
今では病院をはじめとする学校、官公庁、公共施設での禁煙は当たり前となっています。2003年に施
行された健康増進法25条第二節「受動喫煙の防止」が義務づけられたからです。2015年4月、日本医
科大学千葉北総病院は厚生労働省から「印旛医療圏における地域がん診療連携拠点病院」の指定を受けま
した。各種がんの原因の一つである喫煙対策をとらなければなりません。以前より当院職員の禁煙指導は
行ってきましたが、多くの外来患者に対する禁煙外来による禁煙相談、治療は行っておりませんでした。
しかし、2015年度より内科外来に禁煙外来を開始させていただきました。今回は当院の禁煙治療につい
てお話しいたします。禁煙外来はたばこをやめたい人向けに作られた専門外来です。 ヘビースモーカー
を対象にした一定の基準による条件を満たす喫煙者には健康保険適用がなされています。その条件とは①
患者自らが禁煙を望むこと、②ニコチン依存症診断用のスクリーニングテスト （TDS、後述） を行い5
点以上の診断された者、③喫煙年数と1日の喫煙本数を掛けた値が200以上であること、④治療に関する
承諾書を記述すること、となっています。主に精神面での禁煙支援や禁煙法を行う外来です。

当院の禁煙外来はある特色を持っています。第一は、通常の禁煙外来はニコチン依存症の方が煙草に関
連する病気にならないよう禁煙による一次予防を行うものです。しかし、当院通院患者は何かしら治療疾
患をお持ちです。そのような既往がある患者こそが
絶対に禁煙をしなければいけない方々です。つまり
通院入院患者の中から禁煙を必要とする方に優先的
に禁煙をしていただく外来です。

第二に薬物による禁煙法は広くマスコミでも宣伝
されているごとく、非ニコチン製剤バレニクリン
（Varenicline、チャンピックス（CHAMPIX））
を12週間服薬します。この薬剤はα4β2ニコチ
ン受容体の部分作動薬作用で、ニコチンよりも弱い
ニコチン受容体への刺激作用を持ち、ニコチン受容
体を軽く刺激することで禁煙に伴う離脱症状やタバ
コに対する欲求を軽減し、逆に喫煙した場合にはそ
の拮抗作用により喫煙による満足感が得られにくく
なります。大変有効な薬剤ですが副作用も存在しま
す。抑うつおよび自殺、他害行為、精神障害、異常
な夢、頭痛、心血管障害、胃腸障害、便秘、嘔気、
血管浮腫、肝機能障害、黄疸など怖い副作用が少な
いながらあること。また、特に問題とすべき副作用
にめまい、傾眠があります。当院では車で来院する

薬局と連携した禁煙外来をご存知ですか

日 野 光 紀
（ ひ の 　 み つ の り ）

呼吸器内科　部長、産業医

2016年6月号

2222

Q1 自分が吸うつもりよりも、ずっと多くタバコを吸ってしまう
 ことがありましたか。

ニコチン依存症を判定するテスト TDS（Tobacco Dependence Screener）

Q2 禁煙や本数を減らそうと試みて、できなかったことが
 ありましたか。

Q3 禁煙したり本数を減らそうとしたときに、タバコがほしくて
 ほしくてたまらなくなることがありましたか。

Q4 禁煙したり本数を減らしたときに、次のどれかがありましたか。

  ・イライラ ・眠気 ・神経質 ・胃のむかつき

  ・落ち着かない ・脈が遅い ・集中しにくい ・手のふるえ

  ・ゆううつ ・食欲または体重増加 ・頭痛

Q5 上の症状を消すために、またタバコを吸い始めることが
 ありましたか。

Q6 重い病気にかかったときに、タバコはよくないとわかって
 いるのに吸うことがありましたか。

Q7 タバコのために自分に健康問題が起きているとわかっていても、
 吸うことがありましたか。

Q8 タバコのために自分に精神的問題※が起きていると分かって
 いても、吸うことがありましたか。

Q9 自分はタバコに依存していると感じることがありましたか。

Q10 タバコが吸えないような仕事やつきあいを避けることが何度か
 ありましたか。

（注）禁煙や本数を減らした時に出現する離脱症状（いわゆる禁断症状）ではなく、喫煙する
　　  ことによって神経質になったり、不安や抑うつなどの症状が出現している状態。
最終的なニコチン依存症の診断は医師が行います。健康保険等の適用が可能かどうかは別途
確認して下さい。
各設問に対し、「はい」または「いいえ」を選択してください。合計点が5点以上でニコチン
依存症と判定されます。
　　　　　　　　　　　　　　  Kawakami, N. et al.：Addict Behav 24(2)：155, 1999

