
麻酔の安全性は患者さんの状態や手術内容を把
握して適切な麻酔管理をすることによって初めて
確保することが出来ます。そのために必要なのが
術前診察です。
麻酔科医は、患者さんの状態と手術の進行に合わ

せて麻酔薬の調整や昇圧剤などの投与、輸液量の調
節、人工呼吸管理などを行っています。麻酔方法の
選択や必要な薬剤の選択などの事前準備には患者さ
んの状態についての情報が欠かせません。必要であ
れば追加の検査を行います。私たちは術前診察を通
して主として次のような病気に気を付けて、麻酔管
理をする上で参考にしています。

● 脳⇨脳梗塞やもやもや病など。血圧や人工呼吸
管理に注意します。

● 歯⇨ぐらつく歯があるか確認します。麻酔の時
に歯が損傷する可能性があるからです。

● 心臓と大血管⇨心筋梗塞や狭心症、大動脈瘤な
ど。血圧の管理と心臓の負担を軽くすることな
どを考慮します。

● 肺⇨喘息や肺気腫など。麻酔薬や人工呼吸管理
に工夫が必要になります。

● 胃腸⇨腸閉塞のような状態になっていたら輸液
管理に注意します。

● 肝臓⇨肝硬変など。薬の種類や量に気を付けま
す。また、肝機能が極端に悪くなると血液が止
まりにくくなります。

● 膵臓⇨糖尿病など。I型糖尿病の場合には手術中
のインスリンの投与が必要です。

● 腎臓⇨腎機能。腎機能の程度に合わせて輸液・
電解質管理に気を付けます。

● 筋肉⇨悪性高熱症。極めて稀な病気です。家族
歴が参考になります。麻酔薬に工夫が必要にな
ります。

● 脊椎⇨頚椎症や側湾症、手術による変形など。
頚椎症の場合には気管挿管の時などに特別な配
慮が必要になります。

● 血液⇨凝固異常など。血液が固まりにくい場合
には硬膜外麻酔などに注意が必要になります。

● 免疫⇨薬や食物アレルギーなど。体に合わない
薬はもちろん使えません。薬の中には大豆や卵、
魚などの成分を含んでいるものがあるので、アレ
ルギーがある場合には注意が必要です。

● 内服薬⇨手術に先立って中止しなければならな
いもの、可能な限り続けた方が良いもの、麻酔
管理中に関連した薬を使うべきものなどがあり
ます。

● 手術の既往⇨以前に手術を受けた時の経験は今
後の麻酔管理の参考になります。また、脊椎な
どの手術を受けたことのある方の場合には硬膜
外麻酔などで工夫が必要になります。

私たち麻酔科医は、安全に麻酔管理をするため
にこのようなことを確認する目的で術前診察を行
っています。

麻酔科術前診察の話
金 　 徹
（きむ　ちょる）

麻酔科　講師
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慢性腎臓病（Chronic Kidney Disease：CKD）は
新たな「国民病」
慢性腎臓病（以下CKD）とは、原因に関わらず腎臓

の障害を示す所見や腎機能低下が慢性的に（3ヶ月以
上）続いた状態で、放置したままにしておくと末期腎
不全となって、人工透析や腎移植が必要となってしま
います。

現在、日本には約1,330万人のCKD患者がいると
推計され、これは成人の約8人に1人にあたり、「新た
な国民病」とも言われています。また、人工透析を受
けている患者さんも、すでに26万人を超えており、そ
の数は毎年1万人ずつ増え続けています。このままで
は、2010年には30万人を突破し、国民400人に1人
が人工透析を受けるようになると予想されています。
さらに、CKDでは、心臓病や脳卒中などの心血管疾

患にもなりやすいことが明らかになっており、いかに
CKDを治療し、心血管疾患を予防するかが大きな問題
となっています。

CKDの怖いところは？？
①末期腎不全のリスク
腎臓は慢性的に悪くなってしまうと、自然に治るこ

とはありません。
放っておくと、どんどん進行して末期腎不全とな

り、人工透析や腎臓移植が必要になってしまいます。
しかし、初期には自覚症状はほとんどないため、知ら
ないうちに進行していることもあります。
早期発見・予防、早期治療を行うことで病気の進行

