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平成 30 年を迎えて
今年は、診療報酬ならびに介護報酬の同時改定という節目の年です。これを
惑星直列などと揶揄する輩も世の中にはいますが、団塊の世代が高齢化を迎え
るという現実に直面すると、そうのんびりしてもいられないという危機感があ
ります。厚生労働省は地域包括ケア計画を推進し、病院から在宅へとの誘導を
図っています。この計画の下、愛知県では地域医療構想を策定し、病床機能報

院長

渡邊

有三

告制度に則り病床を高度急性期・急性期・回復期・慢性期と分類しようとして
います。実際には、患者が有する合併症や基礎疾患などにより、高度な医療の継続が必要となる場合
もあるため、簡単に線引きして分類することは困難です。我々急性期病院は、1 日の診療単価で色分
けするような方法ではなく、もっと実態に即した名称はないのでしょうかと行政に問いかけています
し、行政官も我々医療サイドの現場の声に関して理解を示してくださっています。しかしながら、病
床機能で分類して過剰と判断された医療機関に対しては指導・命令が可能とされており、公的病院で
ある当院や小牧市民病院、江南厚生病院などは直接的な影響が懸念され、対岸の火事と構えておれな
いのが本音であります。また、この尾張北部医療圏の中には大小の病院だけでなく、有床診療所も多
数存在します。医療圏ごとの地域医療推進会議でこれらの諸問題について討議しておりますが、病院
の一部の代表者のみが会議に参加できるだけとなっております。それでは全体を俯瞰した計画ができ
ないとの観点から、愛知県医師会の協力の下、愛知県病院協会、全日本病院協会愛知県支部、日本病
院会愛知県支部、日本医療法人協会愛知県支部、愛知県精神科病院協議会の 5 つの団体が一致協力し
て、医療圏ごとに病院団体協議会を構成し討議することになりました。尾張北部医療圏においてもそ
の活動が始まっています。有床診療所を開設している方々にも行政の方針などが周知できるため、大
きな前進と考えています。有床診療所の代表者の方におかれましては、是非ご協力をお願い申し上げ
ます。
さて、当院は地域医療支援病院として、従来から急性期医療を担う当院とかかりつけ医との前方診
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療連携、急性期医療を終えた患者の回復期治療としての後方連携に注力してまいりました。また、当
院は富士通の電子カルテシステムを採用していますが、実地医家の先生方と診療情報を共有しようと
いう考えで、Tri-net かすがいというシステムを開放しております。先生方から見れば、依頼した CT
や MRI などの画像や読影結果、患者の従来からの検査結果の一覧などが手元のパソコンで見れるよ
うになるため、本当の意味の情報共有、医療連携ではないかと思っています。ご希望があれば、当院
職員がセットアップに伺いますので、是非ご活用ください。
この度、多くの患者さんをご紹介頂き、紹介率が 80％を超え、逆紹介率も 100％に届くような状
況となったことを、紙面を借りて厚く御礼申し上げます。おかげさまで、経営状況も好転し、継続し
て経営収支は黒字決算となり、全国自治体病院開設者協議会と全国自治体病院協議会から自治体立優
良病院表彰の栄誉を授かることができました。これもひとえに先生方のご支援の賜物と感謝しており
ます。当院としては、利益を地域住民に還元すべく、新鋭医療機器の導入に積極的に関与してきまし
た。トモセラピーによる IMRT(強度変調型放射線治療)、マルチスライス CT 装置の新規入れ替え、
そして平成 30 年には 3.0 テスラの MRI 装置を増設いたします。きれいな画像と、その結果をすぐ共
有できる Tri-net かすがいの導入をよろしくお願い申し上げます。
さて、財務省は医療費増大が喫緊の課題と申して、厚生労働省と綱引きを演じています。確かに高
齢化はしておりますが、最近の新聞報道によりますと、平成 28 年度の医療費は前年より少なかった
ように報道されています。問題としては、老老介護、独居老人による引きこもり、受診抑制でありま
す。誰もが平等に、何時でも何処の医療機関にでも受診することができるというフリーアクセスは、
わが国にしかない大変すばらしい制度です。医療人としてこのような医療弱者に対しても救いの手を
差し伸べ、本人たちが満足とはいえないまでも、この国に生まれたことを誇りに思える医療を展開し
ていこうではありませんか。これこそが地域包括ケアの根幹であると信じています。
文末とはなりましたが、春日井市民病院は実地医家の皆様との連携なくして運営はできません。
今後ともよろしくお願い申し上げます。また、至らぬ点がありましたら、直接院長である小職に何な
りと申し出いただきますよう、併せてお願い申し上げます。

新任医師紹介
加藤 俊輔
小児科 医師
平成 23 年卒
前任：名古屋大学医学部附属病院
「患者さんの笑顔がたくさん見られるようにがんばります。地域医療に貢献できるように全力
を尽くします。どうぞよろしくお願いします。
」
後藤 峻作
脳神経外科 医師
平成 24 年卒
前任：名古屋大学医学部附属病院
「春日井市民病院の一員として地域の医療機関の先生方と連携し、患者さんの健康のお役に立
てるようにがんばります。よろしくお願いいたします。
」
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感染管理認定看護師
認定看護師制度は、高度化及び専門分野化する保健や医療、福祉の現
場において、熟練した看護技術と知識を用いてある特定の看護分野で
水準の高い看護実践のできる認定看護師を社会に送り出すことによ
り、看護現場における看護ケアの広がりと質の向上を図ることを目的
としています。日本看護協会によって 21 の看護分野が特定されていま