合計　　　　　　　　　   点

はい
（1点）

いいえ
（0点）
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2016年6月号〈2〉

帯状疱疹とは、水痘・帯状疱疹ウイルスというヘル
ペスウイルスにより生じる皮膚感染症です。このウイ
ルスは水痘、いわゆる水ぼうそうと同じ病原体であ
り、多くの人が一生に一度は遭遇する可能性が高いも
のです。ここではごく簡潔ながら帯状疱疹とその後遺
症について説明させていただきますが、早期発見と早
期治療の一助となれば幸いです。

水痘（水ぼうそう）は人から人へと感染する有名なウ
イルス感染症ですが、多くの人は子どもの頃に感染して
治癒、その後はウイルスに対する免疫を獲得します。し
かし、そのウイルスは完全に身体から無くなっているわ
けではなく、体内の神経節という場所に潜んでいます。
平時は本人の免疫力でウイルスの活動がおさえられてお
となしくしており、これを潜伏感染と言います。

ところが大きな病気をしたり、免疫力を下げる薬を
使っていたり、あるいは疲労やストレスにより免疫力
が下がったときにはこの潜伏感染しているウイルスが
活動を始めます。神経節とは、脊髄から伸びた神経が
全身に分布する中間地点にあたるものですが、ここを
起点としてウイルスが暴れまわるため、つながってい
る神経に沿って帯状に水疱（水ぶくれ）が出現しま
す。このことから帯状疱疹と言われます。

出現した水疱の中にはウイルスが存在し、水痘の免
疫がない人がこの水疱の中身を触ると感染する可能性
がありますが、通常の帯状疱疹では空気感染はせず、
水疱も1〜2週間ほどでかさぶたになって乾きます。
免疫力の特に低下した人の場合は、帯状疱疹の部位か
ら全身にウイルスが広がって他の場所にも症状が出て

水痘と同じ状態になる場合があります。これを汎発性
帯状疱疹と言い、この状態では水痘と同じように空気
感染する可能性があります。

帯状疱疹は、ウイルスによる炎症で神経が刺激され
るため、厄介な合併症を生じる危険があります。顔面
に生じた帯状疱疹では顔面神経麻痺を起こしたり、目
や耳に障害を生じることもあり、できるだけ早期に治
療することが肝要です。

また、多くの場合はげしい痛みを伴います。発疹が
出る前に痛みを感じる場合もあります。神経は皮膚よ
りもダメージの回復が遅いため、発疹が治っても長期
間痛みが続くことがよくあります。軽い帯状疱疹でも
1か月くらい痛みが続くことが多いですが、帯状疱疹
後神経痛という数か月以上も続く痛みを残すことも珍
しくありません。こうなると、通常の痛み止めではな
かなか治らず、神経ブロックなどの治療が必要となる
場合もあります。帯状疱疹後神経痛の予防のためには
発症からできるだけ早い時期に治療を開始することが
必要とされています。思い当たる症状があれば数日以
内には医療機関を受診するのがよいでしょう。

病気
の話

帯状疱疹の話
皮膚科　医員 森田　孝

（もりた たかし）　

方が多くを占めています。この薬剤の服薬中の車運転は可能な限りひかえる必要があります。しかも、い
ろいろな疾患が集まる当院では多くの薬剤が処方されており、禁煙薬剤との併用も心配なところです。

