承認後６年を超える使用の成績等に関する調査が必要であると認められる医薬品は承

認10年後に、新有効成分含有医薬品、新医療用配合剤の一部、新投与経路医薬品は承認６年後に、また他は４年後

（再審査期間中のものと同一成分等のものについては、先発品の残りの期間後）に再審査の申請を行うこととされ

ている。この再審査期間中に申請される後発の医薬品は新医薬品と同等の申請資料が必要とされている。また医療

用具についても、平成７年７月より再審査制度が導入され、再審査期間は希少疾病用医療用具は承認後７年、新構

造医療用具は４年、新効能・新使用方法、新性能医療用具は３年、再審査期間中の医療用具と同一性を有する医療

用具については、先発品の残りの期間とされている。参考文献：わかりやすい薬事関係法規・制度　メーカー学術

薬剤部Q& A
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　平成23年９月に総務省統計局から発表された65歳以上の高齢者人

口は2980万人（総人口に占める割合23.3％）で人口・割合共に過去最

高となり、日本は超高齢社会に突入しています。老年になると、加齢

による摂食・嚥下機能の変化（歯牙の欠損、嚥下関連筋群の筋力低下、安静時の喉頭位置

の下垂、嚥下反射の遅延など）がみられるとともに、摂食・嚥下障害の原因となる脳血管

疾患やパーキンソン病、認知症などの罹患者増加によって摂食・嚥下障害をきたしやすく

なります。よって、高齢者人口が増加すると摂食・嚥下機能に障害がある方も増えることが予測されます。

　人間にとって食べることは、栄養補給だけでなく、楽しみやコミュニケーション手段など、生活していくうえ

で欠かせないものです。そのため、摂食・嚥下障害があるとQOLが著しく低下しているといえ、さらに誤嚥性肺

炎・窒息・低栄養・脱水を引き起こしやすくなり、生命の危機に直結するリスクが高くなります。

　摂食・嚥下の過程は、５段階に分類されます。（摂食・嚥下の５期モデル）

　食事中のむせは、気道から異物を排除するために起こる防御反応です。むせを繰り返す場合、まずその状況を観

察し、むせを避ける工夫をします。入院していない場合には医療関係者が食事場面を観察することが難しいため、

ご家族からむせた時の状況を細かく確認することが必要となります。

　食事中にむせたとしても、十分に喀出することができれば誤嚥性肺炎への移行を防ぐことができます。普段から

家族・友人とたくさん話をして大きな声で笑い合い、歌を歌ったりすることが呼吸訓練となり、日常生活で継続し

て行うことがポイントになります。

　食事は１日３回毎日繰り返し行われます。摂食・嚥下障害があっても、一人でも多くの方が安全においしく、そ

して楽しく食べられるように、病院の枠を超えて地域で連携して支えていくシステム作りが今後の課題と考えてい

ます。

①先行期 ②準備期 ③口腔期 ④咽頭期 ⑤食道期

食物を認知し、食
べ方、量、早さな
どを決定し、口に
入れるまでの時期

食物を口に取り込
み、咀嚼して飲み
込みやすい食塊に
する時期

食塊を舌で口腔か
ら咽頭へ送りこむ
時期

嚥下反射によって
食塊を咽頭から食
道へ送り込む時期

食道の蠕動運動に
よって食塊を胃へ
と送り込む時期

むせる状況と障害 対　応

姿　　　勢
顔・顎が上がっている　（先行期障害） 自然と軽く下を向いた姿勢に整える
体幹が不安定　（先行期障害） 枕やクッションで体幹を安定させる

食　べ　方

飲み込む前に口に入れる　（先行期障害） 食事ペースの調整

噛まずに飲み込んでいる
（先行期・準備期障害）

咀嚼の声かけ
義歯の使用
食事形態の変更（ペースト食等）

食べさせ方 介助の際、スプーンを引き抜く時に顔が上がる 顔が上がらないよう後頭部を介助者の手で支える
スプーンを上に引き上げすぎない

食　　　具 大きなカレースプーンを使って、一口の量が多
い　（先行期障害）

すくう部分が小さいスプーンへ変更し、一口量を
減らす

食 事 形 態

硬いものでむせる
（準備期・咽頭期障害）

咀嚼の声かけ
義歯の使用
やわらかくする

パサパサするもの・刻むとバラバラするもの
でむせる　（準備期・咽頭期障害） あんかけにして、まとまるようにする

液体でむせる　（咽頭期障害） 一口量の確認
トロミをつける

参考文献 
摂食・嚥下障害患者の“食べたい”を支える看護．臨床看護 3 月臨時増刊号第35巻 4 号，2009.
特集摂食・嚥下リハビリテーション疑問解決Ｑ＆Ａ，月刊ナーシング 9 月号第30巻10号，2010.

