
COPD は慢性閉塞性肺疾患の略語であり、あ
まり聞き慣れない病名です。最近はテレビや新聞
報告などで目にすることが多くなったことにお気
付きでしょうか？

2012年7月10日発刊されました、日本国の
機関誌である「官報（号外第150号）」にて「二
十一世紀における第二次国民健康作り運動、健康
日本21（第二次）」が告示されました。その中で
国民健康増進の推進に関する基本的方向/第二：
生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底の項で
初めて従来の癌、循環器疾患、糖尿病にくわえて
COPDに対する国民運動が取り上げられました。
その内容は現在のCOPDに対する国民の認知度
25%を10年間で80%に向上させるというもの
でした。

COPDはタバコが原因で肺気管支に炎症が起こ
り、空気の通り道である気道が狭くなる病気で
す。空気の出し入れが難しくなり、息がしにくく
なります。せきやたんの症状が長い期間にわたり
続く状態を「慢性気管支炎」、炎症が進んで肺胞
が壊れてしまった状態を「肺気腫」と言い、この
2つがともなって「COPD」になります。つまり
長期間の喫煙歴があれば誰でもかかる可能性があ
る身近な病気です。別名『タバコ肺』とも呼ばれ
ています。

「すぐに『息切れ』を起こしてしまう」、「『せ
き』や『たん』が続く」というのはいずれも COPD
の代表的な症状です。特に、体を動かしたときに
苦しいのが特徴です。「息切れ」は老化のせい、

「せき」や「たん」は風邪のせいと思われがちな
ので COPD に気づくのが遅れる方も多くいま
す。このCOPDが重症化すると、その症状によ
り仕事や生活を楽しむことができなくなってしま
います。さらにCOPDは禁煙をしても症状だけ
が進行していくという特徴も持っています。

COPDは昔、治療法のない病気とされていまし
たが、最近では研究が進み「予防可能」で「治療
可能」な病気と位置づけられるようになりまし
た。治療の第一歩はもちろん禁煙ですが、気道を
拡げて呼吸機能を改善する吸入療法を主とする薬
物療法、呼吸筋や全身の機能の衰えを防ぐ運動療
法などを組み合わせて早期治療を開始し継続する
ことで、良好な身体状態を長期間保つことができ
るようになっています。そのため、いつもの指導
管理治療は近隣の受け持ち医の先生にお願いし、
定期的精密検査と病態増悪時の対応を大学病院で
行うような循環型の病診連携が推進されていま
す。もし、このような症状を感じることがあれ
ば、先ず疑いを持って医療機関に受診してみては
いかがでしょうか。

慢性閉塞性肺疾患COPDをご存じですか？
日 野 光 紀
（ひ の みつのり）

呼吸器内科　部長
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参考：http://www.copd-jp.com
　　　http://copd-gooddays.jp
　　　http://www.goldcopd.org
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“病気“の原因というと、病原菌が侵入したとか、腫
瘍ができた、あるいは血管が切れたなど、体の中で通
常とは異なることが起こった状態を想像します。とこ
ろが、血管も神経も正常なものなのに、その場所がた
またま悪い位置にあっただけで起こる病気がありま
す。それが顔面けいれんや三叉神経痛などの神経血管
圧迫症候群です。

顔面神経・三叉神経などの脳神経は、頭の中の“脳
幹”から枝のように分枝し、顔面に広がります。脳幹
から神経が分枝した近くに血管がありますが、その血
管の位置が少しずれることによって神経に接触する
と、血管の拍動によって神経が刺激を受け、思わぬ症
状を呈してしまいます。

❖顔面けいれん・三叉神経痛の症状は
顔面けいれんとは自分の意志とは無関係に、顔がぴく

ぴくと勝手に動いてしまう病気です。最初は緊張した時
などに眼輪筋（目の周りの筋肉）が痙攣するだけです
が、病状が進行すると、頬から口の周り、頸部にまでけ
いれんが広がります。生命にかかわる病気ではありませ
んが、一日中顔がぴくぴく動くことは非常に煩わしい症
状であるため、積極的に治療を行っています。

三叉神経痛とは、顔の一部分に、突発的な非常に強
い痛みが起こる病気です。痛みは、洗顔・歯磨き・食
事などの顔面に対する刺激が引き金となって起こりま
す。症状が進行すると、食事が全くとれず、風があた
っただけでも激痛が走るようになります。

