
上部消化管（食道、胃、十
二指腸）の内視鏡検査を行

い明らかな異常を認めないにもかかわらず、
「つかえ感」や「胸痛」を認めることがありま
す。内視鏡検査で明らかな異常がみられない場
合には、「気のせい」として放置されている場
合も稀ではありません。これらの症状の原因が
食道の動きの異常（食道運動異常）で起きてい
ることがあります。食道内圧検査は食道運動異
常を評価する検査でありますが、この検査を本
格的に行っている施設は全国で数施設のみで
す。日本医科大学では2001年より、全国に先
駆け最新式の高解析食道内圧検査を導入いたし
ましたが、当院でも2012年7月より、同検査
を開始し原因不明な「つかえ感」、「胸痛」の患
者さんの診療を行っております。

液体や固形物を飲み込む
と、その内容物を食道から

胃に送りこむために食道の上部から収縮波が出
現し、その収縮波が徐々に下方に移動し、食道
と胃のつなぎ目に伝わります。食道と胃のつな
ぎ目には弁のような作用を有する部位があり、
摂取した液体や固形物を食道から胃に送り込む
ため開き、そして胃内に入った後には胃から食
道に逆流しないように閉まっています。この弁
のような作用を有する部位を下部食道括約筋
（LES）と言います。LESは飲み込みと同時に
開き、飲み込んだ後に上部食道から出現する収

縮波がLESに到達するまで開いています。この
食道収縮波の異常やLESの異常を有すると「つ
かえ感」や「胸痛」を訴えることがあります。
最も代表的な食道運動異常症は食道アカラシア
です。食道アカラシアは飲み込んだ後のLESの
開きが悪い結果、食事内容が食道内に停滞し症
状を訴える良性な疾患です。

食道内圧検査について

岩 切 勝 彦
（ いわきり  かつひこ）

消化器内科　部長
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図1：健康人における食物摂取後の食道運動

食道内圧検査
とは

正常な食道運動
（図1）

図2：健康人の水嚥下後の食道内圧検査所見
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メタボ（メタボリックシンドローム）、誰もが聞い
たことのある言葉となっています。しかし通称ロコモ
（ロコモティブシンドローム）の言葉は、まだまだ聞
きなれない言葉だと思います。日本整形外科学会が提
唱しているロコモとは、日本語では「運動器症候群」
と言われ、骨・関節・筋肉と言った体を動かすための
運動器の機能が、衰えてきている状態を指します。運
動器の障害は死亡には必ずしも直結しないために、こ
れまであまり問題とされることはありませんでした。
しかし介護が必要となった主な原因は、要支援の人の
約１/3（32.7%）、要介護の人の約１/6（17.5%）
が運動器疾患や骨折・転倒によるもので、決して少な
くありません。

40歳代からすでに始まる関節や椎間板の変性や、骨
の粗鬆化、そして筋肉や神経の機能低下によって、こ
れらのネットワークで行われる歩行や日常動作が低下
することになります。これがロコモと言われる状態で
す。頭はしっかりしているのに、足腰が悪くて歩くの
もままならず、ついにはトイレにも行けないし、立っ
ているのもつらい。寝たきりの生活になり、そして残
念ながら痴呆症状が出てきてしまいます。健康で長生
きするためには、このロコモに気を付けなければいけ
ないのです。

日本人の平均寿命は平成23年で男性が79.44歳女
性が85.90歳で、100歳以上の方も昭和40年は198

人でしたが、平成24年には5万人を超えています。こ
の様に人類史上初めての長寿を経験することになり、
長い期間運動器を健康に維持することが必要になって
きたのです。
皆様も早い機会にロコモかどうかを見極めて、どの

ように弱っているかを把握して対策を講じる必要があ
ります。そのためにはご自分で簡単に出来る7つのロ
コチェックがあります（図）。この7つのうち1つで
も当てはまれば、ロコモである心配がありますので、
用意してあります簡単にできるロコトレ（ロコモーシ
ョントレーニング）を開始してください（整形外科外
来にパンフレットを置いてあります）。関節に過度の負
担をかけずに骨や筋肉を鍛えることが、自宅で簡単に
出来ます。頭もしっかり、そして、何よりも足腰もし
っかりと長生きしてください。