そのために我々は、禁煙薬の前に一度はニコチン置換療法（ニコチンガム・ニコチンパッチを使用）に
よる禁煙にチャレンジしていただきたいと考えて、近隣薬局との「禁煙連携システム」を作っています。
つまり、病院周りの院外処方薬局で禁煙相談いただけますと先ず、ニコチンパッチによる禁煙指導治療を
お願いしています。それで禁煙ができなかった場合、近隣薬局より「電話による禁煙外来予約」ができる
システムです。つまり我々の禁煙外来は、すでに病気でお悩みの当院通院中または入院患者に限定させて
いただいております。この冊子を読んでいただいた方のみならず、受動喫煙対策として喫煙がやめられな
いでお悩みのご家族の方にも是非、禁煙連携薬局にて一度ご相談いただきたいと考えております。

vol_22_ふれあい第7号  2016/06/08  9:28  ページ 2



2016年6月号〈3〉

みなさんは、産婦人科と聞いた時にまず何を思い浮
かべるでしょうか？

おなかの大きな妊婦さんや赤ちゃんの泣き声など、
一般的には出産に関わる診療科というイメージが強い
のではないかと思います。確かにその通りですが、一
方で子宮や卵巣といった女性生殖器に発生する多種多
様な腫瘍の治療に当たる、外科的な側面も併せ持って
いるのです。

当院は、2016年5月1日現在千葉県内に29名しか
いない婦人科腫瘍専門医（日本婦人科腫瘍学会認定）
のうち3名を擁し、近隣地域のみならず広く千葉県全
域から婦人科領域の手術を必要とされる患者様を受け
入れています。その中でも子宮筋腫や卵巣のう腫とい
った比較的発症頻度の高い良性疾患には、積極的に内
視鏡手術を行っています。現在は年間90名（概ね4日
に1名）の方が、当院で婦人科内視鏡手術を受けてい
ます。

婦人科疾患に対する内視鏡手術の歴史は長く、
1970年代から臨床応用が始まりました。1990年代
以降は、医療保険の適応が開始したことや社会的ニー
ズが高まったことも追い風となって急速に広まり、現
在では「内視鏡手術が婦人科の良性疾患に対する標準
的な手術方法である」と言っても過言ではない段階に
至っています。

内視鏡手術における最大の利点は大きく二つ、整容
性（傷が小さく、かつきれいに治ること）と低侵襲性
（身体へのストレスが少なく、術後の回復が早いこ
と）です。整容性については実際の手術創部を見てい
ただければ一目瞭然ではないでしょうか（図1）。疾
患や腫瘍の大きさなどによりますが、多くの場合は臍

部に1ヵ所、下腹部に2〜3ヵ所の非常に小さな傷で手
術を行うことが可能です。

また、低侵襲性であることから、手術翌日には食事
や歩行を開始して術後4日目には退院となります。近
年は手術後の早期復職を望む女性患者様が増えていま
すが、そのようなご希望に応えることができる婦人科
内視鏡手術は「女性のライフスタイルをサポートする
手術方法」と言えるかも知れません。

しかしながら、内視鏡手術の適応には限界がありま
す。一般的に行われる開腹手術と比較すると、内視鏡
手術ではどうしても手術操作や視野に一定の制限が生
じてしまう場合があります。そのため、術前に内視鏡
手術が困難であると判断した患者様には、安全性を第
一に考えて開腹手術をお勧めしています。また、私た
ちは内視鏡手術に関する知識および技術の向上と維持
に全力で取り組んでおり、当科で独自に設定したレベ
ルに到達した医師のみが術者として内視鏡手術を担当
します。

婦人科内視鏡手術についてより詳しくお知りになり
たい患者様がいらっしゃいましたら、ぜひお気軽に当
科までご相談ください。

治療
の話

産婦人科疾患と内視鏡手術
女性診療科・産科　助教・医員 松橋　智彦

（まつはし　ともひこ）　

図1. 当院で行っている婦人科内視鏡手術（術中写真と術後創部）

図2. 内視鏡手術と開腹手術の周術期スケジュール

表1. 当院における内視鏡手術症例数

※2016年は1月から4月の症例数（30）を1年分に換算
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2016年6月号〈4〉

ペースメーカと携帯電話
ＭＥ部 鈴木　亮

（すずき　りょう）　

○ペースメーカを必要とする方とは
ペースメーカとは心臓の動き（拍動）が病的に遅く

なる（徐脈）方が必要とする医療機器です。ペースメ
ーカは本体とリード線から構成されます（図1）。リ
ード線を心臓へ留置し、リード先端から電気刺激を与
えて心臓の動きを助け
る役割をします。主に
動きが遅くなる原因
は、信号を発生する機
能が悪くなる場合（洞
機能不全）と、信号の
流れ（伝導）が悪くな
る場合（伝導障害）が
あります。動きが遅くなると脳への血流が少なくな
り、めまいや息切れ、失神等の症状が出現します。