摂食・嚥下障害看護認定看護師　松永　美保
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ストレスと戦う ?!
　某製薬会社の栄養ドリンク剤の古い、古いコマーシャ

ルですが、『24時間戦えますか?!』というコピーが流行

りました。

　私は、「ストレス」という言葉を聞くたびに、このコマ

ーシャルのイメージカラーである黄色が浮かび上がりま

す。色彩心理学によると、黄色は、希望、期待、前向き、意欲的という意味を含んでいるようです。ちなみに、ド

リンク剤のコマーシャルソングの題名は、『勇気のしるし』でした。

　ストレスの研究は、古くから行われています。ワシント

ン大学でホームズらが1967年に発表したSRRS＝Social 

Readjustment Rating Scale（社会再適応評価尺度）と

いうもので、5,000人の精神的不調の患者からその原因と

なったストレスを統計処理してランクづけしたデータをま

とめています。ランクが43位まで上がっています。上位

15項目は、右表のとおりです。【生活変化単位値を合計し、

１年以上にわたって200～300点が負荷された場合には、

その翌年には、半数以上の者は心身に何らかの問題を生じ

る。また、300点以上の場合には80％の人々が翌年病気

になることが見出されている。】と報告されています。 

　考えてみれば、私たちの生活は様々なスト

レスに満ち溢れています。年が明け、寒く

なってきましたが、気候もストレスになりま

す。この世に満ち溢れているストレスとあな

たは24時間戦えますか?!

　次回は、「ストレス」について最近の知見をご紹介いたします。

（臨床心理士　大脇真奈）

　当院では医師の指示に基づき厚生労働省が定めた食種に対して、外来栄養食

事指導を行っています。平成22年度は糖尿食354件、腎臓食47件、その他食

種199件の外来栄養食事指導を実施しました。栄養食事指導実施において、パ

ンフレットやフード模型を用いた説明だけでは分かりにくい部分があり、食事

療法への理解や実践が困難な方が見受けられます。

　このことにより、実際に糖尿食・腎臓食を昼食に食べていただき、目で見て、食べて味を感じ

て、具体的な食事療法への理解をより深めていただくことを企画しました。

　平成23年11月から集団栄養食事指導『糖尿食体験栄養教室』『腎臓食体験栄養教室』を開催しています。

　今後の予定として、平成23年度の糖尿食体験栄養教室は毎月第２火曜日、腎臓食体験栄養教室は毎月第３木曜日

（正午から午後１時頃）に開催します。各回の定員は２～５人で、当院で腎臓病又は糖尿病の治療を受けている方

が対象となります。体験栄養教室参加者１人につき付き添いの方は１人まで参加することができます。

　実地医家の患者さまが体験栄養教室参加を希望される場合は、既にある医療連携WEB予約

システムや地域連携ステーションへの電話連絡を通して、外来栄養食事指導を受けていただい

た後、体験栄養教室に参加していただくこともできます。詳細は栄養管理室までお問い合わせ

ください。

　平成24年度の予定については決まり次第、春日井市民病院ホームページの栄養管理室で紹

介させていただきます。

順位 できごと 生活変化単位値

1 配偶者の死 100

2 離　婚 73

3 夫婦別居生活 65

4 拘置、拘留、または刑務所入り 63

5 肉親の死 63

6 けがや病気 53

7 結　婚 50

8 解　雇 47

9 夫婦の和解調停 45

10 退　職 45

11 家族の病気 44

12 妊　娠 40

13 性的障害 39

14 新たな家族成員の増加 39

15 職業上の再適応 39

ストレスと戦う ?!