感染管理認定看護師

す。認定看護師は、それぞれの看護分野において、①個人や家族、集団

小島

慶太

に対して水準の高い看護の実践、②看護師に対する看護実践を通した指導、③看護師からの相談への
対応の三つの役割を担っています。
私が認定された感染管理認定看護師の役割は、病院を訪れるすべての患者さん、家族、訪問者を感
染から守ることはもちろんですが、臨床で活動されているすべての人を感染から守ることでもあり、
病院から居宅までと広い範囲を対象としています。そのため、必要となる幅広い感染管理に関する知
識の取得と、病院内で多職種の方々と協働するべく日々精進しております。
また、感染管理認定看護師は、感染管理プログラムに基づいた七つの役割があります。
１

感染防止対策が効率的に実施できる感染管理システムの構築を提案する。

２

疫学的知識に基づいたサーベイランスの実施、分析、評価をして結果の改善につなげる。

３

自施設に応じた、効果的な感染防止技術の実施と評価を行う。

４

自施設のすべての医療従事者が、安心して働ける職業感染対策の提案をする。

５

自施設のニーズに応じた感染管理指導の実施と評価を行う。

６

自施設のすべての医療従事者に対してコンサルテーションを行い、相談者の問題解決のリソー
スとなる。

７

ファシリティー部門と連携し、感染管理において安全で衛生的な環境の提供ができるよう提案
をする。

私は、病棟の配属のため、現場におけるロールモデルとして感染対策の実践状況の評価や問題点の
抽出を行っています。また、感染対策の要となる感染対策チーム（ICT）やリンクナースと協力して
院内のラウンドなどを行っております。
今後の活動内容として、感染管理認定看護師の役割を果たすための第一は、自施設の状況を十分に
把握・分析して、感染管理を実施・評価することであると考えています。感染対策の重要性を職員一
人ひとりが理解し、組織全体で感染対策に取り組むことを目指していきたいです。
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近年の不整脈治療
●心房細動アブレーションを中心に
多くの頻脈性不整脈でカテーテルアブレーション（心筋焼灼術）の適応が
あります。当院では、年間 100 例以上カテーテルアブレーションによる不
整脈治療を行っています。
カテーテルアブレーションとは、不整脈を引き起こす異常な心臓内の局
所にカテーテルを使用し、焼灼を行い正常なリズムを取り戻す治療法です。
脚の付け根や肩の静脈から複数のカテーテルを挿入し、心臓電気生理検査
（EPS）にて不整脈の電気の流れや心臓を刺激した時の電気の流れを分析す
ることにより、原因を突き止めどこを焼灼すべきかを判断します。治療部位

循環器内科
大口

志央

に焼灼専用のカテーテルを進め、接している心筋組織に高周波電流を流して 50〜60℃に温度を上げ
て、不整脈の原因である電気の伝導や発生をなくすことで対象の不整脈を治します。

心臓内の局所にカテーテルを挿入

心内心電図

通電後の心筋焼灼巣

また、平成 26 年 12 月には、３次元マッピング装置
（CARTO３）を導入し、更なる確実かつ安全な治療を進めて
います。３次元マッピング装置は、術前に撮像した CT 画像
や術中に撮像した超音波画像、リアルタイムで表示されるカ
テーテルの位置情報などから心臓の構造を３次元に構築し、
電気生理学的情報を重ね合わせる装置です。術中に心内で電
極カテーテルを操作して、心内電位を多点記録することでそ
の興奮様式や電位情報を３次元モデル上にカラー表示し、不
整脈の発生基質を推定することが可能です。また、心房細動
の治療の場合は、複雑な左房の解剖の状況把握が重要なた
め、３次元マッピング装置を使うことは非常に有効となって
います。
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３次元マッピング画像

心房細動は、不整脈の中でも特に多くを占めています。患者さ
んの 70％が無症状です。直ちに生命を奪うものではありません
が、脳梗塞や心不全、認知症などのリスクが有意に上昇し、生命
予後を悪化させるため、病気が発見されたら何らかの治療介入が
必要となります。当院では、全アブレーションの約 70％がこの心
房細動に対して実施しています。まだ発症して時間が経過してい
ない発作性心房細動の場合、多くが左心房にある４本の肺静脈か
ら発生するため、左右それぞれの肺静脈流入部をカテーテルアブ
レーションで円周状に焼灼することで電気的に隔離し（拡大肺静
脈隔離術：PVI）
、根治させることが可能です。肺静脈以外に起源
がある稀な心房細動や、発症から時間が経過して興奮のメカニズ
ムが複雑化している持続性心房細動の場合は、PVI 後に EPS でさ
らに興奮を分析、評価して追加治療を行います。

平成 26 年７月に心臓内で風船（クライオバルー

PVI 所見

クライオバルーン

ン）を膨らませ冷凍凝固するクライオアブレーショ
ンが保険収載されました。施設認定を受けた病院の
み施行可能であり、当院は昨年 10 月から開始して
います。これまでのような高周波電流による焼灼で
はなく、クライオバルーンにより肺静脈流入部周囲
に冷凍凝固壊死を一度に円周状に作成する新しい治
療法です。左房の解剖学的異常がなければ 4 本の肺
静脈に行うことで手軽に PVI が可能であり、一般的
な発作性心房細動に対する治療時間の短縮と治療効
率の向上が期待できます。