を遅らせることができます。そのためにも定期的に健
康診断を受けて尿や血液検査、血圧のチェックを受け
ることが大事です。
②心筋梗塞や脳卒中を起こしやすい
CKDの患者さんは心筋梗塞や狭心症、脳卒中などの

心血管疾患に約3倍なりやすいといわれています。ま
た、心血管系の患者さんはCKDであることが多く、両
者は密接に関わりあっています。心血管疾患はそれが

直接死因となるため、実際、CKD患者さんは末期腎不
全に至るより、心血管系の病気で死亡する率の方が高
いといわれています。そこで、CKD患者さんは心臓や
脳血管に異常がないかも気をつける必要があります。

CKDの予防と治療
先ほど述べたようにCKD（慢性腎臓病）の初期に

は、ほとんど自覚症状がありません。貧血、疲労感、
むくみなどの症状が現れたときには、病気がかなり進
行している可能性もあります。定期的に尿検査や血液
検査を受けましょう。
また、慢性腎臓病（CKD）の発症・進行に関係する

生活習慣は、メタボリックシンドローム（内臓脂肪型
肥満・高血糖・高血圧・脂質異常）と共通していま
す。すなわち、これらの異常を改善すれば、CKDをは
じめさまざまな病気の予防につながります。具体的に
は肥満、運動不足、飲酒、喫煙、ストレスなどの生活
習慣を改善し、食生活では減塩を心がけ、規則正しい
バランスのよい食事を心がけましょう。高血圧や糖尿

病気
の話

慢性腎臓病（CKD）のお話
腎臓内科　助教・医員 福井めぐみ

（ ふ く い  め ぐ み ）　

CKDの有無別にみた心血管疾患の累積発症率
男女2,634人、1988〜2000年、無調整

（Ninomiya T, et al : Kidney Int 68, 228-236, 2005より改変）
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鼻出血は多くの方が経験したことがある病気だと思
います。
鼻出血が生じたとき、皆さんはどのように止血して

いますか？鼻の付け根の硬いところを押さえたり、首
の後ろをたたいたり、横になったりしていませんでし
ょうか？実は、これらの止血法は全て誤った止血法な
のです。
そもそも鼻出血は、鼻の粘膜や血管が傷つくことに

よって起こる出血です。鼻出血の90％近くは、「キー
ゼルバッハ部位」からの出血です。この「キーゼルバ
ッハ部位」は左右の鼻の穴を隔てている「鼻中隔」と
いう壁の前方の所をいいます。この部分は粘膜が薄
く、細い血管が集中して網目状に走っているため、鼻
をいじった時に生じたわずかな傷や、鼻をかんだりく
しゃみをした刺激で容易に出血してしまいます。特に
子どもさんの場合、一度傷ができるとそこがかさぶた
になり、つい気になっていじってまた出血する、とい
った出血をくり返すこともあります。風邪をひいてい
る時やアレルギー性鼻炎の方は、鼻をかんだり、くし
ゃみをする回数が多くなってしまうため、鼻を傷つけ
やすくなります。成人の場合は高血圧などの全身疾患
も影響します。
鼻出血時の対処法ですが、まず姿勢は、上半身を起

こしてややうつむいた姿勢をとります。横になった
り、上を向くのは鼻の奥から口に鼻血が流れ込むこと
になってしまうので避けて下さい。そして、止血の基
本は圧迫です。指を怪我した時や、転んでひざを擦り
むいて出血した時に出血した個所を圧迫するのと同様