○ペースメーカへ影響を与える機器
生活環境において様々なものが影響します（表1参

照）。ペースメーカに影響のある機器が原因で止まっ
てしまった（壊れてしまった）場合、心臓の動きが急
に遅くなったり、止まってしまうこともあります。ペ
ースメーカへの影響の程度は様々で、最悪の場合、元
に戻らなくなってしまう事もあります。

○携帯電話の使用
携帯電話の使用に関しては、平成 26 年 5 月総

務省より「各種電波利用機器の電波が植込み型医
療 機 器 へ 及 ぼ す 影 響 を 防 止 す る た め の 指 針 」

（http://www.soumu.go.jp/）が出され規制緩和さ
れました。従来の22cm以上から15cm以上離す事と
変更され、ペースメーカと携帯電話の距離を3cm以
上離せば問題がないと記載されています。仮に影響が
出たとしても通常の設定に戻ると記載されています。

上記を受けて、鉄道各社も平成26年10月より優先
席付近での携帯電話の使用に関して「混雑時を除いて
電源オフは求めない」とルールを緩和しています。し
かしながら実際にペースメーカが植え込まれている方
は、本体に影響がある
機器のすべてを理解し
ているわけではなく、
影響への不安を抱えて
生活しております。公
共の場では、携帯電話
使用のマナーをお願い
します。

○当院での携帯電話の使用
当院はペースメーカの植え込まれた方へのフォロー

を行っております。容姿では判別がつかないので、す
れ違ったり、隣り合わせて座っている可能性がありま
す。院内では特にマナーの携帯をお願いいたします。

機器
の話

家庭内で影響するもの 屋外にて影響するもの 病院内
・IH調理器
・磁石を使用したもの
　（磁気ネックレス）
・体脂肪計
・電動マッサージ機
・全自動麻雀卓

・携帯電話端末使用
・電気自動車の充電
・電子商品監視機器
　（盗難防止装置）
・ワイヤレスカード
　（交通機関改札等）
・金属探知機
　（空港等）
・小型無線機
・電動草刈り機

・MRI 検査
  ※一部検査可能機種あり
・鍼治療
  ※電気を用いる治療
・歯科治療
  ※電気を用いる治療

引用：日本不整脈デバイス工業会　http://www.jadia.or.jp/

表1

図1
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今年の夏は、平均気温よりも高めの予測?!
熱中症にご注意を!!

看護部　看護部長 増渕　美恵子
（ますぶち み え こ）

予防
の話

日本気象協会によると、今夏の気温予測は高めに経
過するようです。昨年も記録的猛暑でした。熱中症に
よる救急搬送は、前年度の1.3倍となり、更にその半数
が65歳以上の方の搬送でした。そこで、この時期から
熱中症の予防に努めることが肝要かと思われます。

＜熱中症はなぜ起こる？＞
まず、熱中症とは、どのような病気でしょうか？熱

中症とは、環境を含む何らかの原因で、体内の水分や
塩分（ナトリウム） などのバランスが崩れ、体温の
調節機能が働かなくなり、体温上昇、めまい、体がだ
るい、ひどいときにはけいれんや意識の異常など、
様々な症状をおこす病気です。

では、なぜ熱中症は起こるのでしょうか？
熱中症を引き起こす条件は、「環境」と「からだ」

と「行動」によると考えられています。
例えば、「環境」による影響は、気温が高い、湿度

が高い、風が弱い、急に暑くなった日、締め切った部
屋等、体内に熱が溜まりやすい状況を生みます。

「からだ」に関する要因は、高齢者や乳幼児、肥満
の方、糖尿病や精神疾患などの持病を持つ方、低栄養
状態や下痢やインフルエンザで脱水状態の方等、汗が
出ず、皮膚から逃げる熱が少ないと体内に熱が溜まり
ます。また、二日酔いや寝不足などの活動も体温を上
昇させる要因となります。