病気
の話

メタボは今や常識、
それではロコモはご存知ですか？

整形外科　部長　　南　 和文　
（みなみ  かずふみ ） 　  

７つのロコチェック
①片足立ちで靴下がはけない。
②家の中でつまずいたり滑ったりする。
③階段を上るのに手すりが必要である。
④横断歩道を青信号で渡りきれない。
⑤15分位続けて歩けない。
⑥2㎏程度の買い物をして持ち帰るのが困難である。
　（１リットルの牛乳パック２個程度。）
⑦家のやや重い仕事が困難ある。
　（掃除機の使用、布団の上げ下ろしなど）

約4mmの柔らかい内圧測定チュ
ーブを鼻から挿入し、咽頭、食

道、LES、胃の圧を測定します。最近、楽な内視鏡検査
として話題の経鼻内視鏡のスコープ径は約6mmですの
で、経鼻内視鏡よりも細いチューブです。検査中にわ
ずかな喉の違和感を認めますが、辛い検査ではありま

せん。内圧チューブを挿入後、一定の間隔で少量の水
を飲んで頂き、食道の収縮波とLESの機能を評価しま
す。検査時間は約20-30分です。多数の内圧データは
カラー表示されるため、視覚的に容易に食道運動機能
を評価することが可能です。図2には健康な方の水嚥下
後の食道内圧検査所見を示します。

どのような
検査か
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当院では「患者様の立場に立った安全で良質な医療
の実践」という病院の理念に基づき、安全で快適な環
境の下で患者さんが治療を受けられるように努力して
まいりましたが、その取り組みの一環として、長期に
わたって入院をしている子供たちへの教育の機会を確
保するために、千葉県教育員会のご協力と千葉県の補
助により、昨年の2012年4月1日から千葉県内で10
施設目の県立四街道特別支援学校の院内学級（小学
校、中学校）を小児病棟内に設置しました。これによ
り、安全で安心のできるきめ細やかな医療に加えて、
入院中だけでなく退院後の生活や将来の成長をも見据
えたかたちで、子供たちが希望と意欲を持つことので
きる「教育」を、病院と学校が連携し、院内に構築す
ることができるようになりました。このことによって
患者さん自身の「治そう」「元気になりたい」という
意欲、意思、勇気を生み出しことが期待されます。詳
しくは当院の小児科スタッフにお訊ねください。

Q病気で入院しているのに勉強させると，疲れて
悪化しませんか？

A心配しなくて大丈夫です。入院しているのですか
ら，病気の診断や治療が最優先に考えられます。
院内学級での学習が始まる前に，担当の先生を
含めて関係者全員で対象のお子さんに対するカ
ンファレンスを実施します。授業の時間割も，
医師や看護師からの指示，情報によって調整し
ます。朝の診察で，医師が体調が良くないと判
断したら，ベッドサイドでの学習に切替えた
り，授業を行わないなどの対応をとります。ま
た，学校の先生も，病弱教育を専門に行ってい
る先生ですから，常にお子様の体調に目を配り
ながら，配慮した学習をしてくれます。

Q院内学級はどこにあるのですか？何人ぐらいが
学ぶのですか？

A当院の院内学級は，小児病棟内にあります。各病
室からすぐに行けるところですし，常に看護師
や医師の目が行き届く所で勉強します。状況に
応じて個別対応ができる体制で臨めます。

Q学習内容は，今まで行っていた学校と違うので
すか？

Aまったく同じと考えてください。今までの学校で
使用していた教科書を使って学習します。一人
ひとりのニーズに応じたカリキュラムと指導計
画を作成し，授業を実施します。個別の「指導
計画」や「個別の教育支援計画」を作成するの
で，要望があれば遠慮なくお願いします。

Q手続きが難しくないですか？

A千葉県教育委員会の決まりで，一度県立四街道特
別支援学校に籍を移していただくことになりま
す。ただしこれは，院内学級で学ぶための一時
的な措置で，病気が治ったら元の学校（居住地
校）に戻ることが前提です。