で、出血点である「キーゼルバッハ部位」を圧迫しま
す。直接「キーゼルバッハ部位」は触れませんので、
その代わりに鼻翼（小鼻）を両側から強くつまみ、10
～15分間圧迫します。（もちろん出血した方の鼻翼だ
けを押さえればいいのですが、片方だけ圧迫するのは
少し難しいかも
しれません。）
ほとんどの場合
はこれだけで血
は止まります。
出血が多い場合
は、圧迫を行い
ながら脱脂綿を
出血側の鼻の穴
に詰めます。ティッシュを詰めるのは、応急的に何も
なければやむを得ませんが、あまり好ましくありませ
ん。止血した部分にティッシュの紙片がはりついてテ
ィッシュを抜く際に、止血のため形成されたかさぶた
が一緒にはがれて再出血してしまうことがあります。
止血後のご家庭での注意点としては入浴、運動、過

労、アルコールの摂取などは一時的に血圧があがり再
出血の要因となりますので、控えて下さい。また、子
どもさんの場合、鼻のいじりすぎが一番の原因ですの
で、できるだけいじらなうように注意してあげてくだ
さい。

このような処置をしてもなかなか出血が止まらない
場合は耳鼻咽喉科の受診をお勧めします。

病などの生活習慣病がある人は、医療機関を受診して
きちんと治療をしておくことが大切です。
CKDの治療の目的は、透析が必要な末期腎不全への

進行を遅らせることと、心血管疾患になるのを防ぐこ

とです。日々の生活習慣の改善、食事療法や薬物治療
による血圧管理、貧血改善、脂質代謝管理、糖代謝管
理、塩分摂取制限などを総合的におこなうことが必要
です。

病気
の話

鼻出血（はなぢ）の原因と対処法
耳鼻咽喉科　医局長　　中村　　毅

（なかむら つよし）　
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災害と薬
薬剤部　主任　　渡邉　暁洋

（わたなべ あきひろ）　

お薬
の話

阪神・淡路大震災後、近年も能登半島地震、新潟県
中越沖地震、岩手宮城内陸地震と続き、大規模災害時
の医療に関心が高まってきています。大規模災害時に
は、私たち医療従事者も平常心を失いがちになりま
す。特に、被災をされ怪我負った方、怪我がなくとも
避難され避難所に入る方など、病気に対し服薬してい
る方はより不安を抱えることとなります。「手元に薬
がない、どうしよう？」「服薬が出来ていないが大丈
夫だろうか？」「いつもしている注射ができないどう
しよう？」身近にいる薬剤師に相談して下さい。

近年では『おくすり手帳』というツールが誕生し、
みなさんに使われるようになっています。なぜこのよ
うなものが普及したかというと、大きなきっかけが、
1995年の「阪神・淡路大震災」です。 震災当時、救
護所などでボランティアの医師や薬剤師が被災者に薬
を渡す際、慢性疾患をもつ患者さん本人が病名を言う
ことはできても、服用しているお薬の名前が分からな
かったため、たいへん苦労したそうです。そこで、患
者さんにも薬の知識をもってもらい、医療者に伝えら
れるよう考案されたものが、現在の『おくすり手帳』
です。今では日本全国で活用されていて、日常の診療
にも役立っています。災害発生時、病院・薬局から出
されて、日頃、服用しているお薬が持ち出せない方、
持ち出せても残り少ない方がたくさんいらっしゃると
思います。お薬の服用を中断すると、時には病状の悪
化を招く恐れがあります。そんな時に『おくすり手
帳』が役に立ちます。また、ドラッグストアや薬局で
一般用医薬品を購入される際にもお薬の飲み合わせな
どの確認にも役立ちます。是非このように便利なお薬

手帳を活用してみてください。

皆様は、災害時用にお薬を備蓄されていますか？ど
のような薬が必要なのでしょうか？一般用医薬品で見
てみますと阪神淡路大震災の時には総合感冒薬、うが
い薬、ビタミン薬、絆創膏、消毒薬が多く使用されて
いました。新潟中越地震では総合感冒薬、解熱鎮痛
薬、うがい薬、トローチ、ビタミン薬、胃腸整腸薬、
マスク等衛生材料が多く使用されました。災害時には
経時的に必要なお薬が変化していきます。病院や薬剤
師会、薬局などでも災害時用薬品を備蓄しており皆様
に活用していただける体制をとっています。しかし個
人でも必要なお薬を備蓄しておき、いざという時に備
えておいてはいかがでしょうか。今回は地震災害に焦
点を当てましたが災害の種類ごとに必要なお薬も異な
ります。一度ご自身でも必要なお薬を考えてみてくだ
さい。