そして、「行動」は、激しい運動、長時間の野外作
業、水分補給ができない（しない）状況は大きな影響

を与えます。
これら3つの要因により汗や皮膚温度で体温が調整

できず、体温が上昇し、身体のバランスが破綻して、
熱中症になってしまいます。

＜熱中症の予防は？＞
そこで予防をするには、これまで述べてきた引き起こ

される要因を少なくすることがポイントとなります。
「環境」では、普段過ごす部屋には湿温計を置き、

部屋の温度や湿度をこまめにチェックしましょう。そ
して、室温28℃を超えないように、エアコンや扇風
機を 上手に使うことをお奨めします。

「行動」では、外出の際に体をしめつけない涼しい
服装で、日よけ対策を行いましょう。運動を行う際
は、無理をせず、適度に休憩を取りながら実施しまし
ょう。また、のどが渇いたと感じたら必ず水分補給
を、そしてのどが渇かなくてもこまめに水分補給を心
がけましょう。

日頃から栄養バランスの良い食事と体力づくりに気
を付け、特に「からだ」の要因に挙げた皆様（周りに
いらっしゃる家族の皆様）は、より注意深く気を配っ
ていただきたいと思います。

それでは、今年の夏が楽しい夏となりますように!!

環境省「熱中症予防情報サイト」引用　
http://www.wbgt.env.go.jp/doc_prevention.php
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します
解説

「産科医療補償制度」について

　日本の周産期＊1医療は、医療技術の進歩等により新生児死亡率が低い状況です。
　しかし、一方では、お産をとりまく医療の労働環境が過酷であったり、医療事故において過失の有無が
困難で、そのため医療紛争が多いことなどにより、分娩の扱いを取りやめる医療施設が出たり、産科医を
希望する医師が減少しているといった問題が生じています。
　こうした問題を解決して、安心して産科医療を受けられる環境整備の一環として産科医療補償制度が
創立し、2009年１月１日より開始されました。
　この制度は、分娩に関連して発症した重度脳性麻痺の子供とその家族の経済的負担を補償するととも
に、脳性麻痺発症の原因分析をし、紛争の防止や産科医療の質の向上を目的として運営されています。
　今回このたよりでは補償の対象となる要件とその額、制度のしくみや内容についてご説明いたします。

　　　　　　  ＊1：妊娠満28週、または胎児の体重が1,000グラムに達したときから、出生後1週間までの期間

補償対象について

申請できる期間は、満1歳の誕生日から満5歳の誕生日までです。

2009年1月1日から2014年12月31日までに出生したお子様の場合

① 在胎週数33週以上で
　 出生体重2,000ｇ以上または、
在胎週数28週以上で所定の
要件

② 身体障害者手帳1・2級相当の
脳性麻痺

③ 先天性や新生児期の要因
　 によらない脳性麻痺　

2015年1月1日以降に出生したお子様の場合

補償金は、一時金と分割金をあわせ総額3,000万円が支払われます。

補償内容 
準備一時金
補償分割金

支払回数

1回
20回

補償金額 

600万円
120万円／年

① 在胎週数32週以上で
　 出生体重1,400ｇ以上または、
在胎週数28週以上で所定の
要件

② 身体障害者手帳1・2級相当の
脳性麻痺

③ 先天性や新生児期の要因
　 によらない脳性麻痺

医事課　係長　齊藤　正子
　　　　　　　　   （さいとう まさこ）

なお、2009年1月1日から2014年12月31日までに出生した場合と、2015年1月1日以降に出生した場合で、
在胎週数や出生体重の基準、および在胎週数28週以上の「所定の要件」が異なります。
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制度の仕組みについて

補償の機能

原因分析・再発防止の機能

原因分析 産科医療の
質の向上

補償の約束※1

補償金（保険金）※2

登録証

分娩費

事例情報
の蓄積

広く一般
に公表

掛  金 保険料

妊
産
婦（
お
子
様
）

分
娩
機
関

運
営
組
織

損
害
保
険
会
社

﹇（
公
財
）日
本
医
療

　

