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巻頭

多くなりました。従って死亡例が少なくなり、長期
生存例が多くなったため、患者の実数は年々増えて
おります。むしろ現在では、原疾患の治療も大切で

膠原病の今昔
リウマチ科
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大浦

すが合併症の高血圧、心疾患、糖尿病等のいわゆる
生活習慣病の早期発見、早期治療も大切となりまし

孝

た。脳卒中、心臓病、感染症で死亡する例が多くなっ
たのです。腎炎、ネフローゼ、腎不全が重篤で最も多
い合併症ですが、やはり早期発見、早期治療、継続治

膠原病とは身体のなかの細胞や臓器をささえてい

療でコントロール可能となりました。更には腎不全

る結合組織の中の膠原線維が変形する病気で、欧米で

でも血液透析療法を回避し「数少ない治る腎不全で

は結合組織病とも呼ばれます。次の６種類の病気の総

ある例」もあります。

称名です。
①関節リウマチ

２．関節リウマチ（ＲＡ）は全身の関節が炎症を起こ

②全身性エリテマトーデス

し、発赤、腫脹、疼痛を訴えます。対称性に関節痛が

③強皮症

出没し、特に手指関節に頻発、朝のこわばりとして

④皮膚節炎

自覚されます。進行し重症になると関節が変形、拘

⑤結節性多発動脈炎

縮し、可動不可能で、起床、起立等の日常生活が不能

⑥リウマチ熱

になります。この病気も早期発見、早期治療が原則
で、５．６年前より生物学的製剤の導入により、改善

1．膠原病の一種である全身性エリテマトーデス（ＳＬ

し、治る病気となりました。

Ｅ）は医学的には難治性の病気で、行政側は治療研
究の対象と位置付け、特定疾患との名称で医療費の

３．線維筋痛症（ＦＭ）は膠原病のグループには入りま

自己負担は免除されています。沖縄県では895名の

せんが、全身の関節や筋肉の疼痛を訴えます。この

方が登録されています。
（2007年度）

病気は疼痛感覚過敏症と考えられ、
「 痛みが稲妻の

ＳＬＥは若い女性に多く、原因不明の発熱が持続

様に身体をすり抜けて行く」とか、
「ガラスの破片が

し、皮膚症状が特徴的で、全身の関節痛も訴えます。

身体中に埋まっている」とか、
「生傷を擦られる様な

30年前は、不治の病として死を宣告されたのに等

ヒリヒリした痛み」とかいう想像を絶する痛みのた

しく、死をまつのみの療養生活を余儀なくされてお

め、文字通り、身の置き場もなく、精神・心理的にう

りました。それは病気の実体が十分に理解されず

つ病の状態となります。原因不明の文明病で診療体

に、病院を転々と梯子したあげく、重症化して手遅

制も治療方針もまだ確立されておりません。研究会

れとなり、火の消し様のない例が数多くあったので

が発足され、
近々治療方法が公開される予定です。

す。中には病院をあきらめユタを訪問した方や逆に
入院中の患者のお祓いのためか、ユタが病院を訪ね

以上、痛みを訴える重要な３つの病気を取り上げま

てきた方もいました。更には東京の専門医を受診し

したが、いずれも通称

た方もおりました。

リウマチとか膠原病

最近ではこの病気も広く理解され、早期発見、早

とか言って世間の話

期治療の原則が周知される様になりました。軽症例

題になる事がありま

は治癒可能になりました。又、重症例でも、早期に適

す。

切な治療を受ければ回復可能で死を免れ、治療を継
続しながらに日常生活を支障なく過ごせる様にな
りました。大雑把に推測するに、年間10％が治癒し、
10％が不幸な転帰を取っているのが実情です。あと
の８０％の方は必要最小限のお薬を服用しながら
普通の日常生活を送っているのです。
この10年間、
治療方法も格段に進歩し治る例も数
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リウマチ治療の現在
リウマチ科

大浦

孝

2009年正月、日本列島はあたり一面雪景色となっ

にも変革をもたらした。生物学的製剤はＲＡ疾患活動

た。唯一、沖縄地方は雪が降らない。それでも北よりの

性を制御し、関節破壊の進行を阻止する。さらに、生活

風が強まり、摂氏７℃となり、肌寒い朝となった。通

の質（ＱＯＬ）や生命予後を改善し、治療の目的を長命

勤・通学路では、冷たい北風に肩をすぼめて歩く人た

に置くことを可能とした。現在では外来通院で点滴静

ちの姿が目立った。からだの節々が痛み、起床時には

注を月１回施行する事で治療可能であるが、医療費
（薬価）が高額となるのが難点である。

特に両手がこわばる・・・リウマチの患者さんにとって

一方、生物学的製剤は特定の標的を「ノックアウト」

はゆううつな季節である。朝が辛く、夕方にはややス
ムーズに楽になる。関節リウマチ、いわゆるリウマチ

するが故に、時に重篤な副作用を生じる。生物学的製

の歴史は古く、痛みが全身をくまなく移動することか

剤による肺炎があり、また、炎症反応や発熱が抑制さ

ら痛みの原因物質が血流中を流れているものと想定

れ、感染症の早期発見は症状や所見に頼らざるを得な

して、ギリシャ語で 流れる を意味するリウマチとい

いこととなる。又、生物学的製剤といえども治癒率は

う語がそのまま定着している。現在でも根本的な原因

約３割に過ぎず、自己免疫制御という観点からの治療

は不明であるが、未知のウィルスが侵入し、特定のヒ

の開発が期待される。
何故リウマチは発病するのであろうか？それは遺

トと相性が合った時、全身の関節炎として発症すると

伝子配列の微妙な差異と環境因子（ウィルスその他）

の説が有力である。
ともあれ治療法は格段に進歩した。早期発見、早期

の相互作用（相性）で発病するものと考えられている。

治療、継続治療が原則である。薬物療法、手術療法、リ

リウマチ発病関連遺伝子の候補も発見されつつある。

ハビリテーションと個々の患者さんに最も適切な、時

発病させるであろう遺伝子配列の微妙な差異が解読

宜を得た治療法が選択できる時代となった。薬物療法

されれば、その役割、メカニズム、進行過程も解明され

では、消炎鎮痛剤を基本として、副腎皮質ホルモン剤

ることになろう。そうすれば根本的治療や予防も不可

や免疫抑制剤の併用療法で充分な治療効果が得られ

能ではない。また、現在の治療法も一人一人に適した、

る。疼痛は緩和し、関節の動きもスムーズとなり、症状

違いのある個別的治療法（オーダーメイド）へと、より

の進行・関節の変形は阻止される。もっとも、これらの

個性的になることであろう。

治療は諸刃の剣でもあり、副作用の発現には細心の注
意を要する。関節炎のみならず、五臓六腑いずれかの
臓器が侵されたり、皮膚潰瘍を形成したりしてくる
と、悪性関節リウマチとしてより強力な治療法が必要
とされる。各治療法の適用、その時期と期間との組み
合わせは、患者さんの状態に応じて慎重に吟味され
る。とはいっても、これらの従来の治療法はいわば総
花的・対症的治療法で、必ずしも的を射た治療法とは
いえないところもある。
数年前、より的を射た治療法が開発された。リウマ
チの原因は不明であるが、その病態、特に進行過程で
ある炎症・免疫反応が分子のレベルで解明され、そこ
で主役、脇役、善玉、悪玉がリストアップされた。病態
の悪循環を断つため、最も肝心な悪玉に的を定めてミ
サイルを発射する治療法が開発された。
即ち、上記のような生物学的製剤の導入は関節リウ
マチ（ＲＡ）の治療を革新させた。
病態解明の基礎研究
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症例報告

−生物学製剤導入のメリットとデメリット−
看護部

患者氏名

Ⅰ．T．
（83歳・男性）

主

全身関節痛

訴

上原

検査所見 （ 09年５月12日
血

母がリウマチ

既 往 歴

70歳

肺気腫 ・・・近医通院中

ＷＢＣ

６９５０

78歳

心疾患
（ペースメーカー挿入）

ＲＢＣ

３９８

現 病 歴

りよ子

初診時）

算

家 族 歴

60歳頃

第３号

Ｈｂ

１１．６

Ｈｔ

３３．７

ＰＬＴ

２２．４

関節痛、こわばり出現。整形外科にてリウ
生化学

マチと診断。その後内科へ転院。高血圧症
の診断にて内服開始となるが内服拒否。

ＴＰ

７．３

ＵＡ

ＡＬＢ

３．４

ＢＵＮ

ＧＯＴ

２９

Ｃｒ

頚部、両肩〜手関節痛、股関節、膝関節痛、

ＧＰＴ

２１

Ｎａ

足関節痛、足底部痛、両顎関節痛訴えあり、

ＢＳ

８２

Ｋ

薬物療法開始。その後生物学製剤開始とな

Ｔ−ｃｈｏ １５１

る。

ＣＰＲ

2009年5月12日

当院初診。

同年7月28日

Ｃｌ

３．６
１４．５
０．１７
１３２
４．
８
９９

５．
１１

ＣＣＰ抗体

６６．
７５

ＭＭＰ−３

７８．
３

生物学製剤3回目予定も、鼻汁、下痢、ふら
現在の処方：略

つき出現あり生物学製剤延期となり、感染
症治療の開始となる。

問題点
７月30日
♯１

38.5℃の発熱あり、某病院受診。気管支肺

高齢で、肺気腫、心疾患（ペースメーカー挿入）

炎疑いにて抗生剤処方となるも、以前蕁麻

の既往があり、生物学製剤使用中は、今後も感染の

疹出現あり、内服拒否。今回も内服拒否あ

リスクが高いため、本人及び家族に感染予防につい

り高熱持続。

て再度指導を行う。また、体調不良時は必ず連絡す
るよう指導する。

８月３日

当院受診。
♯２

38.2℃の発熱、全身倦怠感、食欲不振持続。

処方薬の管理は本人が行っているが、家族にも

説明してもらう。

酸素飽和濃度85%と、低下みられ酸素吸入
対処。点滴治療開始。酸素飽和濃度90%ま
で改善。その後、3日間の点滴治療にて、症
状改善される。関節症状増悪なし。
８月11日
内服状況確認。副腎皮質ホルモン剤、免疫
抑制剤の中止を説明する。生物学製剤の再
開を検討中。
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症例報告 現代のいたいいたい病
−線維筋痛症かパーキンソン病か？−