❖顔面けいれん・三叉神経痛の治療は
顔 面 け い れ ん の 治 療 は 、 ボ ツ リ ヌ ス 菌 製 剤

（Botox®）の皮下注射が一般的ですが、対症療法で
あり、病気が根本的に治るわけではありません。ま
た、効果は3か月程度ですので、注射を繰り返して行
う必要があります。ボトックスでの治療効果に満足が
出来ない場合には手術を行います。

三叉神経痛に対する第一の治療は、Carbamazepin

(Tegretol®)の内服です。多くの患者さんは薬によって
痛みを和らげることが出来ますが、薬のアレルギーが
起こった場合や、薬では痛みが取れない場合には手術
を行います。

❖顔面けいれん・三叉神経痛の手術方法は
顔面けいれん・三叉神経痛に対する、唯一の根治療

法です。全身麻酔下に耳の後方に5cm程度の傷をつく
り、小脳と頭蓋骨とのわずかな隙間を使って、神経を
圧迫している血管を移動させ、神経を圧迫しないよう
にします。手術時間は3〜4時間程度で、10日から2

病気
の話

顔面けいれんと三叉神経痛
脳神経外科　講師　　梅岡　克哉　

（うめおか か つ や） 　  

手術写真（顔面けいれん）
舌咽神経・迷走神経の奥で顔面神経は脳幹から枝分かれしてい

ます。その部分に後下小脳動脈が走行しています。

後下小脳動脈を持ち上げると神経が圧迫されていた部分が観察
されます。



週間程度の入院が必要です。
顔面けいれん・三叉神経痛の手術は脳神経外科のなか

でも比較的特殊な分野であり、国内でも限られた施設
でしか手術を行っていません。当院では、顔面けいれ
ん・三叉神経の専門外来を行っています。顔のぴくつき
や顔面の痛みでお悩みの方、自分がこういった病気で
はないかと心配な方は、お気軽に受診してください。
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循環器診療をしている中でよく患者さんご本人やご
家族から質問されることをまとめてみました。少しで
も病気の理解、生活習慣の改善にお役立て頂けたらと
思います。

〓お酒は飲んでも大丈夫ですか？
少量のアルコールは善玉コレス

テロールを増加させるため、摂取
して良いと考えられています。遺
伝子的にそうならない方もいらっ
しゃいますが、それ以外の方にと
っては、日本酒1合くらい（缶ビールだと500ml程
度）なら、アルコールは「百薬の長」ということにな
ります。しかしながら、それで済めば体によく“良い
飲酒”ということになりますが、1日の酒量が4〜5合
以上になると、アルコールによる心臓病を起こす確率
も高まります。心不全で呼吸困難になり、いきなり倒
れるということになりかねませんので、やはり適量を
守ることが大切です。

〓たばこの影響って？
喫煙が体に悪いのはいくつかの理由があります。ま

ず、喫煙により動脈硬化性疾患を発症する危険性が高

まることは多くの研究結果からも明
らかになっています。いわゆる善玉
コレステロール（HDLコレステロ
ール）が減少、悪玉コレステロール
（LDLコレステロール）が増加する
ので、血管の内側にコレステロールが溜まりやすくな
ります。加えて、血小板（血液を固める物質）の粘度
が高まりますので、血液がどろどろになって固まりや
すくなります。また、一酸化炭素の血中濃度が上がる
ので、動脈の内側の壁を傷つける危険性が高まりま
す。

特に、糖尿病や高血圧など他の危険因子がある方が
喫煙を続けると、狭心症や心筋梗塞の発生率を数倍に
増加させるという報告もあります。死因となる病気と
いうと癌に注目しがちですが、実は心筋梗塞、脳卒中
をはじめとした動脈硬化性疾患による死亡者は癌や事
故などによる死亡者より多いのが現実です。「自分の
体は自分で守る」という強い意志をもって、危険因子
を取り除く努力が必要です。

〓血管が詰まると胸が痛くなるのでしょうか？痛
くならない人っているのですか？
日本人では症状のない心筋梗塞が25％と言われてい

病気
の話

心筋梗塞 Q&A
集中治療室 鶴見　昌史　

（つるみ まさふみ） 　

圧迫血管を移動させ、テフロン綿で固定します。顔面神経を圧
迫する血管はなくなりました。
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ます。ですから、75％の人は基本的にその前に何らか
の症状を感じているということです。

