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難治性腹水と腹水濾過濃縮静注療法

腎臓内科　部長 　　　山 田 剛 久
（やまだ　たけひさ）

　「難治性腹水」という病態があります。腹腔内
にどんどん水が貯留してくる状態のことです。
種々の原因で起こり得ますが、主な病因として
肝硬変等の重症肝機能障害や胃癌、肝癌、膵癌、
卵巣癌等の腹腔内や骨盤腔内の悪性腫瘍が挙げ
られます。腹水と言ってもただの水ではなく、
元々は血管内にあった血漿成分が血管外に漏出
したものなので人体にとって重要な栄養素の一
つである蛋白質を大量に含んでいます。その蛋
白質が腹腔内に漏出するために血管内の蛋白質
は減少してしまい低蛋白血症という状態になり
ます。血液中の蛋白濃度の低下が更に血管外へ
の水分の移動を助長し腹水を増加させるという
悪循環が生まれます。大量に貯留した腹水を治
療するために通常は利尿剤という尿の出が良く
なる薬を使用しますが、この治療薬も万能では
なく、例えば腎機能障害のある患者様の場合で
は効果が不十分で腹水貯留が長引き、腹周りが
大きくなり患者様は苦痛を訴えるようになりま
す。こうした収まりのつかなくなった腹水を治
療するのに腹の表面から針を刺して中に溜まっ
た腹水を体外に排出する方法があります。「腹腔
穿刺」と呼ばれるこの治療法によって一時的に
腹囲も小さくなり患者様の苦痛も和らぎますが、
原因である病気が完治した訳ではないので暫く
すると再び腹水が溜まり始めます。そのため腹
腔穿刺を何度も繰り返さなくてはなりません。
繰り返し腹水を体外に排出するため血液中に含

まれる蛋白質はどんどん減少していきます。こ
うして失われた蛋白質を少しでも取り戻す方法
の一つに腹水濾過濃縮静注療法（CART）とい
う治療法があります。これは腹腔穿刺時に排出
された腹水をそのまま廃棄するのではなく、細
菌や腫瘍細胞などの有害物を特殊なフィルター

（血漿分離膜）を用いて除去し、更に余分な水分
を除去し濃縮した後に静脈内に注射することに
よって体に必要な蛋白質を血管内に戻してあげ
る治療法です。保険適応も認められており当院
の血液浄化療法室においても近年、実施数が増
加しています。専用の設備と技能を持つ技士（臨
床工学士）が必要ですが、この治療法の良いと
ころは元々患者様自身の体内にあった蛋白質を
効率よく戻すことが可能である点であり、献血
製剤の使用量の節約にもつながり、今後ますま
す普及して行くことが予想されます。
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治療の話
　　　　　　アレルギー性鼻炎

耳鼻咽喉科　助教・医員　　細矢　 慶
（ほそや　　 けい）

　アレルギー性鼻炎は鼻水、鼻づまり、くしゃみが主
な症状です。発症には様々な環境因子と遺伝因子が関
与していると考えられています。環境因子としては、
ハウスダスト、ダニやスギといった原因抗原やディー
ゼル排気粒子などの大気汚染、タバコ、腸内細菌叢
などがあげられます。　
　全国における有病率調査では、平成18年度の全国
調査では47％の方にアレルギー性鼻炎があると報告
されて、国民病と呼ばれています。さらに、患者の
低年齢化や患者数が増加していることが報告されて
おり、社会問題化しています。
　異物が鼻に入ると、異物を認識した人体がそれを排
除しようとして、鼻水やくしゃみをだす防御反応を示
します。これは体を守る免疫反応の仕組みですが、こ
れがハウスダスト、ダニといった抗原に対して過剰に
反応し、繰り返し症状が出てしまうものがアレルギー
反応です。
　治療法としては、第一に抗原を除去することです。
たとえば、ハウスダストやダニにアレルギー症状があ
る方であれば、部屋や布団の掃除を頻回に行うことで
原因物質を取り除くことになります。スギ花粉症で
あれば、マスクをして外出するのも１つの方法です。
もっとも一般的に行われている治療法は薬物療法で
す。この対症療法は抗ヒスタミン薬による治療が中
心で、近年、眠気やのどの渇きなどの副作用が少な
い新しい薬剤が増えています。ステロイド点鼻薬は、
副腎皮質ホルモンを含んでいますが、内服とは違い全
身への移行はほとんどないため副作用もほとんど問