機
能
評
価
機
構
﹈

運営組織＝公益財団法人日本医療機能評価機構

※1：運営組織が定めた標準補償約款を使用して補償の約束をします。
※2：運営組織にて補償対象と認定されますと、運営組織が加入分娩機関の代わりに保険会社に保険金を
　　請求し、保険金が補償金として支払われます。

この制度は分娩機関が加入する制度です。従いまして、補償に向けた掛金は分娩機関が支払います。
加入分娩機関で出産された場合（22週以降の分娩）には出産育児一時金等に掛金相当額が加算されます。

産科医療補償制度ホームページより　http://www.sanka-hp.jcqhc.or.jp/doctor/about.html

補償対象の基準の詳細や、申請にかかる具体的な手続きなどについては、
下記専用コールセンターまでお問い合わせください。

産科医療補償制度専用コールセンター
0120-330-637

受付時間：午前9時～午後5時（土日祝日を除く）

医学的観点から原因分析を
行い、報告書を作成し、保護
者と分娩機関に送付します。

再発防止
複数事例の分析から、再発
防止策等を提言します。

病院の中には患者さんからのご意見を集める「ご意
見箱」が設置されており、毎日職員が回収して内容を
確認しています。頂いたご意見は、関係部署に配布
し、改善が必要な場合は早急に対応するように心掛け

ています。ご意見への回答は、正面玄関横の掲示板に
掲載していますので、是非ご覧下さい。

ここ数カ月に頂いたご意見とその回答及び対応につ
いて、数例を紹介致します。

運営
の話

患者さんからのご意見と
その後の改善策について

庶務課　係長 曽我　晶子
（そ が　　あきこ）　
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暑いじめじめした季節がまたやってきました。気候に
めげず、でも、がんばり過ぎず健康に気をつけてまいり
ましょう。　　　　　　　　　　　　　 （広報委員会）

編 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 1715
電話0476-99-1810/FAX 0476-99-1991

① どのバスがどこに行くのか、わかりにくいです。
＜回答＞

ご意見ありがとうございます。バス時刻表の余白ス
ペースに、各社バスの写真を掲示いたしました。おお
むね写真の通りのバスが発着しますが、路線によって
はよく似たバスがございます。また運行会社の都合に
よって異なる型の車両が来る場合もございますので、

行き先の表示を確認した
うえでご乗車下さいます
ようお願いいたします。
なお、来院者の多い平日
の 8：15〜14：45の間
は、警備員が入口で車両
を誘導しております。乗
車するバスに不安がある
際は、遠慮なくお声掛け
ください。

② 転院・逆紹介の病院が遠く、通院が大変です。
通院の便へも配慮をお願いします。

＜回答＞
ご意見ありがとうございます。可能な限り、ご自宅

に近い医療機関をご紹介したいと考えておりますが、
継続的な診療を受けられるよう紹介医療機関の専門領
域を考慮いたしますと、必ずしも近くの医療機関へご
紹介できないことがございます。ご不便に感じた場合
は、診療・相談中にその旨お伝えいただくか、B棟1
階の患者相談窓口へ相談下さい。（相談受付時間　月～
金　午前9時～午後４時）

③ 薬剤の包装の開け口表示が一箇所しかなく、不便
に感じます。

＜回答＞
ご意見ありがとうございます。この度のご意見をい

ただいた薬剤については、製造元で既に包装されてい
るものであったため、製造元に連絡して要望をお伝え
いたしました。

④ 乳房の手術後放射線治療を受けた者です。治療を
受けていて感じたことを申し上げたいと思いま
す。治療チェックシートは毎日返却されますが、
レ点などもないので、どなたか見てくださったの
かと思いました。また、照射のときに私たちは機
械を見上げていますが、白い円形の部分がかなり
汚れていて気になりました。

＜対応＞
チェック表はレ点をつけていないものの、必ず看護

師が確認している。患者さんへの説明が足りなかった
と思われるので、丁寧に案内することとなった。

機械（リニアック）の汚れは、メーカーから触らな
いように指示されているため、メーカーによる定期点
検時に清掃を依頼することとなった。

今後も寄せられたご意見をもとに、より良い病院運営
に役立てて参りたいと思いますので、忌憚ないご意見を
お寄せ下さいますよう、宜しくお願い申し上げます。
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