患者：52歳、女性、主婦
家族歴：特記なし

主訴：全身の疼痛

看護部

神谷 まり子

する。又、内服後不快症状（吐き気、背部のふるえ、乾

既往歴：特記なし

性咳嗽、動悸）出現する。その為内服や注射に対して

現病歴：

使用後の強い痛みの出現に恐怖心がある。

'03年（47歳）

②当院では副腎皮質ホルモン剤（ソルコーテフ）と鎮痛

背部中心にチクチクとした痛みが間欠的出現。整形

剤（ノイロトロピン）混注の点滴施行。点滴中乾性咳

外科受診しＸ線上異常なし、その後両足底部の痛み出

嗽出現し、
背部のふるえもあった。帰宅後から吐き気

現し、再度整形外科受診、リウマチのテストにて陰性、

が強く、入眠困難であった。吐き気が続いていると再

痛み止めのみ処方される。痛みは改善し仕事も行って

診、制吐剤と鎮静剤混注の点滴を吐き気止めと、痛み

いた。

（鎮静効果）のある薬と説明し点滴開始。開始5分後
より乾性咳嗽出現し、咳が始まるとその他の症状も

'07年（51歳）

出現するので中止を強く希望され点滴を中止。その

腰部から右臀部、右大腿部にかけての痛み出現、歩行

後制吐剤と鎮静剤混注の点滴を吐き気止めだと説明

困難となり整形外科受診、Ｘ線にて腰椎ヘルニアの指

し開始。乾性咳嗽、
その他の症状出現無く表情穏やか

摘受けた。右腋下リンパ腫脹、右肩甲骨にかけて痛み

に点滴終了。

出現。その後頭痛も出現し内科受診、右下肢、右上肢動
きが悪いとのことで、パーキンソン病の疑いにて、神経

以上、鎮痛剤や鎮静剤などに不快症状が出現すると

内科紹介される。

の先入観が強い。実際、吐き気止めだけだと説明した際

神経内科受診、右下肢、右上肢動きが悪いため、パー

は、不快症状出現無く、その後体調不良の訴え無く帰宅

キンソン病と診断され内服薬開始。内服後背部の痛み

された。

が中心部より全体的な痛み（鉛が入っている様な）灼熱

今後の治療に対して、線維筋痛症の治療を当院で希

感増強。鎮痛剤も処方され内服開始。

望されているが、現時点では本人の薬に対する敏感な
反応、先入観が強い為、精神科（メンタルケア）
の受診を

'08年（52歳）
3月頃

優先させ、併診連携を説明した。
線維筋痛症：日本において21世紀に入りやっとその

症状悪化、神経内科より精神的なものとして、

心療内科紹介され受診。抗不安薬、抗うつ薬を痛み止め

存在が注目され始めた新しい疾患です。その原因はま

と説明受け処方される。1・2回内服後より、背部違和

だ分かっておらず、患者と医師の手探りの治療が行わ

感、痛み強くなった為、自己判断にて内服中止。痛みに

れているのが現状です。患者は痛さによる苦痛を和ら

対しては鎮痛剤内服にて対処し、家事はこなせていた。

げようと医師を探し求め、種々の診療科を渡り歩いて

7月

います。原因は未だ特定されていませんが、早期発見、

パーキンソン病の治療薬を内服すると下肢の重

み、手指振戦、背部の強い痛みが出現する為、家事も困

早期治療でよくなる方も沢山います。

難となり、神経内科にて症状について相談、10日間内

（線維筋痛症友の会
http://www5d.biglobu.ne.jp/˜painn/ より）

服中止となるが、中止後体調不良となり、2週間入院。
内服は再開となる。
9月

パーキンソン病：主に40歳から50歳以降に発症し、
ゆっくりと進行する原因不明の神経変性疾患（様々な

呼吸苦、喉が焼けるようなヒリヒリ感出現、国立

病院呼吸器科受診。
胸部ＣＴ施行、異常なし。

神経が変性していく病気）です。日本全体で10万人以

線維筋痛症疑いにて当院紹介となる。

上の患者がいると推定されています。手足のふるえ、
手
足のこわばり、動作が緩慢、転びやすくなる等が代表的

臨床経過−各種治療に対する反応−

な症状で片側の症状から始まり、他の部分へ進行する
特徴があります。また、身体の痛みが起こる事もありま

①鎮痛剤内服にて症状改善するが、時間が経過すると

す。

効果が無くなり、内服前の痛みより更に痛みが増強

（フリー百貨辞典「Wikipedia」
より）
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診断書作成の経緯
―線維筋痛症の症例報告―

看護部

症例報告：
症例：54歳

上原りよ子

'08年9月8日
9月1日より頚部痛、腰痛増強し間欠的入眠となる。

男性（元教師）

主訴：頚部、両膝関節痛、両足背部のしびれ

下肢痛軽減するが冷房等で冷えると痛み増強する。

既往歴：30歳、33歳時

前回の点滴の効果あり。

53歳

椎間板ヘルニア

椎間板狭窄症

鎮痛剤（ノイロトロピンⓇ）追加処方する。

現病歴：
'04年9月

腰痛、下肢痛出現し某病院①受診するも原

'08年9月22日

因不明。
12月

痛みは初診時の⑩→⑤へ半減。追加薬（ノイロトロピ

症状持続し某病院②整形外科受診、原因不

ンⓇ）の効果あり、楽になっている。

明にて痛み止め処方受けるも改善なし。
'06年6月

症状持続し某病院③整形外科受診。下肢の

'08年10月6日

しびれの改善目的にて糖尿病治療薬処方

10月

下半身の痛み少し良くなってきている。冷えると痛

されるが改善なく、痛み、不眠、不安感増

み増強、歩行困難あり。

強。

漢方薬（アコニンサン錠）追加処方する。

右肩の激痛、挙上困難出現、某病院④整形外
科受診するも原因不明。
'08年7月

'08年10月20日

心療内科より原因不明の痛み

薬の効果薄れてきている、追加処方の漢方薬（アコニ

にて当院へ紹介となる。

ンサン錠）内服するが痛み同様。

心療内科での処方薬（抗うつ剤と抗てん

本人が聖マリアンナ医大総合相談室へFAXにて病状

かん薬）

に対してのアドバイスを受け、それに従い当院にて抗
てんかん薬を追加処方する。

家族構成：
離婚後中学生（長男）と二人暮らし。

'08年12月11日
薬の効果低下している、症状も悪化し、当院への通院

生活背景：

は困難。抗うつ薬や抗てんかん薬が効果があるなら、通

元教師だが、症状出現しいったん休職したが、症状の

院中の心療内科で処方してもらいたい。また症状悪化

改善なく退職となった。

で農作業困難と診断書を書いて欲しいと希望あり。

現在は生活保護受給中。

心療内科へ紹介状作成し転院となる。
診断書①記入し本人へ渡す。

経過及び治療：
'08年7月8日（初診）

'09年1月10日（患者より1回目のFAX届く）

頚部、腰、両膝関節痛、足背〜足趾のしびれ訴えあり、

全身の痛みを感じた事はなく、首、手指、腰、足の痛み

線維筋痛症の診断基準である圧痛点では18ヵ所中5ヵ

である。嘘の診断書は法的に通用しない。畑作業により

所圧痛あり、3ヶ月以上続く広範囲の疼痛にて線維筋

症状出ている。と訂正して欲しい。

痛症と診断され、鎮痛剤の点滴静注治療開始する。

診断書②記入し郵送する。

'08年7月10日
血液検査所見、明らかな異常なし。点滴の効果なし。
腰から下肢の痛み増強し、不眠傾向訴える。鎮痛剤の経
口処方も開始する。
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'09年1月14日（2回目のFAX届く）