題ありません。また、体質改善が見込める治療法とし
て減感作療法があげられます。月に一度の注射を行
うことで抗原に体を慣れさせていく皮下免疫療法や、
毎日舌下に投与を行う舌下免疫療法があります。3年
以上の長期に治療が必要であること、即効性がないと
いう側面もありますが、薬剤の使用量の減少や症状
の改善が7割の方に期待されます。手術療法では薬物
療法で効果が認められなかった方を対象に行います。
アレルギー性鼻炎を治癒することはできませんが、症
状を軽減することができ、多くの方が薬の必要がな
くなります。患者さんの症状に合わせて手術を行い
ます。手術は全身麻酔中に鼻内から内視鏡を用いて
行いますので、侵襲は大きくありません。
　症状にお困りの方は一度受診してみてはいかがで
しょうか。我々がそれぞれの方にあった治療方法を
提示できるかと存じます。

アレルギー性鼻炎患者の鼻所見
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病気の話
歯科金属アレルギーについて

歯科　助教・医員　　吉峰　正彌
（よしみね　 まさや）

　金属アレルギーといえば、ピアス・眼鏡のフレーム
などの金属が接触している部位が、痒くなり腫れるこ
とが一般的ですが、歯科金属アレルギーの症状は、金
属が直接接触している口腔内粘膜ではなく、口腔内金
属が口腔内粘膜や消化管から吸収されて、血行性に全
身に広がって発汗により到達した部位で炎症反応を起
こすことが、圧倒的に多く、全身性の接触皮膚炎と捉
えることができます。すなわち主たる臨床症状は、口
腔内から離れた遠隔部位の湿疹様反応や掌蹠膿疱症な
どが挙げられます。
　日本において、歯科保険診療で使用される金属は、
一般的に金銀パラジウム合金と呼ばれる合金になりま
す。所謂、歯の詰め物や、被せ物に使用されます。通
称金パラと呼ばれ、主成分として、金が12％、パラ
ジウムが20％、銀が50％前後、銅が20％前後含有
されています。この歯科用金属材料としてのパラジウ
ム合金は、金属アレルギーの原因となり得るのです。
金属成分はイオンとなって唾液の中に溶け出してしま
うのです。
　2014年4月の診療報酬改定により、ハイブリッド
セラミックスのブロックをCAD/CAMという機械で

削り出し作製する被せ物であるCAD/CAM冠が、小
臼歯部において保険適用となり、2016 年からは歯科
金属アレルギーを有する患者さんに対して、全ての大
臼歯においてもCAD/CAM冠が保険適用となりまし
た。保険適用なので、金属アレルギーを起こさない白
い材料を、安価で、口腔内に装着することが可能となっ
たわけです。勿論、咬合など、その他の条件で全ての
症例が適応症とはなりませんが、歯科金属アレルギー
と診断された場合、口腔内金属を全て除去する必要が
あり、治療費用が非常に高価になってしまう可能性が
あり、CAD/CAM冠の保険適用はその治療の一助に
なるものと思われます。
　歯科金属アレルギーを発症させないためには、どの
ような予防方法があるでしょうか。う蝕になることで、
型取りして詰め物、被せ物を口腔内に入れると、金属
アレルギーを発症するリスクが上がります。また、歯
周炎で歯を喪失してインプラント治療を受けた場合も、
チタンという金属により金属アレルギーを発症するリ
スクが上がります。いずれにせよ、定期的に歯科受診
をすることで、虫歯、歯周病を予防してご自分の天然
の歯を守ることが一番有効な予防方法と思われます。

CAD/CAM 冠

口腔内から除去された歯科用金属
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入院支援室の役割について
医療連携支援センター　主任看護師　　伊藤　智美