症状のない人に特徴的なのが、糖尿病を持っている
ことです。糖尿病が進行すると動脈硬化が進行して血
管がもろくなりますが、それ以外にも神経障害が起こ
り痛みを感じにくくなるのです。痛みを感じないため
に、気付かないうちにどんどん動脈硬化が進行して、
心筋梗塞になってしまうことが多いのです。

〓胸が痛いかなと感じたらどうすればいいでしょ
うか？
胸痛は命に係わる重要なサインです。ご心配という

ことであれば一度循環器科専門の医師に診てもらって
検査をするのもよいでしょう。検査をしてみて「大丈
夫ですよ」ということになれば今後は安心して生活で
きるでしょうし、心配を取り除く意味で検査をするの
もいいのかもしれません。そしてもし胸が痛くなった
時には決して我慢しない事が大事です。もし救急車を
呼ぶことがためらわれる方には東京消防庁の救急相談
窓口03-3212-2323があります。24時間年中無休で
医師、看護師、救急隊経験者等の職員が救急車を呼ぶ
べきか判断してくれる行政サービスを提供していま
す。千葉県民でも利用可能ですし、海外生活者の方が

現地の医療機関を受診すべきか悩まれる方にも便利な
サービスといえます。

迷われた際は大事に至らない為にも119番と併せて
是非ご利用ください。

「千葉北総病院のロゴマークについて」

平成６年の開院時に、初代院長の山本保博教授がデザインしたものです。患者様が病気を克服し、元

気になりベッドから起き上がる姿を表現しており、INBA の頭文字「I」も連想させます。また、色彩

は水と緑を示し、赤い丸は太陽を意味します。

千葉北総病院の HI（ホスピタルアイデンティティ）として、みなさんにかわいがっていただきたいと

思っています。

トピックストピックストピックス
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がん化学療法看護認定看護師とは
輸液療法室　がん化学療法看護認定看護師 高市　直子

（ たかいち  なおこ ）　

治療
の話

はじめまして、がん化学療法看護認定看護の高市と
申します。がん化学療法看護認定看護師とは化学療法
を受ける患者さまの意思決定を支えること、化学療法
によって出現してくる身体的、精神的、社会的苦痛の
緩和とセルフケア支援、抗がん剤の適切な投与管理と
安全な取り扱いまた、看護師の教育や相談を受けてい
く事が役割です。

抗がん剤治療はがん細胞だけではなく正常細胞へも
影響を与えます。そのためその症状は悪き気、嘔吐や
脱毛、しびれや皮膚障害など全身に出現してきます。
近年、メディアなどで、嘔吐や脱毛のシーンが多く、
そのイメージが強く治療に踏み切れない患者さまもい
らっしゃいます。

嘔吐は化学療法をうける患者さまが一番辛い症状で
あるといわれています。さらに嘔吐を繰り返すことで
抗がん剤を受けると考えただけで吐いてしまうように
なる方もいます。

以前は副作用を軽減する方法や薬剤の開発がされて
おらず「仕方がない」「治療をしているから当然」と
あきらめるしかま時代がありました。本当にその症状
はどうしようもないのでしょうか？

近年、副作用への対策が近年急速に進歩してきてい

ます。特に吐き気への対策は急速に進んできていま
す。すべてではありませんが副作用は予防ができるよ
うになってきています。

また、副作用以外の問題としては長期にわたって高
額な治療費が必要です。そのため経済的にも大きな負
担がかかります。そのためには仕事との両立が必要に
なってくる方も多くいらっしゃいます。お仕事だけで
はなく、夫や妻として、父や母としてなど家庭におけ
る役割や社会的役割を果たすことができるというメリ
ットはありますが、いつ起きてくるかわからない副作
用への不安は大きいと思います。