栄養管理室からのお知らせ
集団栄養食事指導『糖尿食体験栄養教室』『腎臓食体験栄養教室』を開始しました



−18−

ちょっと豆知識ちょっと豆知識

アルツハイマー型認知症と加齢による物忘れの違い

　加齢と共に物忘れが多くなってきます。昨日の夕食の献立を思い出せなかったり、芸能人や顔見知りの名前を思

い出せなかったり、はたまた、昔はならなかったのに迷子になったり・・・などなど。「もしかしたら、アルツハ

イマー？」なんて心配をしたりしませんか？アルツハイマー型認知症と加齢による物忘れには大きな違いがありま

すので、心配する前に少し自分の物忘れを当てはめてみましょう。

　まず、アルツハイマー型認知症には本人の物忘れに対する自覚が乏しいことが多いのが特徴です。家族に連れら

れて受診する方が多いのもこれが理由です。ですから、物忘れが多くなったと心配している人はたいていが心配い

りません。

　加齢による物忘れは昨日の夕食の献立や芸能人の名前を思い出せなくても何かきっかけやヒントがあれば思い出

すことができます。例えばドラマの「相棒」を見て、主人公が誰だったか？名前が思い出せない・・・「ヒント、

水」あっ、「水谷豊」であれば大丈夫です。仮に名前は思い出せなくても他の番組や宣伝に出ていることを思い出せ

れば大丈夫です。

　迷子になっても歩いているうちに今いる場所がわかり、そこから帰り道がわかれば大丈夫です。アルツハイマー

型認知症では今日が何日の何曜日か？今いる所が何処なのか？帰り道も忘れてしまいます。また、近い記憶では

30分程度前の記憶もなくなります。また、物事に対する判断ができなくなります。だから、いらないのに大きな

買い物をしたりして・・・

　炊事などの日常的な家事もアルツハイマー型認知症では作り方がわからなくなり、料理の品数が少なくなったり

しますが、そのうちに料理自体ができなくなってきます。

　このように加齢による物忘れ（良性健忘）は記憶にはあるが、それをうまく引き出せないことでおこります。一般

的には「ど忘れ」ですね。アルツハイマー型認知症（悪性健忘）と大きな違いがありますので、心配しないでください。

　みなさん、自宅へ帰って夕食の献立が少なかったら・・・奥さんがもしかして、アル

ツハイマー型認知症？と疑う前に奥さん孝行をしてあげてください。たいてい、それが

原因です。

　また、献立に「鳥の唐揚げ」が多くなったら、他の料理の作り方を忘れたわけでなく、

倦怠期の始まりの可能性が高くなります。非常に注意が必要です。映画に誘ったり、旅

行へ行ったり、プレゼントを買ったり、早めに対処してください。そうして唐揚げが献

立から少なくなるまで奥さん孝行をしてください。・・・「ケンタッキーフライドチキ

ン」・・・「ケンタイキフライドチキン」「倦怠期フライドチキン」っていいますよね。み

なさん、気をつけましょう。

　先日、紅葉で有名な寂光院の松平實胤山主の講演を聞く機会がありました。お話の内容は、昔に比べて炊事など

の家事をはじめ、何をやるにも時間は短くなった。東京から大阪まで行くのに昔なら１日かかったのに今は２時間

半ぐらいで行くことができるようになった。全てのことが速くできるようになった。本来ならその空いた時間で余

裕ができるはずなのに空いた時間で何かをしようとするから、ますます忙しくなった。忙しくなると心を置かずに

物事を行ってしまう。「心ここに在らざれば、視れども見えず、聴けども聞こえず、食らえどもその味を知らず」と

いう言葉がある様に、それでは人と人が向き合えないので人間関係までお

かしくなってしまう。この忙しい社会であるからこそ少し余裕をもって心

を置いた生活が一番必要です・・・という内容でした。

　確かにそうです。仕事の事を考えて夕食を食べれば味なんてわかりませ

ん。何を食べたかすら覚えてもいません。それでは愛情をこめて作った人

の気持ちを感じることはできなくなります。このように忙しさで失うもの

放射線技術室　山添　智
（監修　神経内科　寺尾心一）

コーヒーブレイクコーヒーブレイク 最近の子供たちについて思うこと
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春日井市民病院の基本理念と基本的方針