Q元の学校に戻る時が心配です。協力してもらえ
るのでしょうか？

A院内学級の存在意義の大きな一つが，退院時やそ
の後のケアにあります。病弱教育専門の先生方
は，元の学校に戻る時のケアもしっかりと連携
を取りながら行ってくれますので，相談してく
ださい。特別支援教育コーディネーターという
担当の先生がいて，そういう悩み相談に真摯に
のってくれます。

教育
の話

長期に入院している子供たちのために
院内学級を設置しています

小児科　部長 浅野　　健　
（あさの たけし） 　

病弱教育専門の県立学校である、千葉県立四街
道特別支援学校の教員が、常駐して担当します。



2013年6月号〈4〉

臨床検査値の基本（その２）
中央検査室  技師長 野本　剛史

（ のもと た け し ）　

検査
の話

現在では極めて広範囲に利用されている臨床検査の
基本や、その注意事項の認識が意外にも疎かにされて
いるケ－スが多い現実から、前回（その1）は健常者の
皆様でも異常値を示すケ－スの代表例として1）溶血に
よる影響、2）食餌による影響、3）共存物質による影
響、4）採血・採尿量の問題をご紹介しました。今回は
その引き続きとして5）年齢差による成績、6）男女差
による成績、7）性周期による成績、8）その他の内容
を含め様々な要因に関する実際をご案内します。

5．年齢差による成績では、特に女性において若年代
や更年期前と更年期以降では生理の影響や体の代謝度
合によって血中の鉄分値が大幅に異なります。更には
動脈硬化等に関わる検査では男女を問わず、年齢の影
響が徐々に明らかとなってきます。

6．男女差による成績として最も身近な検査項目では
血液検査（特に赤血球に由来する項目）で男性と女性
の値では、通常、女性の方が男性に比較し約10～15%
程、低値を示します。また脂質関連の検査として、Ｈ
DL-コレステロ－ルは数％女性が高く、中でもβ-リポ
蛋白やアポリポ蛋白の分類によっては男女相互で異な
る基準値が存在します。これらは体内で必要とされる
酸素量により血液中成分の増減が考えられ、脂質関係
では男女による代謝（エネルギ－の保有と燃焼）状態
の違いに起因していると考えられます。

7．性周期による成績は男性に比較し、女性の性周期
（卵胞期・排卵期・黄体期・閉経後）により大幅に異
なります。（例えば黄体形成ホルモン：LH-表1や卵胞
刺激ホルモン：FSH-表2）

8．その他では、採血時前・採血中の体位（立位や横
臥時）によって検査の基準値が異なるレニン活性値
（血管への負担により血圧値への影響）、軽眠中や熟
睡中などに由来する成長ホルモン（HGH-図1）は一般
に採血時間によっても成績が異なります。
以上のことから日常での診療や健康診断などの臨床

検査値は、病態の把握において様々な要因を考慮して
適切なる状件において的確なる診断と治療に密接した

ものと言えます。今回も臨床検査の易しい基本原則を
ご紹介しましたが、今後にて機会があれば生体（生理
学的）検査のご紹介（その3として）も出来ればと考
えますが、いずれにしましても受診時に何らかの疑問
やご不明な点がありましたら、担当医の先生に遠慮な
くご質問されることをお薦めします。

図1 成長ホルモンの24時間分泌パターン（Finkelsteinら）

女　

性

　　卵胞期

　　排卵期

　　黄体期

　　閉経期

男　性

1.76～10.24

2.19～88.33

1.13～14.22

5.72～64.31

0.79～  5.72
（単位：mlU/mL）

表1 黄体形成ホルモン（LH）基準値

女　

性

　　卵胞期

　　排卵期

　　黄体期

　　閉経期

男　性

3.01～14.72

3.21～16.60

1.47～  8.49

157.79 以下

2.00～  8.30
（単位：mlU/mL）

表2 卵胞刺激ホルモン（FSH）基準値
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脳卒中の話
脳卒中リハビリテーション看護認定看護師研修終了生 岡田　知弥子

（ お か だ  ち や こ）　

病気
の話

脳卒中とは、くも膜下出血・脳梗塞・脳出血のこと
を言います。脳卒中は、現在疾患別死因原因の第４位
です。昔は、疾患別死因原因の第1位を占めており、
脳卒中というと命を落としてしまう疾患と言われてい
ました。しかし、現在は医学の進歩によって死因原因
の順位は以前と比べ低下しているものの、一方で寝た
きりになる原因としては、脳卒中は1位となってお
り、患者さんの数は増え続けているのです。
疾患にもよりますが脳卒中になると、意識障害・片