'09年2月10日
その後の情報：

診断書について、畑作業で症状が悪化したのは間違
いない。診断書には全身に症状が広がり通院が無理と

例の件でと某なるものから電話があった。一瞬弁護

書いてあるが、ごく普通の日常生活で悪化したのでは

士かと思った。さにあらず交通事故の加害者であった。

ない。書き替えて送って欲しい。

彼の自転車に接触したらしい。電話ではどちらが被害

裁判が終われば謝礼します。書き替えがない場合、有

者でどちらが加害者かも判然としない。
「交通事故（接

印私文書偽造で告訴します。

触事故）があり、それで病気が悪化したので、東京まで

（労災関係で係争中らしいことが分かる。）

治療を受けに行く為、渡航費を出して欲しいと要求さ
れた。」と病気の確認、因果関係の確認の電話で、全く見

'09年1月16日（3回目のFAX届く）

知らぬ人（事故の一方の当事者）から相談を受けた。

診断書には過度の農作業で痛みが強くなった。と書い

「これは保険会社と警察が関与する問題で、医師側

てもらいたい。

は病気の現状を診断するのみです。接触事故で発病し
たり、悪化するとは考えられません！！」とお答えし

'09年1月17日（診断書の件で来院）

た。

院長と面談：

電話を切った後、強制、強要、脅迫、詐欺に当たるかな

「農作業との因果関係、誘因については判然としな

とも考えた。

い。原因は不明、証明する事は私の能力外で、越権行為
考察：

となります。」と本人へ説明する。

①日常診療における医療行為は診療業務のみに留まる
'09年1月22日（4回目のFAX届く）

ことなく、しばしば患者さんの私生活及び社会生活

１／17の面談の件（弁護士談）

の接点に立たされ、その判断に苦しむ事もある。

１）カルテの医師以外の記入は違法行為。

②診断書は医師が発行する有印私文書で医療の状況に

２）効力を出さない処方箋を何度も出している、医療

応じて、必要な範囲で、簡潔に記載する。

過誤に当たる。

時に訴訟の証拠物件となり裁判の判決を左右するこ

３）カルテ記入は畑作業で重度化した事について書く

とがある。

項目はない、誘導質問によって書かれたものであ

（院長

る。
「なぜ正確な診断書が書けない！！」
「弁護士と争い
ますか？敗訴しますよ。」
（弁護士と相談して提訴するつもりらしい。）
'09年1月31日
転院後の対応：（心療内科よりの情報）
症状は、抗てんかん薬増量で痛みのコントロールは
できている。当院でも農作業で症状が悪化していると
診断書を書いて欲しいと申し出があったが「過去の事
や見てもいない事は書けないですよ」と説明。以後申し
出はない。
「 息子さんの高校受験で、少しナーバスに
なっている様子です。」
今後の対応：
院内症例検討会を行い、職員間でも意思統一して対
応する。
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関節リウマチの治療
生物学的製剤とは何ですか？

■生物学的製剤

TNF（ティーエヌエフ）とは？

生物学的製剤とは、最新のバイオテクノロジー技術

TNF(Tumor Necrosis Factor[腫瘍壊死因子])は免

を駆使して開発された新しい薬で、生物が産生した蛋

疫機能や炎症反応に関係するサイトカイン(活性因子)

白質を利用して作られています。

と呼ばれる物質の一種で、関節リウマチの炎症や痛み・

関節リウマチの炎症や痛み・腫れ、そして骨や軟骨な

腫れ、そして骨や軟骨などの関節破壊を引き起こす代

どの関節破壊を引き起こす原因となる物質を抑えるこ

表的な物質です。関節リウマチの患者さんの関節内で

とにより、その効果を発揮します。

は、TNFが過剰に作られていることがわかっていま

この生物学的製剤の登場により、関節リウマチの治

す。

療は大きく進歩しました。
現在、日本では４種類の生物学的製剤が使われてい

痛み・腫れ

ます。

原因

関接
リウマチ
発症

？

いずれも注射薬です。インフリキシマブ、エタネルセ
プト、アダリムマブはTNF（右の図参照）という物質の

関節の炎症
骨・軟骨の
破壊

働きを直接抑えるものですが、構造の違いから抗体製
剤（インフリキシマブ、アダリムマブ）と受容体製剤（エ

過剰につくられたTNFが関与

タネルセプト）に分けられます。トシリズマブは、イン

■漢方薬

タ−ロイキン６
（IL-6）という物質の働きを抑えます。
これまでのDMARDに比べ、生物学的製剤には非常

関節リウマチに漢方薬が使用されることがあります

に高い炎症抑制作用がありますが、投与中は特に肺炎

が、治験により明確な効果が確認されているものはな

や結核などの感染症に注意が必要になります。

いようです。

生物学的製剤の治療を開始するにあたっては、その

その他の関節リウマチ治療薬

必要性、効果、安全性、費用に関して医師と十分に相談
することが大切です。

薬物療法以外の関節リウマチ治療が行われることが
日本で使用されている生物学的製剤
一般名

インフリキシマブ

エタネルセプト

アダリムマブ

トシリズマブ

あります。

商品名

投与方法
１回3mg/kgを点滴静注、初回
投与後、2，6週に投与し、以降8
週間の間隔で投与｡メトトレキ
サートを必ず併用する。

●血

レミケード

10〜25mgを1日1回、週2回皮
下注射（患者さんご自身で注射
することもできます＊）｡メト
トレキサートの併用は必要な
い。
（ ただし、併用により効果が
高まるとの報告もある＊＊）

●免 疫 吸 着 療 法：血液をいったん外に循環させ、ろ過

●白血球除去療法：免疫吸着療法と同様の方法で白血

ヒュムラ

1回40mg2週に1回皮下注射
(患者さんご自身で注射するこ
ともできます。)メトトレキサー
トの併用は必要ない。

アクテムラ

1回8mg/kg4週ごとに点滴静
注。メトトレキサートの併用は
必要ない。

エンブレル

漿

交

換：患者さんの血液から血漿をとり、健
康な人の血漿あるいは血漿の代用
液を体内に戻す方法。
または吸着剤などを用いて異常な
免疫物質を除き、きれいになった血
液を元に戻す方法。
球の一部を血液中から取り除く方
法。
−リウマチe−ネットより−

＊治療開始後、自己注射の適用が妥当と医師が判断した1回の投与
量が25mgの患者さんに限る。
＊＊Klareskog L, et al., Lancet 2004:363:675-681
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連載②

透析への道のり

−ある女性患者の物語−
転院先①

透析室

赤嶺 正樹

動も原因だろうと推測される。また、このクリニック

彼女は県立病院で透析導入後、自宅から徒歩15分程

での内容を彼女が申し述べる際、どうしてそういう事

の透析クリニックへ転院となった。

をされたのか、質問してみたが返答はせず、自己弁護

冷淡に感じられた県立病院からの転院、どれ程の期

と被害者意識を強調するだけであった。正直、申し述

待と不安が入り交じっていたのだろうか？

べた内容が全て虚言だとは思わないが、その背景や場

彼女が、施設・医者・スタッフについて申し述べた内

面々々に何かしらの根深い理由があり、積み重ねた経

容は、こうだった。

過から発せられたものを、彼女が誇張し語っているも
のと考えたい。それは、今現在の彼女を知っている私

Ⅰ.施設に対して。

だから言える事だろう。詳細については、この連載の

「見せ掛け、最初のサービスはやりすぎ。理想が高く

後期に記述する予定である。

患者中心の居心地の良い施設を目指していたようだ
が、正月には透析室の壁の向こうで、内輪だけの御用初

ここで少し施設の構造について話してみたい。

めのパ−ティ−を賑やかに行なっていた。透析をしな

県立病院の様な大きな施設から転院された方ほど、

がら、弱肉強食的な悔しさを覚えた。」

実感すると思うのですが、個人病院には色々あり、自
社ビルやテナントビル等の間借りがあります。テナン

Ⅱ.医者に対して。

トビルでは、限られたスペ−スに外来診察室や待合

「理屈ばかり強すぎる。わからない事は、全て精神的

室、受付やトイレ、職員更衣室・休憩室、そして透析室

なものと決め付けて対応しなかった。腰痛を訴え入院

を構築しなければなりません。大きな病院の様な何々

を希望すると、
（「病院をホテル代わりに利用するなと

室といったような設置がスペ−ス上、無理がありま

怒鳴られた」）時間外に受診すると、ポケベルを取らな

す。更衣室兼休憩室、会議室兼休憩室といった具合に

い事がよくあった。一度、診察してくれたが、すごく迷

兼用する施設もあるかと思います。ですから、内輪の

惑そうだった。
」

催しが彼女の眼に映ってしまったのは仕方のない事
ですが、出来れば患者の居ない時間や小声で行なう様

Ⅲ.スタッフに対して。

な配慮が施設側にも必要だったかも知れません。

「ふざけていた。空いているベッドで寝転がり、御菓
子を食べたり、患者の食事をつまみ食いしたり、ホラ−

結局、彼女は転院する事になった。今度は、総合病院

ビデオを見せたり、物を隠したり色々と酷かった。現

へと。

代っ子は、こんなもんだろうと思い呆れて怒る気にも
ならなかった。」
以上の事が、全て事実ならば彼女の期待を大きく裏
切り、医療従事者としてのモラルを問われる、由々しき
問題と考える。しかし、このあたりから、彼女の自己中
心的な行動が見えてきた。それは、上記Ⅱの中にあっ
た。
「時間外に受診すると、ポケベルを取らない事がよ
くあった。」よくあったと言う事は、何度も時間外に受
診していた事になります。週3回透析治療で、このクリ
ニックに通院しているのにも拘らず、なぜ？わざわざ
時間外に受診するのだろうか。
このあたりが、医師やスタッフとの不仲・亀裂を生んだ
ポイントで、不安神経症等の精神疾患による、行動や言
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血液透析療法導入への険しい道のり
透析室