通院治療をなさっている「患者さまは子供のそばに
いられる」「家の食事の方がおいしいから体重増えた
よ」「入院しているときはいろいろ考えすぎちゃうか
ら」など前向きな声とは反面、「副作用のコントロー
ルをしながらご自分の役割を果たしていくことは大
変」と話される方もいらっしゃいます。多くの苦痛を
伴う抗がん剤治療を少しでも安楽に行えるように、そ
して必要な治療が最後まで行えるように支えていくた
めにはどうすべきか一緒に考え、実施していきたいと
思っています。よろしくお願いいたします。
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がん治療と緩和ケア
看護部　緩和ケア認定看護師 平野　知子

（ ひ ら の    と も こ ）　

治療
の話

緩和ケアとは、何でしょうか？「手の施しようがな
い人の医療？」「がんの最後に受ける医療？」と思っ
ていらっしゃる方が多いのではないでしょうか。緩和
ケアは、がん治療の初期から、治療と並行して受ける
ことが推奨されている治療です。がん治療中にはさま
ざまな辛さを生じることがあります。

■ 治療に伴う身体の辛さ（痛み・はき気・だるさ）
■ 社会的な辛さ（仕事・家庭の役割変化・治療費）
■ 精神的な辛さ（不安・怒り・気分の落ち込み）
■ スピリチュアルな辛さ（人生の意味・生きる目的

を失う・孤独・人の役に立てない）
を生じることがしばしばあります。さまざまな辛さ
は、治療中のエネルギーを不必要に消耗してしまいま
す。出来るだけ体力の消耗を軽くし、今で言うところ
の“省エネ”で生活し続けることが
良い結果に繋がります。これらの辛
さを和らげるケア、それが緩和ケア
です。がんの治療中に経験する様々
な辛い症状を緩和し、治療へ前向き
に取り組めるようサポートします。

当院には、がん患者様のサポート役として専門的な
知識を持つ四領域にわたる看護師がおります。まずは
がんに伴う痛みを和らげることを主にしている“がん
性疼痛看護認定看護師”です。また化学療法を安全に
受けることができるようサポートする“化学療法看護

認定看護師”。そして乳がん患者様のサポートを行う
“乳がん看護認定看護師”などです。そして私は“緩
和ケア認定看護師”として、がん患者様はもちろんご
家族に対しサポートを行う役割を担っております。

さて、みなさんは次のような気持ちを抱えていらっ
しゃいませんか？

例えば････。
♦ がんといわれてどうしたらいいのかわからない（治

療の選択に悩んでいる）。
♦ 家族ががんになり私にできることって・・・。
♦ 患者が一番辛いのだから、私が弱音をはいてはいけ

ない。頑張らないと！
病気を抱えなかなか前向きに考えられない、頑張り

すぎてしまうことは当然のことと思います。頑張りす
ぎや気分の落ち込みが長期間続くと、身体への影響
（食欲がない・眠れない・集中力の低下など）が現れ
ることもあります。こんな時、ご自分の気持ちを少し
でも聞いてもらえると楽になるのではないでしょう
か。治療に対する決定や気持ちの整理、患者様のサポ
ートをしているご家族の不安や悩み
を一緒に考えていきます。入院中の
患者様やご家族はもちろん、外来通
院中の方でも結構です。毎週月曜日
院内活動をしておりますので、お気
軽にご相談ください。
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「（新）外来診療費自動支払機導入」について

～現在ご利用頂いている外来診療費自動支払機が変わります～ 

　初導入から長らくご利用頂いておりました「外来診療費自動支払機」ですが、老朽化とクレジットカード精
算機能付加、診療明細書発行機能付加のため再導入することになりました。