麻痺などの症状が出現します。これらの症状が出現す
ることにより、病気になってから長期のリハビリテー
ションが必要になるケースもあります。また、リハビ
リテーションを行っても病気になる前の元のような状
態になるということは難しい疾患です。
「まさか、自分がなるわけがない。」と思っている方
が多いと思います。しかし、入院される患者さんや家
族のほとんどの方が同じ言葉を口にされています。
では、脳卒中の予防はどのように行っていけばいい

のでしょうか？？脳卒中の一番の敵は、高血圧です。
血圧と脳卒中の関係は強く、血圧が高いほど脳卒中の
発症のリスクは高くなっていきます。一般的に、血圧
は130/85mmHg以下であることが大切であると言わ
れています。血圧が上昇する因子はいろいろあります
が、塩分を控えるのをお勧めします。また、その他に
飲酒・喫煙・肥満は脳卒中の危険因子となります。飲
酒は、１日350mlのビール1本程の摂取であると良い

と言われています。大量に飲酒することは危険です。
また、喫煙については、利益はなく、禁煙することを
勧めます。また、適度な運動を心がけることや、これ
から暑い夏がやって来ますが、水分をこまめにとるこ
とも大切です。
さらに、もう一つ大切なことがあります。患者さん

の中で、症状が出現してから数日経って病院に来院
し、脳卒中と診断される方が多いのが現状です。症状
がでても、「少し休めば治ると思っていたけれど、改
善しなかったから来ました。」との声をよく耳にしま
す。しかし、脳卒中治療は、時間との勝負であり、早
期に治療を行えば後遺症の程度が変わってくることも
あります。そのため、いつもと何か違う症状が出現し
た場合は、早めの受診をお勧めします。病院前の症状
のチェック方法として、CPSSや KPSSといったスケ
ールがあります。CPSSは、大きくわけて顔のゆが
み、上肢の拳上、構音障害をチェックしますが、その
中の1つでも異常があると脳卒中70％以上の可能性が
あると言われていいます。参考にされてはいかがでし
ょうか。
また、脳卒中リハビリテーション看護認定看護師と

いう、脳卒中についてのスペシャリストの看護師が当
院におりますので、相談がある際は、いつでもおこし
ください。
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解説
　 します！

「周術期口腔機能管理」について

～平成24年４月から健康保険適用になっております～ 

　以前から着目されていた「入院中患者様に対する周術期口腔機能管理」について、簡単にまと
めてみました。

1．周術期口腔機能管理とは

 「ご入院され全身麻酔手術を予定されている患者様に対し、手術前・中・後にお口の状況を
検査し、把握することにより、手術を円滑に行えるようにお口の中の環境を整えることをいい
ます。

日本医科大学千葉北総病院では平成24年4月より院内歯科医師により口腔機能
管理を開始しており、月平均40名の入院患者様が診察・管理をうけております。

2．周術期口腔機能管理の必要性について

　全身麻酔による手術は、確実に呼吸する通路を確保する必要があるため、「気管内挿管」を
行います。口から器具の出し入れを行うため、歯が元々ぐらついていたり、ひどい虫歯がある
と歯が抜けたり、折れたりすることがあります。抜けたり、折れた歯が気管や食道に入ってしま
う事を防ぐため、術前にお口の中を診察し、危うい歯がないかチェックを行います。
…まとめると
　①手術を円滑に行う環境を整えられる
　②感染症の予防（歯周病が誤嚥性肺炎、細菌性心内膜炎などの原因にも）
　③病気の治癒促進をうながす
　④虫歯や歯周病を予防する

3．周術期口腔機能管理で行うこと

　お口の中の状況を術前・術後で記録し、状況の変化がないかを確認します。また、手術及び
今後の治療に際して妨げとなる部位の処置を行うこともあります。歯周病による歯のぐらつ
き・脱落・歯ぐきの腫れ、感染源となる部位の処置などを行います。
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災害
の話