クライオアブレーション

我々は、今後も不整脈に対する診療体制の強化を進めるとともに、個々の患者さんに最適な医療サ
ービスができるよう取り組んでいきたいと考えています。
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地域医療連携の促進
●前立腺がん地域連携パス
当院では、一人ひとりの患者さんの治療計画や治療経過を地域の先
生方と共有し、前立腺がんを発症した患者さんの状態を保つことや悪
化を防ぐことを目的に、循環型（双方向型）連携パスを作成し、平成 29
年度から運用を開始しています。５大がんとは違い、県統一パスではあ
りませんが、この地域連携パスを利用することで、医師や施設にかかわ
らず、同じ治療を提供することができます。
普段は、あまり聞くことのない泌尿器科、ましてや今回の臓器は前立
腺という耳慣れない臓器についての話です。前立腺という臓器は、男性

泌尿器科
春日井

震

の膀胱の下方にあります。クルミくらいの大きさで、精液の生成に関与しております。女性の子宮に
相当するとも言われ、がんの性質も多少似ています。
この前立腺にできる悪性新生物を、前立腺がんと呼びます。肺がんや胃がんと比べ、身近ではない
かもしれませんが、罹患率は数年のうちに胃がんを追い抜き、肺がんに続いて第２位となるとの統計
が出ています。肺がんほど死亡率が高い訳ではありませんが、地域医療としての治療計画を考えるべ
き疾患となってきました。ここ数年の当院での前立腺がんの治療件数は表の通りです。
手術

表のほか、毎月約 100 人の患者さんが、

（前立腺全摘）

ホルモン療法を行っておりますが、待機して

放射線治療

いる患者さんも数多くみえます。なお、当院

平成 27 年

５人

26 人

では昨年 172 人の方が前立腺生検を受け、

平成 28 年

10 人

22 人

そのうち 78 人の患者さんが、がんと診断さ

平成 29 年

９人

15 人

れました。
前立腺がんの診断に役立つ PSA（前立腺特異抗原）という検査があり、この PSA 検査には二つの
意味があります。
一つは、前立腺がんの有無を調べる目安としての検査です。世界の標準値として、PSA の検査値
4.0ng/ml 以上は精密検査が必要となります。精密検査には、MRI 検査や前立腺生検があります。し
かし、検査値 4.0ng/ml という画一的な値で全てが決まるわけではありません。例えば、親兄弟に前
立腺がんの罹患者がいる方は、検査値 4.0ng/ml 未満でも少しずつ検査値が上昇すると、精密検査を
考慮する必要があります。このような検査値の動き、家族歴等も地域の先生方と一緒に考慮していき
たいと考えています。なお、検査値 4.0ng/ml はあくまでも精密検査適応の目安であり、検査値
20ng/ml を超えても、がんではない患者さんもいれば、検査値 2.0ng/ml でもがんの患者さんもい
ます。
もう一つは、治療の評価としての役割です。治療後は、定期的に PSA 検査を行います。PSA は下
がれば下がるほど治療効果があったと考えますが、検査値の上昇が続くようであれば、がんが進行し
ている可能性を疑います。当院では、前立腺全摘出後であれば検査値 0.2ng/ml 以上、放射線治療後
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であれば最小値＋2.0ng/ml 以上を再発の目安として考えます。治療後、１〜３か月ごとに PSA 検査
を実施し、再発を調べています。
ここで地域医療の観点から考えてみます。医療がチーム医療と呼ばれるようになりました。チーム
の中心は患者さんであり、周囲を医療スタッフ等が満たすことでチームが結成され、診断や治療を進
めていきます。病気が見つかれば全て同じ治療をするのではなく、患者さん個々の背景に合わせ、検
査間隔を早めたり、治療をしなかったりと医療を提供する内容を変更する必要があります。これを得
意としていただいているのが、風邪を引いたときにいつもかかる耳鼻科の先生、子供のころから家族
でお世話になっている近所の内科の先生などの地域の先生方と考えています。
春日井市の人口は、30 万人を超えるにも関わらず、泌尿器を専門とする先生は数人しかいません。
専門医が不在だから治療はできないと言うのではなく、専門医と同等の診断が可能となるような基準
を明確化したこの地域連携パスを地域の先生方にご利用していただきたいと考えています。
前立腺がん地域連携パスは、PSA 検査を３か月ごとに地域の先生方のところで実施していただき、
全身スクリーニングのため CT 検査等を１年ごとに当院で実施します。これを 10 年間継続し、がん
の治療経過管理を実施していきます。その中で、病名「前立腺がんの疑い」の D009 腫瘍マーカーを
算定するだけでなく、B001 特定疾患管理料 3 悪性腫瘍特異物質治療管理料も算定することができま
す。このような特定疾患の管理を、地域の先生方に御協力いただき治療をしていきたいと思っていま
す。
また、昨年は 5 人の方がこのパスを利用し、地域の医療機関にて PSA 検査を実施しています。現
在の対象は、前立腺全摘出後の患者さんだけですが、今後、放射線治療後など他の治療を選択された
患者さんにも適応できるよう修正を予定しております。また、県統一パスの作成 WG も開催される見
込みとなっており、私もメンバーに選出されておりますのでより洗練された地域連携パスが作成でき
ればと考えています。
このような取組みにより、更に地域医療が発展すれば、なおよい未来があるのではないかと、元旦
の日の出を見ながら考えております。