2006年新潟中越地震　　　　    お薬手帳

2004年スリランカ
スマトラ沖地震津波災害

2009年9月広域医療搬送訓練
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脳卒中（脳血管疾患）をどのように防ぐことができ
るのでしょうか？「死の四重奏」といわれる高血圧、
高脂血症、糖尿病、肥満は、どれをとっても動脈硬化
につながる可能性があります。そして、その根本とな
っているのは、食事を基にする生活習慣です。ほとん
どの方は以下のいずれかの項目に思い当たるふしがあ
るのではないでしょうか。最初から「めんどう」「で
きない」ではなく、できることから少しずつはじめて
いきましょう。

自分の血圧を知る
何よりもまず、血圧です。最近では、病院以外のさ

まざまな施設で自動の血圧測定器を見かけます。ま
た、個人で購入する人も増えてきました。日頃から意
識して血圧をチェックし、自身の平均血圧を把握する
よう心がけましょう。それが基礎疾患の管理につなが
ります。

ストレスをため込まない
いやな物事に直面したとき、人間は本能的に逃げる

か、もしくは戦うかを判断します。そのとき脈拍が速
くなり、血管が収縮して血圧が上昇します。精神的緊
張や不安が持続すると、反応が慢性化し、循環器に負
担をかけます。
入浴や音楽鑑賞など、自分なりのリラックス方法を

見つけることが大切です。また次のような人は要注意
です。
（1）優等生タイプ　
（2）落ち込みタイプ　
（3）無気力、無関心タイプ

過労・睡眠不足を避ける
2002年度の統計（厚生労働省）によると、過労に

より脳疾患や心臓疾患を起こした人は、死亡者を含め
合計317人（前年143人）で過去最高となったようで
す。肉体的過労やストレスからくる心労は、自分でう

まくコントロールすることが大切です。

トイレに注意
トイレは温度差にも注意が必要ですが、排便時の

「りきみ」で血圧が上昇します。特にクモ膜下出血の
20％は用便中に起きています。トイレは、
（1）暖かい服装で行く
（2）トイレを暖かくする
（3）りきみ過ぎない
（4）外から開けられる外開きドア
（5）洋式便座
（6）手すりを取り付ける
（7）非常用ブザーを取り付ける

など工夫をしましょう

バランスの良い食生活を
最も注意すべきは塩分です。塩分は腎臓から排泄さ

れますが、過剰に摂取すると血液中のナトリウムの濃
度が上がります。するとその濃度を下げようと血液中
に水分が増えて血液量が多くなり、血圧が高くなりま
す。現在、わたしたちは1日に約15gの食塩をとって
いますが、実際は10g程度、高血圧の人は7gが理想
です。以下を参考にしてください。

こいくち醤油（大さじ1） 2.6g
塩鮭（一切れ） 1.1g
うすくち醤油（大さじ１） 2.9g
梅干（1個） 3.3g
みそ（大さじ1） 2.0g
カップめん（一人前） 5.0g

脳卒中予防  ここ  押さえておこう
看護部　看護師長 矢萩　英子

（ や は ぎ  え い こ ）　

病気
の話
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血液をサラサラにする食事
万病のもとであるドロドロ血液の改善法は「オサカ

ナスキヤネ食」と言われています。

お酒は「ほどほど」に
お酒は適度な量であれば血圧を下げ、動脈硬化を防

ぐ効果があるといわれています。逆に飲みすぎると動
脈硬化や高血圧、糖尿病などさまざまな病気を誘発し
ます。アルコールの適量は約20gで、種類で換算する
と以下のようになります。