（いとう 　ともみ）

支援の話
　昨年4月より入退院支援が始まって1年8 ヶ月た
ちました。入退院支援、聴きなれない言葉だと思い
ます。
　入退院支援とは、病気になり入院しても、その後、
住み慣れた地域で継続して生活できるように援助し
ていくことです。
　そして入院支援室。こちらは今年の6月に始動し
てもうすぐ5 ヶ月たとうとしています。
　今までは入院予約が決まり、外来で入院説明、そ
して入院してから外来からの情報を元に、病棟で入
院に対しての不安なことや、心配なことをうかがっ
ていましたが、6月から入院支援室での入院説明が
始まりました。

　入院支援室では、入院の日程が決まってから実際
に入院するまでの期間に、入院支援室の看護師から
入院説明、病気に対する想い、日常生活のことなど
をうかがい、患者さんの状態を入院前に把握します。

入院前から患者さんに接することで不安や疑問を払
拭し、安心して入院生活ができるようにお手伝いを
させてい頂いています。入院支援室にいらしていた
だく患者さんは3泊4日以上、75歳以上のクリティ
カルパス入院の方、またそれ以外の方になり、入院
支援室を通らない方もいます。
　入院支援室には看護師の他に医療福祉相談員もいま
す。患者さん、ご家族の医療費に関しての相談、障害
者手帳の説明など行っています。患者さんと入院支援
室でお話しすると、初めて入院で不安な方、治療の
ため入退院を繰り返して手いる方、様々な方がいらっ
しゃいます。そのような色々なお気持ちを遠慮なく
お話いただきたいと思っています。入院する患者さ
んは年齢層も幅広く、小児から成人までおり、心配
ごとも多岐にわたります。もちろん、病気のことも
ありますが、金銭面、また自宅で患者さんご本人が介
護等しており、その間どうす
るかなど心配事も様々です。
　入院支援室で私たちができ
ることはほんの少しかも知れ
ません。まだ始まったばかり
で、ご迷惑をかけるかもしれ
ませんが、これから色々と患
者さんのご意見を聴きながら、
患者さんの入院のお手伝いを
していきたいと思います。
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お風呂のうれしい効果と
　　　体にやさしいお風呂の入り方

主任看護師・慢性心不全看護認定看護師　　髙橋  みどり
（たかはし　みどり）

　これからの季節、冬本番を迎えます。寒い季節は、
お風呂の湯船に浸かるとほっとしますよね。あなたは
お風呂に入ることは好きですか？温かいお風呂に入る
と疲れがほぐれ、リラックスできますよね。お風呂に
入ることで健康作用があることは、ご存じですか？お
風呂で健康になれる体にうれしい効果をお教えします。

お風呂で健康になれるうれしい効果
　体が温まり全身の血管が拡がり、血液の流れがよく
なることで、栄養を取り入れ老廃物を排出しやすくな
る働きがあります。これは、全身の代謝を良くし、疲
労回復や美容やストレス解消に効果があるのです。
　水の中では水圧によって体重が約1/10になります。
浮く力で地球の重力から解放され、足腰の負担が軽く
なり、肩こりなど筋肉の緊張がほぐれます。
　お風呂のうれしい効果を知り、心身のリラックスを
することで寝つきがよく心地よ
い睡眠が得られます。しかし、
お風呂の入り方次第では健康に
悪影響をもたらす可能性もある
ので注意しましょう。

冬は要注意！寒い時期に増加する血管事故
　冬は寒さにより血管が収縮し、血液の流れが悪くな
り、血圧も上がってしまいます。暖かい場所から急に
寒い場所に移ることなど急激な温度変化が血圧を上げ
る原因の1つなのです。血管や心臓は、急激な温度差
による変化に弱いものです。動脈硬化が進んだ高齢者
や高血圧、脂質異常症、
糖尿病などの生活習慣
病の方は、特に冬の突然
の血管事故に注意が必
要です。急激な温度変化
で、血圧が変動して意識
を失ったり、心筋梗塞や脳梗塞などを引き起こします。
これを血管事故と言います。このような急激な温度差
によりお風呂場で突然の病に倒れる入浴中の事故が多
く報告されています。これを防ぐために、負担の少な
い体にやさしいお風呂の入り方をご紹介致します。