地 域 の 医 療 機 関

春日井市民病院
前立腺癌治療後の患者

PSA の上昇

PSA 検査

または１年経過ごと

CT 検査等

7

脳梗塞アルテプラーゼ静注療法の効果
●患者の退院時転帰に注目して
前回は、脳梗塞急性期のアルテプラーゼ（rt-PA）静注療法：当科
の取り組みと 397 例の臨床解析についてお話ししました（Trinity
Vol.21, p７〜11）
。私たちは、2009 年 1 月から 2017 年 12 月の
９年間に、脳梗塞急性期入院患者 3,234 例の中で、556 例（17.2％）
と全国的に見ても非常に多くの患者に rt-PA 治療を施行していま
す。最近のデータでは 2016 年が 96 例、2017 年は年間 100 例を
超えました。
本薬剤の治療効果について、NINDS による rt-PA Stroke Study

神経内科・脳卒中センター
寺尾

心一

（N Engl J Med 1995）では、発症３時間以内の脳梗塞患者に体重あたり 0.9mg/kg の投与量でア
ルテプラーゼ静注療法を施行し、アルテプラーゼ群で 3 か月後に modified Rankin Scale（mRS）が
０〜1 の完全自立に至る転帰良好例が 39％と、偽薬群の 26％に比べて有意に高率であると報告され
ました。1996 年 5 月に米国で初の脳梗塞急性期の治療薬として認可され、脳梗塞は時間との闘いで
あり、できる限り早期の治療が重要であると広く知られるようになりました（Brain attack, Time is
brain）
。一方、わが国では Japan Alteplase Clinical Trial （Ｊ-ACT、Stroke 2006）によって、脳
梗塞 103 例に対してアルテプラーゼ 0.6mg/kg の静脈内投与が施行され、3 か月後の mRS が０〜
１は 36.9％と示され、2005 年に保険認可されています。その後の市販後臨床試験（J-ACT II、Stroke
2010）
、市販後全国調査（J-MARS、Stroke 2010）では 7,492 例を登録し、3 か月後の mRS が０
〜１は 33.1％と報告されました。このように脳梗塞の rt-PA 治療によって、3 か月後の転帰良好例
は有意に増加するものの、全国的に実施率は脳梗塞全体の５％前後と低く、最近では深刻な地域格差
も問題とされています。2012 年９月からは発症後 3 時間から 4 時間 30 分以内に保険適応が拡大さ
れましたが、未だ施行症例数が少ないためか、我が国では単一施設で rt-PA 治療を施行した患者と未
施行の患者の退院時転帰を比較した報告はありません。また当院のような急性期病院から退院されて
も、3 か月後の状況をすべて把握することは困難です。脳梗塞を発症し入院したが、自宅へ退院でき
るか否かは、患者家族にとっては大きな問題と考えます。
今回は、脳梗塞急性期の入院患者について、rt-PA 治療の有無による退院時の転帰に注目しました。
対象は、2013 年１月から 2017 年 11 月までに当科に入院した脳梗塞患者 1,839 例です。アルテプ
ラーゼ静注療法適正治療指針第二版に準じて、発症後４時間 30 分以内に rt-PA 治療を施行した 390
例（21％；A 群）
、発症後４時間 30 分以上が経過、ないしは禁忌項目のために rt-PA 治療が施行され
なかった 1,449 例（B 群）に分けました。一方、私たちは、既に rt-PA 治療は重症の脳梗塞患者より
も軽症患者のほうが、より有効であることを明らかにしており、初診時の患者
の意識レベルで、JCS（Japan Coma Scale）０〜Ⅰ（軽症）と JCSⅡ〜Ⅲ（重
症）の 2 群に分類しました。
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次に結果を示します。
JCS ０〜I 群では rt-PA を施行し
た A 群は 260 例、未施行の B 群が
1,233 例あり、年齢は A 群が平均
72.2 歳（中央値 74）
、B 群は 73.4
歳（74）で、来院手段として救急
搬送が A 群は 70％、B 群は 46％
で、
臨床病型は心原性脳塞栓症が A
群は 19％、B 群は 15％でありま
した。平均在院日数は A 群が 15.8
日（中央値 11）
、B 群が 19.1 日
（14）で、A 群で有意に短縮されています（p＜0.01）。患者の退院時転帰は、自宅退院／施設入所／
リハ転院／死亡が、A 群では 185 例（71％）／15 例（６％）／55 例（21％）／５例（２％）であ
り、B 群では 746 例（61％）／82 例（７％）／387 例（31％）／18 例（１％、脳ヘルニア死亡４
例）でありました。自宅退院は A 群が B 群よりも有意に多く[Odds ratio＝1.610（95％CI：1.203
〜2.155）
、p＜0.01]、リハ転院は A 群が B 群よりも有意に少ないとする結果でした[Odds ratio＝
0.587（95％CI：0.425〜0.809）
、p＜0.01]。一方、JCSⅡ〜Ⅲ群では A 群が 130 例、B 群が 216
例で、年齢は A 群が平均 77.0 歳（中央値 78）
、B 群が 77.8 歳（78）で、救急搬送は A 群が 98％、
B 群は 90％、心原性脳塞栓症が A 群では 86％、B 群は 68％でありました。平均在院日数は、A 群
が 33.9 日（中央値 27）
、B 群が 35.5 日（31）であり、両群間で有意な差はありません。退院時転
帰は、自宅退院／施設入所／リハ転院／死亡が、A 群では、28 例（22％）／６例（5％）／65 例（50％）
／30 例（23％、脳ヘルニア死亡 15 例）であり、B 群では、20 例（９％）／37 例（17％）／103
例（48％）／56 例（26％、脳ヘルニア死亡 26 例）でありました。自宅退院は A 群が B 群よりも有
意に多く[Odds ratio＝2.690（95％CI：1.445〜5.010）
、p＜0.01]、施設入所は、A 群が B 群より
も有意に少ないことが示されました[Odds ratio＝0.234（95％CI：0.096〜0.571）
、p＜0.01]。こ
のように、退院時の自宅退院は rt-PA 治療によって、JCS 0〜I 群では 10％増加、JCSⅡ〜Ⅲ群でも
13％増加するといった結果です。
脳梗塞は、何らかの後遺症を残すことが多く、介護保険では要介護となる最大の原因です。後遺症
が重いほど、その後に何年間も要する介護面でのマンパワーや経済費用を要します。初期に何とか rtPA 治療を行えば、年間 20 万人以上が発症する脳梗塞患者の自宅退院率が 10％以上増えることは大
きな意味があります。救急隊の方々の協力のみならず、診療に携わる受付事務員、初診医師、救急・
外来・病棟看護師、放射線・検査技師など皆の努力と連携でこういった時間と闘う急性期治療ができ
るものと思っています。私たちは目の前にいる発症間もない脳梗塞患者には、一人でも多く rt-PA 治
療を行えるような態勢、そして適応患者を見逃さない態勢で毎日頑張っています。
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C 型肝炎
●最近の治療動向
C 型肝炎ウイルスに感染すると、ご存知のようにその約 70%が慢性
化します。そして、10 年から 20 年かけて自覚症状なく慢性肝炎へ進
行し、やがて肝硬変、肝癌へと進展していきます。日本では、約 150
万人が罹患しており「第二の国民病」と位置付けされています。1989
年に C 型肝炎ウイルスが発見されてから、まだ 30 年も経っておりま
せんが、近年の劇的な治療法の進歩により、C 型肝炎は「治らない疾
患」から「治る疾患」になってきました。
1992 年のインターフェロン（IFN）単独療法に始まり、リバビリン