病院の正面玄関を入ってすぐのところに長い廊下
（以下ホスピタルストリートという）があるのをご存
知でしたか。今回は、このホスピタルストリートにつ
いて話をしたいと思います。
このホスピタルストリートはどのくらい長い廊下か

というとB棟（外来棟）～D棟（救急外来）までの長
さ約150m、幅6mが1階、2階に其々あります。なぜ
そんなに長く幅が広い廊下が必要であったのかお分か
りでしょうか? 本誌バックナンバーでも触れています

が、当院は千葉県より基幹災害拠点病院（H8.8）に指
定されているところにヒントが隠されています。すで
にお分かりになった方もいるかと思いますが････。
実は、大規模災害時に多くの患者さまを収容し、治

療するスペースとしても使用することを可能として設
計されました。大規模災害発生時に、ホスピタルスト
リートの片側に簡易ベッドを約50床（1階・2階の合
計）設置することが可能となっています。大規模災害
が発生した場合、患者様は病院の正面玄関に救急車等

病院の危機管理について
(ホスピタルストリートの役割について)

庶務課　課長補佐 田中　義将
（たなか よしまさ）　

3．周術期口腔機能管理を受けた場合の診療費について

　入院診療とは別に歯科専門医が診察・管理を行うため、以下の診療費が別途ご負担となり
ます。
　※口腔機能管理全体を通して３割負担で合計約４,000円程度（診察料含む）

①「歯科初診料」もしくは「歯科再診料（当院歯科かかりつけ患者様の場合）」
②口腔機能管理計画策定料　→　歯科初回診察時（当院歯科かかりつけ患者様も対象です）
③口腔機能管理料（術前）　　→　歯科初回診察時（当院歯科かかりつけ患者様も対象です）
④口腔機能管理料（術後）　　→　歯科再診時（当院歯科かかりつけ患者様も対象です）
⑤必要に応じて歯科処置料　 →　その都度
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まだ5月だというのに熱中症が発生しています。これから
2～3か月は油断禁物です。暑い場所での作業に限らず、
家の中にいても熱中症になることもありますので、水分を
とって熱中症予防に心がけてください。当院の対応などに
ついてお気づきの点がありましたらご遠慮なく投書箱をご
利用頂くか、直接職員にお申し出ください。

（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

で搬送されます。そして、担当医師により、症状に合
わせ、最優先治療群、待機的治療群、保留群等にトリ
アージ（症度判定）され、受傷の部位、程度により必
要な処置、治療を受けることとなります。今も記憶に
残っている「2011.3.11東日本大震災」際には、院内
で診察待ちをしていた外来患者様や入院患者様のお見
舞いに来られた方々の一時避難場所となりました。し
かし、幸運にもこれ以外の有事で使用したことはあり
ません。
また、当院では、毎年9月に実際の災害発生を想定

した「災害訓練」を近隣の消防関係等にご協力いただ
き実施しています。この訓練には、多くの医師、看護
師、コメディカル、事務職員が参加します。そして、
患者さま役には、日本医科大学看護専門学校の学生や
その他の学生、職員が参加します。特に重症患者さま
役の学生は、特殊メイクを施し、傷等をリアルに再現
することもあります。中には相当な演技派もおり「体
の○○が痛い」「早く治療をしてほしい」と訴え続け

る姿も見られることから一般の患者様の中には一瞬訓
練であることを忘れてしまう方もいるほどです。
ホスピタルストリートのもう一つの顔は、近隣、地

域の方々が開催する「さつき展」、「MOA児童絵画
展」、「絵手紙展」、「こいのぼり展示」といった作品
を展示するスペースとしてなります。それぞれの展示
物を見ていると、病院にいることを忘れさせてくれる
ような気持ちになります。

これからも我々が暮らす日本は、
大規模な地震や、その他の自然災害
が発生する可能性が高いと言われて
います。また、当院は成田空港から
も近いことから、常に大規模災害を
想定し、常に危機意識を持ち続けな
がら1人でも多くの患者様を救えるよ
うな体制と整えなければならないと
考えています。その反面、ホスピタ
ルストリートが、これからも患者
様、患者様家族、地域の方々の憩い
の場所であり、且つ、子供たちの笑
い声が聞こえてくる場所であってほ
しいと願うばかりです。　

さつき展

避難訓練の様子

下へ続く