体にやさしいお風呂の入り方
～お風呂前の準備～
　まず、心臓への負担を少なくするため、動作間を30
分程度空けて、二重負荷がかからないようにしましょ
う。例えば食後にお風呂に入るのであれば、食後30
分以上空けてから入浴するようにします。居間や浴室
や脱衣所、トイレなどでは温度差が20度近くになる
こともあります。ですから寒いところで急激に血圧が
上がることがないよう、あらかじめ脱衣場や浴室内を
温めておきます。浴室内において、入浴前にシャワー
を出しっぱなしにしておいたり、浴槽の蓋を開けてお
くなど、湯気で浴室の中を暖めておくと良いですね。
要するに温度差をなくすようにすることが大切です。

～お風呂の湯船に浸かる方法～
　入浴する際には、心臓から遠い場所の足先からかけ
湯をしましょう。熱いお湯は、急激に血圧を上げて心
臓へ負担をかけてしまいます。お湯の温度は、40 ～
41℃が良く、ぬるめのお湯に浸かることで血圧は徐々
に低下する効果があります。高血圧や心臓に持病があ
る人は、湯船に入る高さは、みぞおち当たりまでにし
ましょう。深く浸かると心臓に水圧が強くかかるので、
浅めがよいでしょう。長湯をすると負担になるので、
時間は10分くらいにしましょう。　　　　　　　　　　　
　お風呂の入り方をもう一度考え、血管事故を防ぎ、
快適なお風呂タイムを過ごしたいですね。

ケアの話

暖かい部屋
18～ 20℃

脱衣所浴室
8℃

浴室
40～ 41℃

血圧上
昇

血圧低下
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します
解説

肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業が開始されます
肝がん・重度肝硬変患者さんへの支援

☆B型・C型肝炎ウイルスに起因する肝がん・重度肝硬変患者の特徴を踏まえ、患者の医療費の
負担の軽減を図りつつ、患者からの臨床データを収集し、肝がん・重度肝硬変の予後の改善や
生活の質の向上、肝がんの再発の抑制などを目指した、肝がん・重度肝硬変治療にかかるガイ
ドラインの作成など、肝がん・重度肝硬変の治療研究を促進するための支援が始まります。

以下すべての条件を満たして都道府県から認定を受けた方となります
　① 肝がん・重度肝硬変と診断され入院治療※1を受けている
　② 世帯年収が概ね370万円以下
　③ 肝がん・重度肝硬変の治療研究に協力していただける
　　 ※1   B 型・C型肝炎ウイルスに起因する肝がんまたは重度肝硬変の治療のために、都道府県が指

定する医療機関（指定医療機関）に入院している場合が対象です

医事課　課長補佐　齊藤　正子
　　　　　　　　　　　 （さいとう まさこ）

対象となる方

2018年 12月から助成が受けられます

適用の時期

肝がん・重度肝硬変で入院して自己負担額が高額療養費の基準額を超えた月が過去12月で既に
3月以上あるときに4月目から自己負担額が月1万円となるように助成を受けることができます

負担する金額

日本医科大学千葉北総病院は指定医療機関です
他の医療機関については下記ホームページで確認できます
　　　「肝炎治療指定医療機関一覧／千葉県」

指定医療機関

2018年 12月より新しい制度が始まります
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肝がん・重度肝硬変と診断されたら、指定
医療機関で入院記録票を受け取って下さい