消化器内科
祖父江

聡

（RBV）併用療法、2003 年にはペグインターフェロン（ペグ IFN）が登場し、2013 年にはペグ IFN
＋REV に NS３/４A プロテアーゼ阻害剤（Simeprevir など）を加えた 3 剤併用療法が開発され、IFN
単独では 10％以下といわれた SVR：sustained virological response（HCV 排除）率も 89%にまで
向上しました。しかしながら、このような IFN ベースの治療法は、高齢者や肝硬変患者には耐えられ
ないような副作用も多く、また IFN 抵抗性の IL-28B 遺伝子を持つ一部の症例については治療限界が
ありました。
しかしながら 2014 年、ついに IFN を全く用いない内服薬（DAA：direct acting antivirals）だけ
の IFN フリー療法が登場しました。SVR 率はほぼ 100%、しかも重篤な副作用はほとんどありませ
ん。この 3 年の間に続々と新薬が発売され、ほぼ出そろったようであります。

今回は、IFN フリーの DAA 療法の主なものについて、昨年 12 月 14 日改定されたばかりの C 型肝
炎治療ガイドライン第６版を参考に、その特徴と注意すべき点について概説します。

【DAA 療法の作用機序】
IFN が宿主の免疫調整因子の作用により抗ウイル
ス作用を発揮するのに対し、DAA はウイルス蛋白を
直接標的とした抗ウイルス薬であり、その効果は宿
主側因子にはほぼ影響を受けません。現在までに出
た DAA の作用機序を図１に示します。C 型肝炎ウイ
ルスのプラス 1 本鎖 RNA ゲノムは約 9,600 塩基対
であり、このうちウイルス粒子構造に取り込まれな
い非構造領域は、NS２〜NS５B に分けられていま
す。DAA は、その標的とするものにより、NS３/４A
プロテアーゼ阻害剤、NS５A 複製複合体阻害薬、NS
５B ポリメラーゼ阻害剤の三つに分けられます。
DAA
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図 1 DAA の分類と作用機序

は非常に強力な抗ウイルス効果がありますが、単独では耐性変異株が出現しやすいため、標的の異な
る DAA を組み合わせることにより、より強力な抗ウイルス効果と耐性株の出現を抑えることが可能
となりました。DAA 治療歴のない慢性肝炎及び代償性肝硬変の治療フローチャート（ガイドライン第
6 版改）を図２に示します。