患者氏名：Ｋ．Ｈ

男性（77歳） 職業：会社社長

高良 恭史

不良となっていた。

主訴：長期血液透析療法の継続

06年１月、都合により専門クリニックへ転院。

原疾患：慢性糸球体腎炎

09年７月、更に今回、転居により自宅に近い当院へ

透析導入日：2004年10月

転入となる。

シャント造設：2004年12月
家族歴：妹・20年間血液透析治療中

薬物処方： 略

性格：楽天的・社交的

注射処方： 略

趣味：散歩・読書
家族背景：家族３人暮らし

透析処方（体外循環設定条件）

既往歴：左眼白内障の手術

透析回数

３回／週 （月・水・金）

現病歴：

津咳時間

４．５時間

近医にて、不定期に検診を受けており、腎機能障害を

ダイアライザー

指摘された事がある。 89年頃より血圧上昇、 90年よ

血流量

り蛋白尿出現。

抗凝固薬

92年２月、専門病院受診し慢性腎炎と診断され外

ＡＰＳ‐１５ＳＡ

１８０ｍｌ／mｉｎ
へパリン初回2000単位

持続500単位

透析中の経過

来通院となる。
（当初、
内服を希望せず、処方なし。）

血圧開始時

150〜200／70〜100mmHg

同年11月より降圧剤開始。

血圧終了時

150〜180／80〜90 mmHg

97年徐々に進行し腎不全となる。

シャント歴

04年７月頃より下痢、吐気出現し尿毒症と診断さ

07年1月：シャント吻合部狭窄。外科にてＰＴＡ。

れたが、仕事が忙しい為、重曹等の内服、クリニミール

07年10月：吻合部から中枢へ8cm部位狭窄。外科

等の栄養剤などで対症療法を行っていた。症状が悪化

にてＰＴＡ。

し、食事摂取不能となり10月、右の太股へ細いチュー

08年5月 ：橈骨皮静脈の前腕中央及び肘部に多発

ブを挿入し、３日間（25〜27日）連続の血液透析施行。

性狭窄。外科にてＰＴＡ。

（腎移植を希望していて内シャント手術の作成は希望
していないのでチューブ挿入して透析を行う目的で入

当院初診時検査所見

院）10月25日夕食より症状は急速に改善した。以後は

⏍Ꮥ

⾉ࠈ⟤

症状やデータを見て透析をいつ頃行うか検討する。
（本

㸷㹊㹃PJGO
㸸㹇㸺PJGO
㹊㸶PJGO
㹃㹖P(TO
㹀P(TO
㸸㹡P(TO
㸸㹖P(TO
㸾㹅PJGO
㸼㹄㹉ࠈ8/
㸼㹅㹉8/
㸷㹈PGO
㸻㹧㹩ࠈQJPO
㸻㹚XJGO

㹌㸷㸸XO
㹇㸷㸸XO
㸽㹗ࠈJGO
㸽㹉
㹅㹁㹉XO
㸸㹇㹅ࠈPJGO

人の希望）。透析導入はせず外来通院にて経観となる。
５日後の11月１日、アンモニア臭を自覚。再度細い
チューブを挿入し、週２回（２日間連続）の血液透析施
行となる。
（入院２回目）
11月22日頃より乏尿、労作時の息切れ、下肢の浮腫
が出現。心不全が疑われ、透析を定期で週３回開始。12
月２日左前腕に内シャント作成手術となる。
（入院３回
目）手術後、週２回の維持透析を行っていたが、 05年
９月、夜間起座呼吸等の心不全症状を認めるも除水に
て改善した。
（入院４回目）
体重は、44．5〜49．5㎏の間は問題ないが、44．5㎏

問題点

以下は、痙攣等の脱水症状、49．5㎏以上は心不全症状

薬物管理は自分自身でされているが、降圧剤の内服

が出現すると考えられた。

時間にばらつきや服薬されない時があり血圧コント

この頃より、血圧も上昇し薬物でのコントロールも

ロールが不良。
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−ＳＬＥを中心として−
透析室 技士長

上原和範

特別治療室

はじめに

平均年齢は40．7歳で下は17歳から最高齢は83歳で

当院はリウマチ・膠原病の専門外来を標榜してお

した。新規導入患者の適応疾患はＳＬＥが62人で最も

り、リウマチ・膠原病の治療法のひとつとして、アフェ

多く、その他の疾患では、シェーグレン症候群、成人ス

レシス療法も積極的に行っています。

チル病、リウマチ、肝不全、ＡＳＯ、皮膚筋炎などでし
た。

今回、平成５年から平成20年までの15年間の当院
におけるアフェレシス療法の年間推移・変遷を追跡調
査しました。

新規導入患者数及び適応疾患
【結果】 平成５年〜 20 年

対象及び方法

男性 １５人

当院でアフェレシス療法を施行した症例を対象と

新規導入患者数 ８０人＜ 女性 ６５人

し、年度別の実施症例数、適応疾患、適応目的、治療方

新規導入患者適応疾患

法などをレトロスペクティブに分析しました。

ＳＬＥ

結果
当院における平成５年から20年までの新規導入患
者数は80人でした。内分けは
で

男性15人

平均年齢 40.7 歳
（17 〜 83 歳）

女性65人

女性が80％以上を占めていました。
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単純血漿交換
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治療方法別治療回数

１６

治療方法別の治療回数では、従来の免疫吸着法、二重

なった患者をいいます。

濾過法、単純血漿交換に加えて当院独自の「三重濾過

平成10年から導入者が増加していますが、毎年新規

法」の４種に分類しています。

導入者がありまた再導入の患者も認めます。多い年に

「三重濾過法」とは免疫吸着法や二重濾過法に透析あ

は両者合わせて年間20人に達しています。

るいはＥＣＵＭを同時併用で行う治療方法です。
それぞれの治療回数は免疫吸着が661回、二重濾過
法は510回となっており、単純血漿交換は12回で少
なっています。この数年は「三重濾過法」が多く行われ
ています。
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まとめ

顔面紅斑の改善例

実施症例数に増減はありますが、多い年では年間２０

【症例１】32 歳 女性。
８９年：14 歳時、
ＳＬＥと診断。
９８年：皮膚症状訴え免疫吸着療法（ＩＡ）施行。
治療前

例に達しています。また病状再発による再導入例も認
めます。

治療後（免疫吸着療法 24 回後）

適応疾患は大多数がＳＬＥ（７７％）で、
①ネフローゼ症候群②難治性四肢潰瘍③脱毛等の皮膚
症状④ステロイド不適応例に有効です。また、習慣性流
産等でも妊娠・出産が可能となる例もあります。
この１５年間の総治療回数は１５１０回でした。患者
１人当りの平均治療回数は約９回でした。
治療方法としては二重膜濾過法（ＤＦＰＰ）及び免疫吸

皮膚症状の改善例を紹介します。
症例１は32歳の女性で、14歳の時ＳＬＥと診断さ

着法（ＩＡ）が主流ですが、透析やＥＣＵＭを同時併用

れました。98年、顔面の紅斑出現し免疫吸着療法を24

した 「三重濾過法」も有用でした。今後ＡＳＯに対す

回施行しました。
治療により顔面紅斑は改善しました。

るＬＤＬ−アフェレシスの増加が予想されます。
治療における副作用・トラブルとして血圧低下、嘔気、
発熱、血液凝固、ＴＭＰ上昇、脱血不良等を認めました

背部全面紅斑の改善例

が、治療を中断した例は少数例で、ほぼ安全に治療を

【症例２】40 歳 女性。
８９年：21 歳時、
ＳＬＥと診断。
９８年：背部皮膚症状訴え免疫吸着療法（ＩＡ）施行。

行っています。

治療後（免疫吸着療法８回後）

治療前

考察
適応の厳選、薬物療法との併用方法、開始時期、治療期
間等には更に検討が必要となります。
又、副作用出現時の迅速な対応も重要となります。

結語
最新の設備で、専任の看護師、臨床工学技士、医師との
三者のチーム力により、外来通院にて安全に治療継続

症例２は40歳の女性で、21歳時にＳＬＥと診断さ

が可能となると考えます。

れました。98年、背部全面に紅斑出現し免疫吸着を８
回施行しました。治療により背部紅斑は改善しました。

当院におけるアフェレシス療法の実際発表学会

足趾壊疽の改善例

第106回

【症例３】41 歳 女性。
２００３年：ＳＬＥと診断。
２００７年 12 月：足趾潰瘍合併。
二重膜濾過療法（ＤＦＰＰ）施行。
治療前
２００７年１２月１９日

沖縄県医師会医学会総会

平成20年6月８日
沖縄県立浦添看護学校

治療後（ＤＦＰＰ４回後）
２００８年１月１０日

第27回

沖縄県人工透析研究会

平成21年３月15日
第54回

日本透析医学会学術集会

平成21年６月５日〜７日
横浜市
症例３は41歳の女性で2003年にＳＬＥと診断され
ました。2007年12月、足趾潰瘍を合併しましたが、二
重濾過法（ＤＦＰＰ）を４回施行し改善しました。
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〜スタッフの高いモチベーション形成に
向けた小倉第一病院の挑戦〜
「人工透析医療の質の向上と経営力強化をめざした人材確保の取り組み
−経営戦略としてのワークライフバランスの実現に向けて」
透析室