肝がん・重度肝硬変で入院する度に、指定
医療機関で入院記録票に入院の記録をして
いただいて下さい

利用の流れ

STEP1 入院の状況を記録します

肝がん・重度肝硬変で入院して自己負担額が高額療養費の基準を超えた月が1年間で
4ヵ月以上となったら、4ヵ月目から自己負担額が月1万円となります。

●詳しい内容は、お住いの都道府県疾病対策課難病審査班までお問い合わせください

　　　【千葉県の方のお問い合わせ先】

　　　　　千葉県　健康福祉部疾病対策課　疾病対策課難病審査班　　
　　　　　〒260-8667　千葉市中央区市場町1番 1号

　　　　　　 電話番号（代表）043-223-2575

　　※土曜日、日曜日、祝日及び年末年始（12/29～1/3）は執務を行っておりません
　　　開庁時間は、月曜日から金曜日の午前9から午後5時までです 

STEP3　

指定医療機関の医師に臨床調査個人票（診
断書）を記載してもらった上で、同意書に署
名して下さい

臨床調査個人票（診断書）や同意書などを
添えて都道府県に申請して、参加証※2を受
け取って下さい
※2  ご入院の際、助成を受けるために指定

医療機関へ提示する証明証です

STEP2 助成を受ける手続きをします
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編

　看護部からのお話の通り心筋梗塞、脳梗塞などの血管事故が
急激に増える時期となりました。暖かいレストランから外に出
るときなども、急激に体を冷やさないよう、体温調節に気をつ
けてください。　　　　　　　　　　（広報委員会：亀谷 修平）

集 後 記本誌についてのご意見は、ご意見箱にお入れ
いただくか、下記までお寄せ下さい。

日本医科大学千葉北総病院 医療連携支援センター
〒 270-1694   千葉県印西市鎌苅 1 7 1 5
電 話 0476-99-1810/FAX 0476-99-1991

運営の話
　我々医療機関は、病院を訪れる患者さんへ、安全で
で安心できる医療の提供はもちろんのこと、快適な環
境でのサービスの提供が求められており、当院におい
ても患者さんの要望をを聞きながら、サービスの向上
に努めております。
　具体的な取り組みとしては、ご意見箱の設置と患者
満足度調査です。ご意見箱は各病棟と外来に置かれ、
患者さんの率直なご意見が多数寄せられています。患
者満足度調査は毎年行われ、入院患者さん、外来患者
さんにアンケートのご回答をいただき、毎年約700
通ものご意見を頂いております。その中で特に要望と
して多かったのが診察時の待ち時間対策です。下記の
グラフは平成29年度の満足度調査の結果ですが、待
ち時間を適切であると感じている方は30％ほどであ
り、半数以上は適切とは感じていないのが現状です。
　院内では患者サービス委員会を設置し待ち時間の緩
和を検討していますが、患者さんの受診状況はもちろ
ん、診察内容も様々ですので、適正な待ち時間の目安
をつけることが難しく、有効な解決策を提示するにい

たっておりません。そのため、現在は待ち時間を有効
活用した新たな患者サービスに取り組んでおります。
院内wifiの導入は最近の取り組みのひとつです。ス
マートフォンやタブレットの接続がスムーズになるこ
とで、院内の待ち時間を患者さんに有効活用していた
だければ幸いです。また、オープンスペースを利用し
たスマートフォン教室も開催しており、スマートフォ
ンを使いたくても操作方法などで購入を躊躇されてい
る高齢者の方に、待ち時間を利用して使い方をレク
チャーし、時間の有効活用となるよう企画しています。
今後は、デジタルサイネージと呼ばれる電子掲示板の
導入を検討しており、当院の情報や健康番組の放送を
主な内容と想定しております。待ち時間対策として利
用していただくのはもちろんのこと、患者さんへタイ
ムリーな情報提供に寄与するものと考えております。
　今後ともご意見箱や患者満足度調査で得られた結果
を元に様々な改善策を提案していく所存です。患者さ
んにおかれましては、ご意見箱や患者満足度調査にご
理解、ご協力のほど何卒よろしくお願い申し上げます。

図  待ち時間について適切だと思うか スマートフォン教室実施風景

当院の待ち時間対策について
　　～平成 29年度　患者満足度調査より～

庶務課　　塩澤  瞭太郎
（しおざわ  りょうたろう）

■ そう思う　　　　　　　■ ややそう思う
■ あまりそう思わない　　■ そう思わない
■ わからない