図２

慢性肝炎・代償性肝硬変の治療（DAA 治療歴なし）

【IFN フリーDAA 療法】
（１）Daclatasvir（DCV）+Asunaprevir（ASV）療法（ダクルインザ®＋スンベプラ®）
2014 年 9 月、NS５A 複製複合体阻害薬であるダクルインザ®と NS３/４A プロテアーゼ活性阻害
剤のスンベプラ®の併用療法 24 週間（Genotype1 型）が登場しました。IFN 併用療法に比較すれば
重篤な副作用もなく、宿主側因子やウイルス量に関係なく SVR 率も 80〜90%と良好でしたが、事前
に薬剤耐性ウイルス変異（NS３A 領域の D168 変異、NS５A 領域の Y93 や L31 変異）の有無を確
認する必要があり、また併用禁忌薬剤が多いことも難点でした。のちに重度の腎障害や透析患者にも
使用可能であることが確認されました。
（２）Sofosbuvir（SOF）+Ribavirin（RBV）療法（ソバルディ®＋コペガス®またはレベトール®）
2015 年３月、待ち望まれた IFN に対する有効性も高い Genotype２型の DAA 療法として、NS5B
ポリメラーゼ阻害薬であるソバルディ®とコペガス®またはレベトール®を 12 週間併用する IFN フ
リー治療が登場しました。主な副作用は、貧血またはヘモグロビン減少（15.0％）
、頭痛（5.0％）、
倦怠感・悪心・そう痒症（各 4.3％）などで、重大な副作用として貧血（11.4％）が報告されていま
す。SVR 率も 96%と良好でしたが、慢性腎不全又は CCr が 50mL/分以下の腎機能障害のある患者
には禁忌となっています。
（３）Sofosbuvir（SOF）/Ledipasvir（LDV）療法（ハーボニー配合錠®）
2015 年 9 月、NS５B ポリメラーゼ阻害薬である SOF と NS５A 複製複合体阻害薬である LDV の
合剤であるハーボニー配合錠®（12 週間、Genotype１型）が登場しました。薬剤耐性変異を確認す
ることなく使用でき、SVR 率 100%で有効性、安全性ともに確認されました。
主な副作用は、そう痒感（3.2％）
、悪心・口内炎（各 2.5％）などです。また重度の腎機能障害（eGFR
＜30mL/分/1.73m2）又は透析を必要とする腎不全の患者には禁忌です。
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（４）Elbasvir（EBR）+Grazoprevir（GZR）療法（エレルサ®+グラシナ®）
2016 年 11 月、重度腎障害及び透析患者にも投与可能な Genotype１型に対する DAA として、NS
５A 複製複合体阻害薬であるエレルサ®と NS３/４A プロテアーゼ阻害薬であるグラシナ®の併用療
法（12 週間）が登場しました。薬剤耐性変異に関係なく使用可能で、ハーボニー配合錠®と同等の治
療効果があります。
主な副作用は ALT 増加（5.8％）
、AST 増加（4.8％）、頭痛（2.4％）
、倦怠感・下痢（各 2.0％）、
便秘・発疹（各 1.7％）などであり、重大な副作用として肝機能障害が報告されており、定期的肝機
能検査が必要です。
（５）Glecaprevir（GLE）／Pibrentasvir（PIB）
（マヴィレット配合錠®）
2017 年 11 月、ついに全 Genotype 対応、腎障害・透析患者にも投与可能な DAA 製剤で、NS３
/４A プロテアーゼ阻害薬の GLE と NS５A 複製複合体阻害薬である PIB の配合製剤マヴィレット配
合錠®が登場しました。１型と２型の慢性肝炎については８週間の投与、そのほかの Genotype およ
び代償性肝硬変には 12 週間の投与となっています。SVR 率は Genotype１型、２型の慢性肝炎、代
償性肝硬変では 100%、３型では 83.3%でした。
主な副作用としては、そう痒（4.8％）
、頭痛（4.2％）
、倦怠感（3.0％）
、血中ビリルビン増加（2.4％）
などが報告されています。
ただし、以前に行われた DAA（NS３/４A プロテアーゼ阻害薬＋NS５A 複製複合体阻害薬）治療
で不成功だった症例に対する再治療は注意が必要です。薬剤耐性変異が惹起されている可能性があり、
治療前に NS３/４A プロテアーゼおよび NS５A 複製複合体の変異を測定したうえで治療適応を考慮
することが望ましいとされています。愛知県では肝疾患診療連携拠点病院である 4 つの大学病院で行
っています。詳細は当院の消化器内科か 4 大学病院の消化器内科にご相談ください。

【主な IFN 療法と DAA 療法の比較】

No.
1

IFNの
使用
有

Genotype

ペグインターフェロンα

１型 リバビリン

2

無

１型

3

無

２型

4

無

１型

5
12

無

一般名

全タイプ

作用

商品名

用法

用量

インターフェロン

ペグイントロン/ペガシス 皮下注射 １週１回

ブースター

コペガス/レベトール

内服

１日２回１～２錠

シメプレビル（SPV）

NS３/４Aプロテアーゼ阻害薬 ソブリアード

内服

１日１回１錠

ダクラタスビル（DCV)

NS５A複製複合体阻害薬

内服

１日１回１錠

アスナプレビル(ASV)

NS３/４Aプロテアーゼ阻害薬 スンベプラ

内服

１日２回１Cp

ソホスブビル(SOF)

NS５Bポリメラーゼ阻害薬

ソバルディ

内服

１日１回１錠

リバビリン

ブースター

コペガス/レベトール

内服

１日２回１～２錠

ソホスブビル(SOF)

NS５Bポリメラーゼ阻害薬

レジパスビル(LDV)

NS５A複製複合体阻害薬

ハーボニー配合錠

内服

１日１回１錠

グレカプビル(GLE)

NS３/４Aプロテアーゼ阻害薬

ピブレンタスビル(PIB)