もがコメントを書き込むので意見交換の場になる。

赤嶺 正樹

また閲覧したかチェックする係がいるので、誰が

【はじめに】

見ていないかが把握でき、パソコンに触れるという

福岡県の小倉第一病院で開催された、経営戦略と人

習慣付けが出来るとの事。

材確保の取り組みについての研究会に、
事務長と供に参

当院においても、
学会発表は毎年の事であるが、
や

加しました。

りたくないと言うスタッフには、
パソコンが使えない
といった声が多かった。小倉第一病院では図書室兼

【研修内容】
主催である、株式会社コンタックスの代表取締役社

休憩室のような部屋にパソコンが６台程設置されて

長より、
近年の医療事情等についての講演があり、
続い

おり、
スタッフがいつでも使用できるような環境が作

て小倉第一病院の理事長・院長(仲村定敏)先生、
二人の

られていた。

副院長(仲村英敏・隈本博幸)先生の講演が以下の演題で

「ＩＴ化とＰＯＳによる組織医療の省略化戦略」

ありました。

副院長

＊医療事務やクラーク、
看護師にＰＯＳ認定士を取得さ

「進取の精神とワークライフバランス」
理事長・院長

隈本 博幸

せる事で、
医療機関における継続的に展開される医療

仲村 定敏

の過程をＰＯＳで実践し、
記録・監査する資格を持つ

＊医療崩壊による医師の業務が、
20年間で2.4倍になっ

事で、患者の個別性を重視し、問題解決を系統的・合

ている。

理的に行う方法だそうです。

＊透析患者は、
年々増加しているが、
逆に医療費は削減

また、診療情報管理士資格を持つ事務員やクラー

され、
人件費カットや労働時間の延長等による職員の

クに、
患者の病歴や既往歴等の情報聴取や、
採血項目

離職。
上記の内容を中心に、看護師を透析室の主役にす

等のチェック、
検査値の記録等をＰＣへ保存してもら

る取り組みを行い、
離職を減らしたとの事であった。

う事により、
請求もれや、
他院に患者紹介時、
必要書類

有給休暇の完全消化や申し送りの廃止は、
当院でも

が事務のＰＣから２〜３分で準備できる為、
医師や看
護師の業務が軽減されるとの内容であった。
（患者情

課題とされているところであり、
興味深かった。

報・検査項目・検査値・処方等の全ての内容を、
管理士
が情報聴取からＰＣ入力まで行う。
）

「ｅラ−ニング・グル−プウェアによる新たな人材戦略」
副院長

仲村 秀敏

＊パソコン上で行う教育で、
「基礎看護学習」
「病棟業務」

ＰＯＳ
（Ｔｈｅ Ｐｒｏｂｌｅｍ Ｏｒｉｅｎｔｅｄ Ｓｙｓｔｅｍ）

「医療安全管理」
「接遇」
「個人情報保護」
などテーマ別

患者の視点に立ってその問題を解決するシステムの略。

に約60。
職員が手の空いた時などに、
自由に何度でも

講演を聴いて、
理念と実践は当院と変わらないと思っ
た。
大きな違いは方法で、
アナログ式である事。

学習できるシステムで、
強制はしておらず自己学習的
だが閲覧率は約80％と高い。
また透析日常業務を習

法人化され、
今後の体制を試行錯誤する中で、
全てに

得するのに3年程かかるが、
４〜５年目に学会発表を

おいて当院で実践されている事が、
無駄としてデジタル

義務付ける事で自己学習意欲が向上する。
さらには発

化され、
削除されていた。
今後、
当院でも小倉第一病院に

表資料のまとめ、
スライド作成などパソコンを使用す

近づく様な形態を目指すのなら、
まず、
事務職員のレベ

るのに抵抗が無くなるとの事。

ルアップ、
人員増加が必要で、
看護師不足の解消にも繋

＊グループウェアとは院内パソコンを使用し、
「事

がるのではと考えさせられました。

務連絡」
「 提案事項」
「 研修報告」を行う事で、全ての
スタッフが閲覧し、発信者に対し院長から新人まで
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当院では、琉球大学医学部医学科学生の医療現場実習を受け入れて
おります。レポートの一部をご紹介いたします。

琉球大学医学部医学科学生

実習報告書

レポート①

レポート②

平成21年１月13日
おおうらクリニックで病院実習をさせていただき、
様々なことを学べ、とても有意義な実習となりました。
透析見学では沖縄以外の旅行透析の患者さんもおら
れ、とても印象に残りました。透析患者は数日おきに透
析をしないといけないため、旅行に行くのも困難です
が、このように旅先で透析を受けることができれば、
QOLも高くなると実感しました。
診療所での見学は今回我初めてでしたが大学病院と
は全く違うことや患者数も多いことに驚きました。
まず診療所ながら膠原病に関しては沖縄中から患者
さんが来られることに感心しました。先生、コメディカ
ルの方もみんな患者さんから信頼されており、待ち時
間がどんなに長くなろうとも続けて通院してくるそう
です。当日は名護からこられている患者さんがいまし
たが、大浦先生のおかげで歩けるようになったと、非常
に感謝しておられました。
クリニックは膠原病や透析の患者さん以外にも、風
邪などの近所方も来られるそうです。先生は患者の話
を聞き、また身体所見を丁寧に取り、それから治療方針
を決めていくのですが、病歴と身体所見で診断がだい
たいつくとおっしゃっていました。あとで各種検査結
果と照らし合わせると、病歴や身体所見と一致するの
で納得しました。
また医療面接は患者と医師の関係を築くだけでな
く、診断・治療における有用な情報源となり患者の癒し
にもなることが実感できました。
医師とコメディカルの良好な関係が診療所をよりよ
くするために重要であることがわかった。
また大学病院などと違い、胃カメラなどの検査も痛く
ないように注意しないと噂が立って患者が来なくなっ
てしまう等、より多くの配慮をしていることがわかっ
た。
患者の疾患が重い病気か判断し、大きな病院に送る
かどうか決めるという、役割を果たしていることがわ
かった。また、診断の上で、医療面接がとても重要であ
ることがわかった。
おおうらクリニックでは、外来から透析、処置、カ
ンファレンスなど多くのことを見学することができま
した。外来では膠原病から胃腸炎まで様々な症例を見
学できました。診察中も時間を割いてもらい詳しく説
明してくれたので、とてもわかりやすく勉強になりま
した。

｢この先生のところに通うようになって私、歩けるよ
うになったのよ｣と大浦先生はいない採血室で、採血す
る看護師と私たち学生に対して患者さんがふと言った
一言がとても印象に残った。
一人ないしは少数の医師が経営する個人病院では、
患者と医師との信頼関係がとても大切であるというこ
とが端的に表れている一言だと感じた。
また、どのような形態の病院で働くにしろ、このよう
に患者に言ってもらえるような医師に将来なりたい、
と強く感じさせられた。
実習では、病院の概要や施設の説明をしてもらい、ま
た、大浦先生の外来診療、透析室や内視鏡での業務な
ど、さまざまな病院の側面を見学させてもらった。
大浦先生および、コメディカルの方たちと直接接し、
その業務内容を見学させてもらったことで、個人病院
での各者の役割分担や勤務形態、業務の流れ等を垣間
見ることができ、個人病院の運営について以前よりイ
メージできるようになった。
今回の実習でいろいろと感じた中でも特に心に残っ
た点は、個人病院では、大学病院等、大規模な病院と比
べ、より患者の満足度が重要だという点だった。紹介患
者等がほとんどを占め、患者が他の選択肢があまり残
されていない状況で受診する大学病院、一方、個人病院
は、患者が自らインターネットで調べたり、評判を聞い
て受診したりする場合が多く、患者は満足しなければ
他病院を選択しうるということを実感した。このよう
な中、個人病院では、患者から信頼されるための技量は
もちろんのこと、医師やコメディカルの、患者第一に考
えた上での患者とのコミュニケーション、また、充実し
た設備を持ち、患者の信頼および満足度を得ていくこ
とが経営に直結し、とても大切だと学んだ。
また、関節リウマチやＳＬＥ、慢性腎不全の患者さん
を実際目の前にし、診察や治療を見学することで、各疾
患に対しての知識をより深めることができた。
これから大学卒業後、大学病院や民間病院での勤務、
そして将来的には開業し、個人病院を経営することを
考えている。
そのような展望の中で、今回その一つの形態である
個人病院で実習する機会を得たことはとても貴重な体
験であった。将来個人病院を開業する場合には、今回の
おおうらクリニックで見聞きしたこと、感じたことが
一つの参考になると考える。
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新型インフルエンザの傾向と対策

平成21年9月26日(土)

沖縄病院副院長
(15：00〜17：00)