タバコは「百害あって一利なし」
タバコは、動脈硬化の促進などの原因となります。

喫煙者はタバコを吸わない人に比べて約1.5倍、循環器

病やがんの発生の原因で死亡する危険性が高くなりま
す。吸いたくなったら
（1）深呼吸
（2）お茶・紅茶を飲む
（3）歯を磨く
（4）こまめに身体を動かす

など試してみましょう。

適度な運動をする
動脈硬化、またその危険因子となる高血圧、高脂血

症、糖尿病などは自覚症状がないまま進行します。気
づいたときには手遅れという状況も考えられます。定
期的に検診を受け、まずその結果に関心をもちましょ
う。「異常なし」の結果でも、数値が境界域に近かっ
たりする場合は早めに生活習慣の改善に取り掛かりま
しょう。

医学の進歩は目覚ましいものです。かつて、脳細胞
は減る一方であるとされてきました。今では、脳細胞
も再生増加することが証明されています。その他　運
動習慣や筋の増強訓練で高齢
者の認知機能が、改善するこ
とも証明されています。当然
のことながら高齢者はすべて
均一な集団ではありません
が、若々しく、知的で活動的
な人が当然おります。寿命を楽しむ超高齢者の仲間に
入るべく努力を惜しまないことが大切なことと考えま
す。健康長寿を目指し「脳卒中予防　ここ　押さえて
おこう」をお役立て下さい。

ビール 中ビン１本（500ml） 
ワイン グラス2杯（一杯120ml）
日本酒 1合（180ml） 
焼　酎 1.2 合（90ml）

オサカナスキヤネ　食

　オ：お茶　　
お茶の渋みの成分のカテキンは血液中のコレ
ステロールを下げます。

　サ：魚
イワシ、サンマ、サバ、など青魚に含まれる
EPA、DHAがサラサラ血液を作ります

　カ：海藻

　ナ：納豆、大豆類

　ス：酢

　キ：きのこ

　ヤ：野菜

　ネ：ねぎ類
MENU

Chiba Hok
usoh Rest

aurant
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去年の今頃は新型インフルエンザと季節性インフ
ルエンザの予防接種でゴタゴタしていましたが、
今年の予防接種はお済みですか？特に受験生のお
られるご家庭ではインフルエンザに気をつけまし
ょう。予防接種以外にも、「手洗い、うがい、マ
スク」などが感染予防に大切です。また、ノロウ
ィルスによる嘔吐や下痢にも用心用心です。

（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 医療連携室
〒270-1694   千 葉 県 印 西 市 鎌 苅 1715
電 話0476-99-1810/FAX 0476-99-1991

回収実績
（2010年10月18日現在）

ペットボトルキャップ回収数 ４９０,８００個
ポリオワクチンに換算   　　　  　   ６１３.５人分

エコ
の話

当院のエコキャップ運動への取り組み
庶務課　課長 山本　臣生

（やまもと とみお）　

みなさんはエコキャップ運動をご存じでしょうか。
エコキャップ運動とは、本来分別回収されずに燃やさ
れてしまうペットボトルキャップを、分別回収するこ
とで炭酸ガスの排出を減らし、その結果として地球温
暖化を抑制し、延いては地球環境の改善に寄与する運
動のことです。また、このキャップの売却益で、発展

途上国の子供たちにポリオ
ワクチン接種を行う運動も
行っています。ペットボト
ルキャップは400個で10
円となります。ポリオワク
チンは約20円ですから、
800個のキャップで子供
一人の命が救えるかもしれ
ないのです。今までゴミと

して扱われていたキャップが、地球環境の改善に役立
ち、そして大切な命を救うことが出来るかも知れない
のです。

私たち千葉北総病院では、2009年7月からエコキ
ャップ運動の趣旨に賛同し、回収を進めてまいりまし
た。院内には、1階自動販売機付近、ローソン前等に
合せて3つの回収ボックスを設置しております。ペッ
トボトル飲料水を飲んだ際は、キャップを分離し、こ
の運動に皆さんも参加しませんか。
みなさんの清き“一個”をお待ちしております。

(ローソン前の回収ボックス)