※千葉北総病院では平成18年12月から外来診療費自動支払機を導入しております。

1．なにが変わるの？

　様々な大規模医療機関で採用実績があり、金融機関においても信頼性が高いメーカー製の最新型自動支
払機を５台導入致します。

　 ●クレジットカード・デビットカード支払に全台対応いたします。
　 ●診療費明細書の自動発行（任意選択式）に対応致します。

2．新しくなると使い方が難しいのでは？

　現金精算の場合は従来の機械と同様に操作できます。銀行のＡＴＭと似た設計デザインになっており、親し
み易く操作していただけます。

　従来の機械には無かったクレジットカード精算ご利用の場合は、クレジットカード用のボタン操作な
どが必要になります。（画面案内で容易に操作可能です）

3．入院診療費支払でも使えるの？

　申し訳ございませんが、入院診療費は従来通り入院会計窓口での取扱いとなります。

4．利用できない場合もあるの？

①診断書などの書類の受け渡しがある場合
②未精算の診療費等がある場合

5．いつから利用できるようになるの？

平成24年12月下旬よりご利用いただけるように計画中でございますが、諸事情により
変更となる事もありますのでその都度院内掲示などでお知らせさせていただきます。

ご利用いただける
クレジットカード
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あっという間まもなく秋が終わり冬の到来となりました。
空調の要らない時期が短く、またもや節電対応になりそう
です。ところで、インフルエンザの予防接種はお済です
か？受けた方も受けない方も、十分な予防策（手洗い、う
がい、マスク）をお願いします。当院の診療でお気づきの
点がありましたらご遠慮なくご意見箱にお願い致します。
できることから改善する所存です。          （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

災害
の話

「天災は忘れた頃にやってくる」とは、物理学者
寺田寅彦氏の言葉と言われている。忘れている訳では
ないが、自分が被災者になるとは考えていないことが
個々人の災害対策が遅れている原因であろう。そこで
今回は災害対応について考えることにする。

昨年3月11日の東日本大震災を経験し、私たちは予
測出来ない天災と表裏一体の中で生活していることを
学んだ。そして、一刻を争う危機に直面した際のマネ
ジメント能力は、多くの患者さんの命を預かる病院に
とって最重要課題の一つなのである。

運命の時間である昨年3月11日14時46分。巨大
地震発生。その時、院内には未だ多くの患者さん、面
会者そしてスタッフが普段と変わらぬ午後を過ごして
いた。かって経験したことのないその強い揺れの中、
職員はどのように行動したのか。当時の記録を基に検
証してみた。

先ず、震度6弱の揺れに大きな空間であるエントラ
ンスホールの天井が耐えられず、天井の一部が落下。
他にもタイルの破損や天井の大きな鉄柵が落下。しか
しながら、幸いにも患者さん等を避難させた後であ
り、最悪の事態を免れることが出来た。避難誘導の放
送には一部混乱もあったが、負傷者を1名たりとも出
さなかったことは、病院としての誇りであり、かつ職
員の判断及び誘導が適切であった証と考える。また、
地震直後の混乱の中、記録のためのビデオ撮影を開
始。後にその映像は当時の対応を評価する上での貴重
な資料となった。災害対策本部が設置されてからは
次々と指示が飛ぶ。毛布を用意する者、簡易ベッドを
運ぶ者、誘導する者。皆ともに素早い対応であった。
患者さん達が比較的落ち着いて行動したことも混乱を
最小限に食い止めることができた要因と考える。な

お、職員に於いては毎年実施している大規模災害訓練
の成果を如何なく発揮し、評価に値する行動であった
と考える。

多少の落ち着きを取り戻した夕刻からは、100名を
超える職員が集い対策会議を開催。

行事のため不在であった院長の代行として、井上副
院長（現院長）を本部長として次の検討をおこなっ
た。①入院患者さんの状況確認　②被害情報の集約と
対応　③明日以降の診療体制の確認　④帰宅困難者へ
の対応　⑤患者給食の対応　⑥職員の食事の確保　⑦
その他

問題に対し様々な意見と提案が出され、対応策が立
てられると次々に実行される様は、小気味よささえ感
じた程である。

また、備蓄の重要性も痛感させられた。千葉県基幹
災害医療センターに指定されている当院は、759㎡の
備蓄倉庫を有し、飲料水をはじめ多くの災害用品が備
蓄されている。震災当日は、水、寝具をはじめ備蓄倉
庫内の物品を初めて訓練以外で使用することになっ
た。帰宅困難者には休憩室を開放し災害用寝具を用
意。院内に残る方々にも備蓄水を提供した。近隣の方
には出きる限り家に帰られるよう臨時バスを走らせ帰
宅を支援した。

あれから約1年半が経過した。日本中が一体となっ
て現地医療のサポートと、被災地復興に尽くした。私
たちはこの災害の記憶を風化させることなく、次の天
災に備えるため、より多くの事実と英知を危機感と共
に後世に伝えるべき使命を担っているのではないだろ
うか。

震災当時を想い徒然に考えを綴ってみた。

病院の危機管理について（その2）

－災害時の対応－
庶務課　課長 山本　臣生

（やまもと とみお）　