NS５A複製複合体阻害薬

ダクルインザ

マヴィレット配合錠

内服

１日１回３錠

治療期間

SVR率

医療費

24週間

89%

約230万円

24週間

80～90% 約265万円

12週間

96.00% 約380万円

12週間

100%

8週間
または12週間

約460万円

1・２型
100％
３型 83％

約410万円

【注意すべき点】
（１） 非代償性肝硬変を除くすべての C 型肝炎症例が抗ウイルス治療の治療対象となります。し
たがって、ALT が正常な C 型肝炎患者や代償性肝硬変も治療対象になります。
（２） DAA 治療を行う前には、必ず HBV の共感染や HBV の既往感染をスクリーニングする必
要があります（HBV 再活性化の危険性）
。
（３） 以前の IFN フリーDAA 療法の不成功例に対する再治療は、肝疾患診療連携拠点病院（愛
知県では 4 大学の病院）で検査が必要です。一度ご相談ください。
（４） マヴィレット配合錠®は禁忌項目に Child-Pugh 分類：C と記載されていますが、ChildPugh 分類：B も適応外となります。
（５） マヴィレット配合錠®は Genotype の違いや慢性肝炎・肝硬変の違い、初回治療か再治療
かにより投与期間が異なります。また、1 回 2 週間分までの処方です（2018 年 12 月 1 日
から長期処方可）。
（６） 透析患者における HCV 持続感染者の割合は 6.5%と報告され、男性、透析歴の長い患者
ほど HCV 抗体陽性率が高いことが示されています。HCV 感染は慢性腎臓病患者において腎
機能低下のリスクとなり、透析患者では生命予後を悪化させることは明らかであるため、
CKD 患者および透析患者では積極的に抗ウイルス療法を行うべきです。
（７） わが国で行われた後ろ向きコホート研究によると、定期的肝癌スクリーニング（腹部超音
波を少なくとも 6 か月ごと）を受けていた症例の 5 年生存率が 93%であったのに対して、
受けていない症例では 60%と予後は不良でした。したがって、HCV 排除後であっても、高
齢、男性、アルコール摂取、肝脂肪化、糖尿病など現時点で同定されているリスク因子、お
よび治療後のバイオマーカーに基づいて、定期的（３～6 か月ごと）肝癌に対するサーベイ
ランスの継続は必要と考えます。

以前は治療対象外だった患者さんも治療の進歩によりほとんどの C 型肝炎が治療対象となり、ほぼ
100%治癒する時代となりました。
治療を受けていない患者さんがみえましたら、ぜひこの機会に当院にご相談ください。

参考文献
日本肝臓学会肝炎診療ガイドライン作成委員会編：C 型肝炎治療ガイドライン（第 6 版）2017
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誤嚥性肺炎患者に対する口腔管理の重要性
●入院患者に対する口腔管理介入の取り組み
●誤嚥性肺炎は、高齢者の主な死因の一つ
平成 29 年現在、日本人の「死因別死亡率」を確認すると、
「肺炎（9.4％）
」
は第３位となっています。第１位は「悪性新生物（28.7％）
」
、第 2 位は「心
疾患（15.2％）
」です。肺炎で亡くなっている方は、ほとんどが高齢者であ
り、
「肺炎による死亡者の 96.6％」が 65 歳以上の高齢者です。そして、高

歯科口腔外科
小原 圭太郞

齢者の肺炎の 70%以上が誤嚥性肺炎であることがわかっています。

●国をあげての取り組み

65 歳を過ぎると加齢とともに免疫機能が低下するため、感染症にかかるリスクが高くなります。
いかに健康を保って寿命を延ばすかが大きな課題となっています。そのため厚生労働省は、平成 26
年を「健康・予防元年」と位置付け、国民の健康づくりを図り、
「国民の健康寿命が延伸する社会」の
実現に向けた予防・健康管理の取り組みの一つとして、
「肺炎の予防対策」を掲げています。その中で
高齢者の誤嚥性肺炎予防に向けた口腔ケア、成人用肺炎球菌ワクチンの摂取の推進を進めています。
春日井市では 65 歳以上の方に対し肺炎球菌ワクチンの摂取の助成を行っており、また、かかりつけ
歯科で「誤嚥予防プログラム」として飲み込みの評価や口腔清掃状態の評価を行い、誤嚥性肺炎予防
の口腔ケアを提唱しています。

●誤嚥性肺炎予防と口腔ケア
高齢者の誤嚥性肺炎の多くは、不顕性誤嚥によって引
き起こされると考えられています。入れ歯の洗浄が不十
分だったり、う蝕（虫歯）や歯周病があったりすると、
口の中の細菌が増殖して、誤嚥をしたときに肺炎が起こ
りやすくなります（図１）
。そのため、誤嚥性肺炎を防ぐ
ためには、毎日の口腔ケアで口の中を清潔に保つことが
重要になります。口腔ケアの目的の一つは、口腔内清掃

全国健康保険協会

図１

HP より引用

誤嚥性肺炎の仕組み

を行うことによって口腔内の細菌を減らすことです。図
２は、米山※１らが要介護者高齢者における２年間の肺炎
発症率を対照群と口腔ケア群で比較調査した結果です。
口腔ケア実施の有無で 10％以上も誤嚥性肺炎の発症率
を下げることができます。また、二つ目の目的は口腔清
掃、マッサージによって「口腔周囲の組織を刺激するこ

図 2 肺炎発症率の推移

と」により、低下した咀嚼・嚥下機能を改善するリハビリ効果が得られることです。図３は、菊谷※２
らが介護施設において潜在的低栄養の人に機械的口腔ケアによって、舌や口唇などの口腔機能が改善
し、食べる量が増え、栄養状態（血清アルブミン値）の改善を図れた結果です。口腔ケアは、口腔内
の歯や粘膜、舌などの汚れを取り除く器質的な口腔ケアと、口腔機能の維持・回復を目的とした機能
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※１