1968年

◆はじめに

久場睦夫先生

香港インフルエンザ（Ｈ３Ｎ２）
100万人以上死亡

豚インフルエンザに由来する新型インフルエンザＡ

1977年

(Ｈ１Ｎ１)が2009年3月に北米で確認されて以来、世

ソ連インフルエンザ（Ｈ１Ｎ１）
100万人以上死亡

界各地で流行が広がっています。日本でも流行が拡大

があります。

し、今後さらに大きな流行になることは避けられない
と考えられています。

᩺ᆵ䜨䝷䝙䝯䜬䝷䜺䛴Ὦ⾔

「新型」インフルエンザは、20世紀中に3回流行し、そ
のたびごとに多くの人が感染し、多数の死者を出して

• ᗛ ⿍ᐐ
䝿ᝀ ⩽ᩐ 䛮Ṓ ஷ ⩽ᩐ 䛒⭶ ኬ 䟺ୠ ⏲ ぜᶅ 䟻
• ♣ఌ ᶭ⬗
䝿 ྊḖ 䛰 ♣ ఌᶭ ⬗ ⥌ᣚ 䟺༈ ⒢ 䝿⾔ ᨳ ➴䟻

きました。今回の新型インフルエンザＡ(Ｈ１Ｎ１)が
どのような影響をもたらすか予測することは困難です
が、米国や英国、そして南半球での推移を見ると、日本

䝿⏍ Ὡ䛱 ྊ Ḗ 䛰䝭 䜨䝷 䟺㣏 ᩩ 䝿䜬䝑䝯 䜲䞀 䟻
䝿♣ ఌᏭ ධ

でもある程度大きな影響は避けられず、特に我々医療

䝿⤊ ῥ

従事者に求められる役割は重大であるといえます。
これまでの歴史の中の「新型」インフルエンザとは

䟼 ୠ ⏲ྜྷ  䛱 ລⓆ 䟺ᅗ 䛑 䜏䛴 ᨥᥴ  ྊ䟻

違って、
現代では医療の質が向上し、抗インフルエンザ
ウイルス薬もあるなど、ポジティブな面もあります。一

現代社会で、新型インフルエンザウィルスによる「パ

方で、ステロイドなどの免疫抑制薬を内服するハイリ

ンデミック」が起こった場合、世界中で同時多発的に流

スク患者などが増えていることや、医療に対する国民

行し、健康被害はもちろん、政治、経済、医療、ライフラ

の大きな期待や、医療機関での「効率化」による人員不

インなど社会機能維持にも大きな影響が出ると予想さ

足など、今までになかった新たな課題への対応も必要

れています。

です。

វ䛴䛝䛑䛥

◆新型インフルエンザとは
新型インフルエンザとは動物（豚や鳥など）のインフ

• 㣍Ἃវ
䠏ဌ䜊䜳䜻䝧䝣䛭䛌䛪䜑

ルエンザウィルスが変化し、人から人へ感染できるよ
うになり、このウィルスによる疾患を発症した場合を
いいます。人類にとっては未知のウィルスのため、人は

• よវ
䠏ᝀ⩽䛒よ䜒䛥䜈䛴䛱よ䛝䛬䛌䛪䜑

免疫が無く、このため、急速な世界的大流行（パンデ
ミック）を起こす危険性があります。
ヒトに感染性を示すインフルエンザウイルスはA
型、B型、C型の3種類あります。

新型インフルエンザの感染は飛沫感染と接触感染でおこると考えら
れています。

特にＡ型は遺伝子の変化が起こりやすく人が免疫を
持たない新型インフルエンザとなって世界的な大流行

◆発生状況

となります。

国 内 に お け る 流 行 の 予 測 と し て は 、国 民 の 2 0 〜
30％が発病し、発病者の１〜２％が入院（県内では

過去の新型インフルエンザとしては
1918年
1957年

2,000〜3,000人？）となり、発病者の0.1〜0.2%が

スペインインフルエンザ（Ｈ１Ｎ１）

死亡（県内では200〜300人？）と予測されています。

2000万〜4000万人死亡

９月17日現在の沖縄県内の状況は、感染者は累計で約

アジアインフルエンザ（Ｈ２Ｎ２）

50000人で、入院は235人（0．4％）死亡は２人（0．

100万人以上死亡

004％）となっています。
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重症者は９例でうち死亡２例

れる（マスクをしている人ではマスクの上からティッ

基礎疾患あり：３例、 基礎疾患なし：６例

シュなどで押さえる）、また使用したティッシュなどは

乳幼児：２例、 小学生：２例、 中学生：１例

すぐに蓋付きの廃棄物入れに捨てるようにします。咳

発症から重症化まで３日以内：５例

やくしゃみをしている人にはマスクの着用を促しま

確認８例の全例で、タミフルの耐性なしとなっていま

す。咳エチケットは飛沫感染による拡大を防ぐ基本と

す。

なります。マスクの着用は咳やクシャミによる飛沫
（ウィルスを含む）を防ぎ、特に屋内や乗り物など、換気

◆臨床症状

不十分な場所で有効です。また、咳やクシャミのある人
が着用する事がより有効です。

᩺ᆵ䜨䝷䝙䝯䜬䝷䜺䛴⮣ᗃ≟
㢎ᗐ

⮣ᗃ≟

䠊䠂 䟸 ௧ ୕

Ⓠ ⇍ 䚮ဌ

◆治療

䠈䠂 ࠤ 䠊䠂䟸

⇍ វ 䚮ᝇ ᐨ 䚮ဓ 㢄 

肺炎を起こしやすい、重症者の多くが発症４〜５日目

䠆䠂 ࠤ 䠈䠂䟸

ධ ㌗ ್ ᛨ វ 䚮㢄 

䠄䠂 ࠤ 䠆䠂䟸

㰧 Ị 䚮㰧 㛚 䚮㛭 ⟿  䚮➵ ⫏ 

新型インフルエンザの治療：
「新イ」は「季イ」に比し
に呼吸不全を起こしている、メキシコでの「新イ」肺炎

䠂ࠤ 䠄 䠂䟸

１８例は発病８日後に治療が開始されていた、死亡例
の多くが早期治療がなされていない、タミフル投与に
より肺炎・入院が減少する、耐性ウィルス（10%以下に
出現）による重感染はないとされており、検査陰性でも

ୖ ② 䚮 ྺ ⱖ 䚮 ྡ 䚮⑩

「新インフルエンザ」疑いの場合は早期に治療を開始す

⭙  䚮⤎ ⭯ ⅎ

ることが重要です。
（検査陽性率は50〜60％）。
臨床症状としては季節性のインフルエンザと同様の
症状となっています。

⒢

潜伏期間１〜７日間、症状持続期間３〜７日間と言わ
れています。

• oseltamivir 䟺䝃䝣䝙䝯䟻䠌䠉䠇䠿䠹 㽙䠃䠄ᅂ䚮䠇㛣

今回の新型インフルエンザ(A/H1N1)の特徴として

䟺ᑚඡ䛭䛵 2mg/kg)

は、感染力は強く毒性は中等度で通常のインフルエン
ザに比し肺炎を起こしやすいとされています。

• zanamivir 䟺䝮䝰䝷䜺䟻 :䠃ᅂ䠄ྺථ䟺 10mg) 㽙䠃䠄ᅂ
䠇㛣

感染したほとんどの方は比較的軽症のまま数日で回
復していますが、基礎疾患（糖尿病や喘息など）のある
人や健常者でも一部重症化（比較的若年者）する例があ

治療薬はタミフルとリレンザが中心となります。

ります。
また、新型インフルエンザと診断された患者さんの

重症化リスク群としては、慢性肺疾患（喘息を含む）、
心疾患、腎疾患、肝疾患、血液疾患、神経筋疾患、代謝異

家族で基礎疾患のある方や濃厚接触者、医療従事者が

常（糖尿病を含む）、５歳以下、高齢者、妊婦などがあげ

適切な個人防護具なしで暴露した場合には予防投与も

られます。

考慮します（投与時は自己負担）。

また、乳幼児ではインフルエンザ脳症にも注意が必
要です。

 㜭ᢖ 
• oseltamivir 䟺䝃䝣䝙䝯䟻䠌

◆予防対策

䠉䠇䠿䠹㽙䠃䠃ᅂ䚮䠉ࠤ䠃䠂㛣
䟺ᑚඡ䛭䛵 2mg/kg)

予防対策としては、マスク（咳エチケット）、手洗い、
うがい、歯磨き、人混みをさけるなどが基本となりま

• zanamivir 䟺䝮䝰䝷䜺䟻 :䠃ᅂ䠄ྺථ䟺 10mg) 㽙䠃䠃ᅂ

す。

䠉ࠤ䠃䠂㛣

咳エチケット：咳やくしゃみの際はティッシュなど
で口と鼻を押さえ、他の人から顔をそむけ１ｍ以上離
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◆現在の対応
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ドを着用します。