は非常に多いと思いますが、その忙しいことでの影響を一番受けているのは子供たちではないでしょうか？

　大人たちはよく言います。「近頃の子供たちは・・・」でも子供たちは「近頃の大人たちは・・・」とは言いませ

ん。大人は自分が子供のころを経験しているけど、子供たちは昔の大人を知らないからです。みなさん、思い出し

てください。自分が子供のころと比較すると最近の子供たちは忙しすぎます・・・習い事、スポーツ少年団、部

活、塾・・・などなど、私たちのころはこんなに忙しくなかったですね。毎日、暗くなるまで泥だらけになって遊

んでいました。そして、家に帰ると家族で夕食を囲むことが普通でした。親を待たすと怒られるから一生懸命に

帰ってきました。日曜日も親がいるから遊びに行っても昼にはいったん帰ってきて昼食を一緒に食べました。親も

そうです。仕事が終わると真っ先に家へ帰ってきました。たいていの家がそうでした。家族だんらんが普通でし

た。今は大人も忙しすぎて、子供も忙しすぎて、家族のだんらんなんて聞かなくなりました。便利になればなるほ

ど色々なことが短時間にできるようになりました。だから、たくさんのことがやれるようになったけど、たくさん

のことをやるからよけいに忙しくなりました。本当だったら時間に余裕ができるは

ずなのに、決して楽にはなっていません。時間にも余裕が生まれてきません。ます

ます、たくさんの事をやりすぎてしまっているのです。

　ここらで私たちも少し足踏みをして、少しのんびりしてみませんか？

　子供たちや家族に少しのんびりと接してみてはどうでしょう？

　そんな時間が今一番大切な気がします。そうすれば、今の子供たちが大人になったとき「近頃の子供た

ち・・・」ではなく、「あのころの大人たちは忙しくて可哀そうだった」と言ってくれる社会になっていると思いま

す。是非とも私たち大人がそういう社会を子供たちに残したいと思います。 （放・山添）

　春日井市民病院では安全で安心できる医療を提供できるように「基本理念」「基本的方針」を掲げ、日々
努力しています。また、受診者の方が安心して受診していただけるように「診療を受ける皆様の権利と守っ
ていただく事項」も提示しています。安心してご紹介ください。

春日井市民病院　基本理念

診療を受ける皆様の権利と守っていただく事項

基本的方針

春日井市民病院は自治体病院として地域の医療にかかわる要望に誠実かつ不断に応えることを存立の
意義とする。

　春日井市民病院では診療を受ける皆様と、私たち病院職員の双方がお互いに尊敬し信頼し、協力し
あって、初めてよい医療が提供できると考えています。
　相互に信頼し協力しあって医療を行うために、私たち病院職員は皆様に次に掲げ権利を約束すると
ともに、まもっていただく事項をお知らせします。
「皆様の権利」

１．人権を尊重され、プライバシーを守られて診療を受けること
２．自分の病気や診療内容について、十分な説明を受けること
３．治療を選択する権利と、同意できない診療を拒否すること
４．診断や治療について、他の医療機関の医師の意見（セカンド・オピニオン）を聞くこと

「皆様に守っていただく事項」
１．自らの健康状態や治療中に生じた問題について病院職員に伝えること
２．院内では静粛を保ち、大声を発したりして他の方々に迷惑をかけないこと
３．医療費の支払いの請求を受けたときは、すみやかにお支払いください

１．人権の尊重によって築かれる相互信頼のもとに、医療を受けられる方の意思が反映された医療
を行います。 

２．正当な根拠に基づく良質で高水準の医療を効率的に行うために絶えず研鑽します。 
３．急性期医療の拡充と専門医療の展開に努めるとともに、地域の医療機関、保健・福祉行政との

連携を密にして慢性期医療への移行を円滑にします。 
４．公営企業として経営の健全化に努めます。
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　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。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書でも構いませんが、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となります（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。

電話予約案内

医療連携のご利用について

　市民病院では、かかりつけ医（他医療機関）からの紹介状（診療情報提供書・健診結果等）をお持ちで受診される方

や過去（前回受診日から５年以内）に当院で受診されたことのある方の待ち時間短縮のために、電話で診療予約を受

け付けております。

〒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
地域連携ステーション　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。

訂正とお詫び
Trinity Vol.4　ちょっと豆知識　放射線被ばくと活性酸素の記事の「１Svを超える量を被曝するとガンになる危険性が高ま
る」という内容で数値の表記ミスがありました。1Svではなく0.1Svです。ご迷惑をおかけして申し訳ありません。今後はこの
ようなことがないように注意して編集を行っていきますのでご了承ください。（編集部）

紹介状をお持ちで初めて受診される方

診療当日の持ち物

診療当日の受付について

事前に診療券等の準備を致しますので、診療予約日当日は、待ち時間が少なく、スムーズに受診できるように

なります。

◦　予約の際は、必ずかかりつけ医からの紹介状をお手元にご用意ください。

◦　予約時に診療券等の準備を行うため、氏名、電話番号、性別、生年月日、予約する診療科、紹介元医療機

関、当院受診歴の有無（有の場合は当院の診療券の登録番号）などをお尋ねします。

◦　保険証

◦　紹介状（診療情報提供書）

◦　診療券（以前に市民病院を受診されたことのある方）

正面玄関を入り、すぐ左の紹介受付で、診療申込書をご記入の上、「予約しました」と声をかけてください。

なお、初めて受診される方は、予約時間の30分前までにご来院ください。

予約専用電話番号　０５６８－５７－００４８
予約受付時間　　　午前９時～午後３時（休診日を除く）