米山歯科クリニック

院長

※２

日本歯科大学教授

的な口腔ケアから成り立ちます。この二つが、うまく

3.9

組み合わされることで、口腔ケアの効果がさらに高ま

3.8

ります。

3.7

このように口腔ケアとは単に口腔内の清掃を行う

3.6
3.5

ことだけではありません。つまり、味覚の改善、食欲

（ｄ/ｍｌ）

の増進、身体の諸機能の向上や低下防止などの効果も

介入１年前

介入時

介入８か月後

図 3 血清アルブミンの推移

期待することができます。実際、要介護高齢者に対し

て口腔ケアを行うことにより、認知機能の低下が緩やかになるというデータも出ており、口腔ケアは
口腔内のみならず、全身的な機能改善につながるものであると考えられます。

●誤嚥性肺炎患者に対しての取り組み
周術期における口腔管理及び ICU 管理における挿管中の口腔管理、
入院中のセルフケアが困難で口腔管理を必要とする患者さんに対し
て、歯科衛生士による口腔ケアの介入を行っています。それに加えて
平成 29 年 3 月から入院管理が必要な肺炎患者に対し、口腔ケア介入

初診時

を積極的に行うことになりました。入院後に口腔内診察ならびに汚染
の度合いを歯科医師が診察し、歯科衛生士と共に口腔管理の計画を立
案します。病棟看護師と口腔ケア方法について共有することによって
継続した口腔管理の実施に努めており、誤嚥性肺炎による入院期間の

退院時

短縮や早期に経口摂取へとつながる取り組みをしています。

●誤嚥性肺炎患者の介入状況
平成 29 年３月から９月までの介入状況については、次のとおりとなっています。
【口腔管理】点数が高いほど汚染は強い
誤嚥性肺炎入院患者の介入

介入患者数
100人
介入前

口腔環境汚染度合い評価（最高15点）
【摂食・嚥下機能】点数が高いほど機能は悪い

経
口摂取可
能患者数
経口摂取
可能患者数
45人
介入前

摂食・嚥下機能評価（最高３点）

割合

144人

69.4%

介入後

5.34点

入院時絶食患者の改善

総患者数

2.78点

2.49点
総
患者数
総患者数
112人

割合
40.2%

介入後
2.21点

以上の結果からも肺炎患者に対して口腔ケアの介入を行う事で、口腔環境の改善、口腔機能の回復
につながっていることが分かります。
当院では、退院前に再度、歯科医師が口腔内診察を行い、退院後に必要な口腔ケアや治療について
確認し、退院時口腔管理シートを記入し、退院後の口腔管理方法についての紹介状を作成しておりま
す。それによって、在宅や施設での生活に戻っても、施設看護師や介護士が継続した口腔の衛生や機
能の維持を行うことで、誤嚥性肺炎の再燃予防を図ります。また地域のかかりつけ歯科とも協力し、
地域での継続した口腔管理を行うことができるように体制を整えていく予定です。今後、さらに多く
の医療関係者に口腔ケアの有効性と重要性を認識していただきたいと思います。
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「肥満・糖尿病外科治療」を始めました
●チーム医療とともに
世界中で肥満人口が増加するとともに、肥満関連健康障害の重篤化や医療
費の増大が問題となっています。そして、高度肥満症患者さんに対する内科
治療は一般的に困難であり、欧米では 1950 年代から肥満・糖尿病外科治療
（肥満外科治療）が行われています。また、肥満外科治療は体重減少効果（図
１）だけでなく、糖尿病や脂質代謝異常の代謝疾患に対し高い改善効果があ
ります（図２）
。高度肥満に伴う２型糖尿病などの代謝疾患の治療を目的と
した手術を「代謝改善手術（metabolic surgery）
」と呼ぶようになってきて
います。我が国では、2014 年に肥満外科手術の一つである腹腔鏡下スリー

外科
會津 恵司

ブ状胃切除術（図３）が保険収載されました。適応は、BMI35 以上の肥満患
者さんで糖尿病、高血圧または脂質異常症のうち一つ以上を合併しているこ
ととなっています。実施には厳しい施設基準があり、春日井市民病院は、岩
手医科大学外科学講座教授佐々木 章先生のご指導のもと、平成 29 年９月
に肥満外科治療を始めました。
肥満外科治療は、単に手術を行うだけの治療ではなく、術前から食事療法、
行動療法、運動療法で生活習慣の是正を行います。安全な手術の実施には、
術前の減量が必須です。手術のための入院期間は約１週間で、術後も内科的

図１
スリーブ状胃切除術後の体重減少効果

経過観察、栄養指導を含む５年間のフォローアップを行います。手術をすれ
ば簡単にやせられると思っている方には十分説明し、容易ではないことを理解してもらっています。
ただ、高度肥満患者さんは単に栄養・代謝学的な問題以外に、心理的、社会的問題を抱えているこ
とが多く、さまざまなサポートが必要で内科医、管理栄養士、理学療法士、臨床心理士、ソーシャル
ワーカー、外科医などからなるチーム医療のもとに肥満外科治療を行っています。
肥満関連合併症を持つ、もしくは今後の合併症の発症に不安のある BMI35 以上の高度肥満患者さ
んを加療されている先生方には、肥満外科治療について当院へご紹介をご検討いただければ幸いです。
糖尿病改善

脂質異常改善

高血圧改善

改善率：95.4％

改善率：60.5％

改善率：58.5％

図２

肥満外科手術後の代謝性疾患改善効果
ホームページ
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平成 30 年 1 月 25 日発行
広報委員会

図３ 腹腔鏡下スリーブ状胃切除術
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