患者への対応：軽症者は外来治療および自宅療養で

ハイリスク手技（ネブライザー、挿管、気管支鏡など）

良いが、肺炎や気道感染による呼吸状態の悪化、心不全

時には手指衛生、咳エチケット、Ｎ９５マスク、手袋、

の併発、その他の臓器障害、脱水等により全身管理が必

ゴーグル or フェイスシールド、に加えてガウンを着

要となった患者は入院の適応となります。

用します。

現在及び今後の医療体制：現在新型インフルエンザ

新型インフルエンザにかかった場合：

にはすべての医療機関が対応することとなっていま

蔓延期である現在は自宅療養を行いますが、重症の

す。また医療機関においては院内感染対策の徹底が重

場合は入院治療が必要となります。

要となってきます。自宅で静養する患者への情報提供

また、幼少児や高齢者では水分補給が大事です。

も必要です。

解熱しても２日間は感染力があるとされており、学校
や仕事は休むことが必要です。

沖縄病院の院内感染対策：

㝌හវᑊ➿

◆対策・準備

• ධ䛬䛴Ⓠ⇍䝿᛬ᛮྺჹ≟ᝀ⩽䛵䚮᩺ᆵ䚸䜨䚹
䛮䛝䛬ᑊฌ

対策・準備：重症例や死亡例の多くが細菌性肺炎を合

• 䠃㝭䛭䛴⫃ဤ䛵䚮䝢䜽䜳╌⏕
• ᳠మཱི䛵䚮 N95䝢䜽䜳䝿ᡥ⾼䝿䝙䜫䞀䜽䜻䞀
䝯䝍䟺䟽䜰䜪䝷䟻

併しているという報告があり、肺炎球菌ワクチンの接
種が推奨されています。欧米では、インフルエンザワク

• ᡥᣞ⾠⏍䛴ᚥᗇ

チンと同時接種が行われています。

• 㟻ఌ䛴โ㝀䊲䝿䛭䛓䜑䛦䛗ᑛ䛰䛕
䝿ᡥᣞ⾠⏍䟺䟽䝢䜽䜳䟻

肺炎球菌ワクチン接種の優先順位としては

• ථ㝌ᚪこ䛴ሔྙ䊲ᐄ䜈䛝䛕䛵䚸䜨䚹ᑍ⏕ᐄ
䊲ථᐄ䛵䚮䝢䜽䜳䟽ᡥ⾼

①脾摘患者②インフルエンザによる重篤化リスクの高
齢者③高齢者などです。

感染症学会における院内感染対策：

༈⒢᪃シ䛱䛐䛗䜑វᑊ➿

新型インフルエンザ治療薬備蓄量：新型インフルエ
ンザ治療において最も重要なタミフルとリレンザの日
䟺វ   Ꮥ ఌ 䟻

本における備蓄量はタミフルが治療薬として2,500万

• ᡥᣞ⾠⏍䚮ᵾ‵㜭➿䛐䜎䛹㣍Ἃ㜭➿

人分、予防薬として300万人分、リレンザは治療薬とし

• 㐲ว䛰ெ㜭㆜

て60万人分備蓄されています。

• 㐲ว䛰䝌䝮䜦䞀䜼䟺ᝀ⩽䛴ฦ㞫䚮㔔ᗐ䟻
• ᪃シ⎌ሾ䛴ᩒങ䟺አᮮ䝿⫃ဤ䜬䝮䜦䛴ᥦẴ䛰䛯䟻
• 䝳䜳䝅䝷䛴⛸䟺᩺䜨䛐䜎䛹Ꮢ䜨䟻
• ⫃ဤ䛴⟮⌦䝿⫃ဤᐓ᪐䜘ྱ䜇䛥⨧ᝀ䛴ᑊᚺ

䜨䝷䝙䝯䜬䝷䜺䛴ⶕᘇ㜭Ḿ
• 䛌䛪 䛛 䛰䛊
䊲 ≟䛴 䛈 䜑 ெ䛵 አฝ䜘᥅䛎 䜑
䊲 ≟䛴 䛈 䜑 ெ䛵 䚸ဌ 䜬 䝅䜵䝇䝌䚹䜘 Ꮼ 䜑
• 䛌䛪 䜏䛰䛊
䊲ဌ 䜘 䛝䛬 䛊 䜑 ெ䛱 ㎾ 䛫䛑 䛰䛊
䊲ᡥ ὑ䛊 䛮䛌䛒䛊

適切な個人防護の目安として、問診、診察時には手
指衛生の徹底、咳エチケット、サージカルマスクの着
用を行います。

䟼 ༈⒢ మโ 䜘 Ꮼ䜑 䟺㍅ ⩽䛮㔔 ⩽ 䛴༇ ฦ䟻
䊲㍅ 䛴 ெ䛵 䜄䛠 䚮㎾༈䜘ུタ 䛟䜑
䊲 ዲ፦ 䜊ᇱ ♇⑄ ᝀ䛴䛈䜑ெ䛵 䚮䛑 䛑䜐䛪 䛗 ༈䛱
┞ㄧ 䛟䜑

検体採取時には手指衛生、咳エチケット、サージカ
ルマスクに加えて、手袋、ゴーグル or フェイスシール
自宅療養の注意点：

新型インフルエンザの蔓延防止は健康被害を最小限

᩺ᆵ䜨䝷䝙䝯䜬䝷䜺䛱䛑䛑䛩䛥
䞀⮤Ꮹ⒢㣬䛴ሔྙ 䞀

にとどめるとともに、社会機能の維持のためにも重要
です。

• ᰜ㣬䜘䛮䜐䚮ඖฦ䛰ఆ㣬

新型インフルエンザ・対策を怠りなく!!

• 䛐Ⲍ䜊䜽䞀䝛䛰䛯䛭䛴Ềฦ⤝
• ⷾ䜘䛓䛧䜙䛮᭱⏕
• ᐓ᪐䛾䛴វ䜘㜭䛖䛥䜇䚮䝢䜽䜳䜘䛝䚮ᐄ
䛭ఆ㣬

参考文献
日本医師会発行／医療従事者のための新型インフルエンザA(H１
N1)対策実践ガイド 2009.9.15
日本感染症学会／新型インフルエンザ診療ガイドライン（第1版）

• 㒂ᒁ䛴ᗐ䜘㧏䜇䟺䠇䠂ࠤ䠈䠂䟸䟻䛱
• ᏽⓏ䛱㒂ᒁ䛴ᥦẴ
• ᝀ⩽䛮䛝䛥ᐓ᪐䛵䚮ᡥὑ䛊䜘䛓䛧䜙䛮

2009.9.15
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Ｃｈｉｎａ

学会出張

―

Ｔｏｗｎ

ｉｎ

Ｙｏｋｏｈａｍａ

メトロに乗って白楽天

―

透析室

赤嶺正樹

その後、何とかその場は持ち直し、
食しきれなかった

去る６月、
横浜で開催された第54回日本透析医学会で

料理は持ち帰る事にして、
三人で帰路のメトロに乗車し

発表した。

た。
先に下車した私は、
先の映画を思い出し、
何気なく振

沖縄発18：00時の最終便で宿泊先のホテルへ到着し、
チェックインするカウンターで携帯電話がなった。
別の

り返った。
その先には、
ガラス越しに少し酒に酔って疲れ

ホテルへ宿泊している院長から中華街での夕食の御誘

た院長の後姿が見えた。
横浜駅まで残り3区間、
隣に座る

いであった。私は部屋へ荷物を置き、
すぐに駅へ向かっ

彼は、
院長(父親)の背中に何かを感じるだろうか。
駅から

た。
そこは、
みなとみらい線の横浜駅と元町・横浜中華街

徒歩5分位のホテルへと少し生ぬるい浜風の中を歩きな

を繋ぐ地下鉄であった。今まで乗った地下鉄と違い、
人

がら一人、
勝手に物語とダブらせ空想に浸っていた。

が少なく駅のホームも洗練され、
どことなくモダン的な

その夜遅く、
ホテルに戻った私の部屋からは、
ネオン

感じを漂わせていた。
乗車中に景色を見て、
ふと
「メトロ

輝く遊園地の観覧車が近くに見えた。
学会発表の予習を

に乗って」
という昔の邦画を思い出した。
父親を憎悪して

考えていたが、
酒に酔ったのと、
クルクル回りながら虹色

いる息子が、
メトロ(地下鉄)に乗るとタイムスリップし、

の光を発する観覧車を見たせいか、
催眠術にかけられた

若かりし頃の父親と出会い、
友人となり、
子供らに対する

様に心地よい眠りに誘われ熟睡した。

父親の思いを理解し、
現代に戻ると考えを改めて、
父親

翌朝、
窓に眼を向けると、
晴れ渡った青空の下、
昨夜の

との関係を修復するといった内容であったと記憶してい

観覧車は、燦々と太陽の光を浴び生気にみなぎってい

る。

た。
幸い、
発表は午後になっていた為、
発表用の原稿に目
を通しながら遅い朝食を摂って、会場へと向かった。一

今となっては、
撮影現場が此処か分からないが、
勝手

人歩いていると、
大勢の人の波がこちらへと押し寄せて

に想像している間にメトロは、
目的地に到着した。
メトロを降り、
待ち合わせ場所の駅前へ中華街方面を

くる。
私だけが、
逆行している様だった。
その途中、
道端の

歩いていると、
ガードレールに腰掛、
談笑している院長と

ポスターを見かけた。
「横浜港開港150周年」
。
この人波

若い男性の姿が見えた。彼は、
東京で音楽学校の講師を

は、
これを記念したイベントへ向かう人々であった。
日常

している院長の息子(三男)さんであった。

の何気ない二つの出来事、
年に何回か学会で日本各地を
訪れるが、
今回のキーワードは、
タイムスリップだったの

そこから、
横浜に詳しい知人に紹介してもらった店を、
２〜３軒三人で雑談しながら探し歩いた。
どの店も活気

かもしれない。
もちろん言うまでもなく、
学会発表は問題

に溢れ、
人波を縫う様にして御目当ての店に着いた。

なく終える事が出来た。

御店の名前は
「白楽天」
。
院長は、
久しぶりに息子さんと
の会食で嬉しかったのか、
メニューを一瞥して最高級の

第54回日本透析医学会学術集会・総会

フルコースをオーダーした。冷たいビールを飲み、北京

平成21年6月5〜7日

ダックにフカヒレスープ、
鮑の姿煮等、
次々に運ばれてく

横浜市・パシフィコ横浜

る料理に舌鼓を打ちながら、
彼の近況や今回の学会につ
いての話で盛り上がっていた。そこで、酒に少し酔った
せいか、
私の発した一言が、
場の雰囲気を少しだけ険悪
にしてしまった。
その一言とは、
「跡を継ごうと思わなか
ったの？」
であった。
彼は、
「自由」
を主張し、
祖父の跡を継がなかった院長
（父親）
も同類で、
彼もその生き方を真似ていると話した。
一瞬、
院長の顔が険しくなった。
だが、
久しぶりの彼との
会食と私が居る手前、
唯々聞き入っていた。
昭和30年代、
医師不足が深刻であった時代に沖縄の為、
医師を志した
院長と彼は、
同類か？と私は、
思った。
他人の私は多くを
語るまい。
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エッセイ
若き日の山行→槍ヶ岳
大浦

孝

1965年、
(昭和40年4月)金沢大学へ入学した。
金沢は
春爛漫、
町中桜吹雪の中、
兼六園の夜桜見物に先輩と出
かけた。
兼六園は花盛りで大賑わいであった。
擦れ違う
見物客の表情まで晴れやかに見えた。
その頃、
その先輩と相部屋で寮生活を送っていた。
そ
こは西の廊
（くるわ）
に近く、
ある大先輩は廊から登校し
ていたという伝説もあった。寮は古い木造建築が鉄筋
コンクリートに新築され、畳の大部屋は二人相部屋の

パーティーの後を追うことになった。
一日目は暮れて大

洋間のアパートに変わっていた。それでも24時間騒々

雪渓(槍沢)でテントを張り、
無事一泊できた。

しく忍耐が必要であった。
また非常に野放図で、
部屋の

翌朝、
銀世界で銀色の道を槍へ向かった。
ところがサ

掃除などしたことがなく万年床であった。
コーヒーカッ

ングラス無防備のため、
雪眼にやられていた。涙ポロポ

プが灰皿となり、
必要なとき簡単にすすいで、
またコー

ロで、
稜線を登り続けた。
大曲(おおまがり)を過ぎ、
殺生

ヒーカップに使ったりしていた。その当時は合理的で

(せっしょう)あたりか、視界は霞み、
足を踏み外し尾根

不自然な感じもなく、
ごく普通の生活と思っていた。
寮

より50ｍ程下へ転落した。幸いなことにスロープの途

の食費は、朝10円、夕80円、計90円でまかなわれてい

中の大木の根元にひっかかり命拾いをした。そのまま

た。全くの粗食で、朝のみそ汁など、ひどい時はもやし

雪崩ていたら千仭（せんじん）の谷底、行方不明の身と

が2、
3本浮いているだけであった。
その頃学食では素う

なっていたことだろう。
これにひるまず置いてきぼりに

どんが40円、定食のゴールデンランチが150円であっ

はなるまいと、
果敢にもそこから這いずり出し、
再び元

た。
いまでも手元にある角川国語辞典の定価は450円と

の稜線へ辿り着いた。何事もなかったかの如く、メン

なっている。

バーの後を追いもくもくと頂上を目差した。

ところでその先輩は山岳部に属し山男であった。部

遂に、
頂上に達し、
例の鉄製の梯子
（はしご）
を一段一

屋には恭
（うやうや）
しくリュックとピッケルが飾って

段慎重によじ登った。梯子を登り終え、大槍の穂先(約

あった。先輩は医学部に入ったのではなくて山岳部に

20畳)に立った。
すでに先のパーティーは穂先に達して

入ったのだと嘯
（うそぶ）
いていた。実際に、
シーズンに

おり、
眺望に歓喜していた。私には山を征服した勇者の

なると1カ月程部屋を留守にしていた。
いわゆる山小屋

様に見えた。
頂上からの眺望は正に絶景であった。
360

生活、
山籠りである。髭面の山男曰く、
｢山を降りて町に

度のパノラマ、雲海の中に北アルプスの山々が神々し

出ると女性が美しく見える。｣と。先輩方は新人の歓迎

く突き出していた。
時には富士の霊峰も遠望できるとい

勧誘の意味もあり、立山を初めとして北アルプスの山

う。
若気の至りで最初で最後の処女体験となった。今ま

行の話を聞かせてくれた。
リーダー曰く、
「槍は弧峰の如

で誰にも話す機会が無く、遠い記憶の彼方に沈殿して

く、
穂高の後ろにそびえている。
」
その後その話を聞きつけ我々素人3人で無謀にも

いたのが触発されて記録に留めることになった。生命

リュックを担いでテントで一泊し、
槍ヶ岳の頂上を目差

を五感で感じる至福の時とは言えず、逆に山で命を落

す計画を立てた。日程はリーダーの企画によりすでに

とす寸前の寸劇を御紹介した次第である。
沖縄に帰郷してからは
「仁者は海を愛する」
の生活と

決まっていた。
時期は秋休み。
金沢から北陸本線で親不

なった。

知、子不知を経て糸魚川まで出た。大糸線に乗り換え、
信濃大町を経て松本へ到った。その先は松本電鉄の

参考図書

島々線へ乗り換え、乗鞍岳を左手に眺め上高地に到着
した。
あの有名な上高地の河童橋の架かる梓川と大正池を
横目に、
登山道へ入った。
すでに先に出発している他の

19

近藤

辰郎

北アルプス案内

中村

昌之

アルプス登山ガイド 昭文社

2009年

新田

次郎

孤高の人

1973年

山と渓谷社

新潮文庫

1986年
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経理事務
金城

内科外来
古堅

英子

経理事務の金城です。
「一応新人です。」初心の
気持ちで頑張ります。宜しくお願いします。

ユミ

８月より、外来配属されました。
患者様や優しい先輩から、日々学ばさせて頂
いております。これからも、御指導宜しくお願
いします。

透析室
高良

透析の仕事は、初めてですが、出来る事から一
歩一歩頑張ります。宜しくお願いします。

透析室
久高

敦子

米どころ新潟から来て早１３年目の長男嫁で
す。精一杯頑張りますので、皆さんどうぞ宜し
くお願いします。

透析室
澤村

恭史

直樹

沖縄へ来て、７年目のないちゃ―です。
（北海
道の酒呑みです。）一生懸命頑張ります。
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外来担当表

月
午前

火
Dr.大浦

Dr.大浦

Dr.平田

水

木

金

Dr.大浦

Dr.大浦

Dr.大浦

土
毎週
第２

内視鏡・エコー（消化器）

午後

Dr.大浦

Dr.大浦

診 療 受 付 時 間 平日

Dr.大浦
Dr.大浦
循環器Dr.

Dr.大浦

午前（8：30〜11：30）

Dr.大浦

Dr.大浦

午後（14：00〜17：30）

土曜 午前（8：30〜12：30）
毎 週 火 曜 日 午前 経鼻内視鏡・エコー検査をしております。
（予約制）
毎月第２土曜日 午前 循環器エコー検査をしております。
（予約制）

本誌への原稿募集

編集後記

この度編集委員会では、本誌を読んで頂いた院内外の皆様からの原稿を募集するこ
とに致しました。

夏場に新型インフルエンザの流行があり、

①表紙のカラー写真
④症例報告
⑦闘病記

朝晩肌寒くなってきました。

②オピニオン

⑤新しい医療技術
⑧エッセイ

③医療情報 ( 人物紹介、イベント案内 )

⑥旅行記 ( 学会・研修会報告 )

⑨思い出の記

⑩医学生の実習報告

等

尚、お寄せいただいた原稿の採否については、編集委員会に一任させて頂きますよ
うお願い申し上げます。
採択の原稿には簿謝呈上致します。

対応に追われる日々です。ワクチン接種も始
まり、早く収束することを願うばかりです。
ともあれ、予防が一番、手洗い・うがい・
マスクを忘れずに！
編集委員

四季暖流

交通アクセス

89番
（琉球バス・沖縄バス）那覇西高まわり、航空隊経由

③新町入口にて降車
◆市内線利用
市内線9番大嶺線の通るバス停より乗車、新町入口にて降車

●南部からの患者さんの場合
89番那覇行きのバスに乗車、新町入口にて降車
●市内からの患者さんの場合
市内線9番大嶺線の通るバス停より乗車、新町入口にて降車

●モノレールからの患者さんの場合
赤嶺線より徒歩3分

●県外からの患者さんの場合
モノレール那覇空港駅より乗車、赤嶺駅降車して徒歩3分

●空港から一番近い医療施設●
那覇空港駅

産業支援センター
●

▲

豊見城（国道330号）

▲

豊見城（国道330号）小禄バイパス

▲

アルディア●

●赤嶺県営住宅

●サンエー
●Uプラザ

小禄駅

ジャスコ●

豊見城

赤嶺駅

ビデオ1

マンガ
倉庫●

オートバックス
●●●
ビッグワン

那覇市高良3丁目５-22
TEL.098-859-1941 FAX.098-859-1933

緊急連絡先

090-8766-1571

休 診 日

月〜金曜日 ９：00〜12：00／14：00〜18：00
土曜日 ９：00〜13：00
日曜・祝祭日・土曜日午後

刷／新星出版

診療時間

印

E-mail:mail@oura-cl.com

電話〇九八ー八五九ー一九四一︶

ホームページ http://www.oura-cl.com
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奥武山

▲

ジャスコ●

小禄駅

●赤嶺県営住宅
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●北部・中部からの患者さんの場合
◆市外線利用
①那覇バスターミナル下車
②糸満線に乗車

