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町民医学講座 その87 

大動脈が裂ける！ 

             循環器内科   松井 寛輔 

 

 「大動脈が裂ける」ってどういうこと？何とも恐ろしいこの言葉、聞

くだけでゾッとしそうですが、実はこの病気、意外と多いのです。

病気の名前は「大動脈解離」。以前は「解離性大動脈瘤」とも呼

ばれていました。ドリフターズの加藤茶さんがこの病気を発症し、

１０時間にも及ぶ手術を受け、九死に一生を得たことをご存知の

方もおられるでしょう。こんな怖い病気にならないためにはどういうことに注意すればよいので

しょうか。今回は「大動脈解離」について勉強しましょう。 

 

この病気を知るためには、最初にちょっとだけ人間の解

剖についての知識が必要です。心臓から送り出される血液

は、直径３ｃｍ余りの大きな血管である「胸部大動脈」に流れ

込みます（図１）。その「胸部大動脈」は、心臓の左心室から

出て上方向に延び、直ぐにUターンして下方向に向かいま

す。そのまま横隔膜を突っ切るとそこからはお腹、つまり腹

部になりますから、ここから先は「腹部大動脈」と呼びます。

「腹部大動脈」は左右の総腸骨動脈に分岐しますが、この

分岐した血管は大動脈ではありません。ですから、心臓を

出てから総腸骨動脈に分岐するまでの血管を大動脈と呼

びます。大動脈は「胸部大動脈」と「腹部大動脈」の２つから

成り、この大動脈を形成する壁は内膜・中膜・外膜の３つの

層からできています。大動脈解離は図２のように大動脈の

最も内側の内膜が裂けて、血管内の血液が中膜組織内に

流れ込んでしまう病気で

す。入る血液の量が少しなら大した問題にはなりません。し

かし、大量の血液が入ってしまうことも多く、重症の場合は胸

部大動脈から腹部大動脈まで血管が裂けてしまうこともあり

ます。 

 この病気の基礎疾患、つまり大動脈解離を引き起こすに

至ったもともとの病気は、なんといっても高血圧です。高血圧

を放置していると大動脈の内側の膜に傷が入りやすくなって

しまうのです。また、マルファン症候群という先天性の病気で

も大動脈解離を発症することがありす。 

 

  

 症状は激しい胸痛や背部痛・腹痛です。その特徴は、痛みの部位が裂ける場所の進展に

伴って移動することです。また、病院を受診されても、症状や心電図、胸部レントゲン写真だ

けでは診断が困難です。なぜなら心電図や心エコー、血液検査には異常がないことが多いか

らです。これらの検査が正常で症状も軽症の場合は、大きな病気はないだろうと判断されその

まま経過をみることが多いのですが、患者が重篤感のある胸痛を訴えている場合は胸部腹部
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のCT検査まで実施します。造影剤を使用しない単純撮影でも大動脈解離を診断できるこ

とはありますが、通常は単純撮影だけでは分からないことが多く、可能な限り造影剤を静脈

注射してＣＴの撮影を行います。 

 

 図３は胸部大動脈のCT像ですが、大動脈の

中に膜様構造物があるのがお分かりでしょうか。

これが裂けた大動脈内側の内膜なのです。図３

のTLの部分が本来の大動脈内腔（真腔）で、FL

の部分が裂け口から血液が入ってできたスペー

スです（偽腔）。この患者の腹部のCT像を見ると

やはり膜様構造物を認めています（写真なし）。

これにより胸部から腹部まで病変が進行してい

ることがわかります。別のケースですが、大動脈

を３Dの立体像にしたのが図４で、こちらを見ると

全体像が良く分かると思います。 

 

 この病気は大動脈の裂けている場所によって、

内科的治療を行う場合と外科的治療を行う場合

があります。外科的治療が必要な場合は、極め

て重症で緊急に手術を行うことが多いです。内

科的治療で済む場合は軽症と思われるかもしれ

ませんが、そうではありません。たとえ手術をして

も死亡する確率が高く内科的治療の方がまだ生

存率が高いため手術をしないだけなのです。決

して多い病気ではありませんが、かと言って、そ

んなに珍しいわけでもありません。美幌町のよう

な人口の少ない地域でも、年間数例の方が発病

されます。 

 

緊急手術が必要な場合は直ちに心臓血管外

科に搬送します。オホーツク地域では心臓血管

外科は道立北見病院にしかありません。私も道

立病院へ何度か患者を救急搬送しましたが、こ

れまで３度ほど搬送できなかったケースがありま

した。ちょうど、道立北見病院では長時間を要す

心臓の手術中だったり、手術患者の受け入れが

不可能な状況だったからです。３例ともが緊急を

要するケースでしたので、美幌消防隊に救急搬

送用のヘリコプターを確保していただき、患者を速やかに旭川市の病院に搬送することが

できました。いずれの場合も天候が良く、昼間であったのが幸いしましたが、もし悪天候な

どでヘリコプターが飛べない場合は、救急車で数時間かけて患者を釧路か旭川に搬送す

ることになります。 

 

 大動脈解離の死亡率は極めて高く、緊急手術を要する型では手術を実施しても３０％、
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手術を要しない型では１０％の方が亡くなります。医療の発達に伴い専門病院で緊急治療

を行った急性心筋梗塞患者の死亡率が５～１０％に下がっていることに比べれば、その死

亡率の高さに驚かれることでしょう。 

 

 この病気で医療側のいちばんの悩みは、通常の検査で異常が見つかりにくいため、他の

病気に比べて見過ごしてしまいやすいことです。大動脈解離ではほとんどの場合、激しい

痛みが表れますが、ごく一部の患者でそれほど強い痛みが無かったり、横腹だけの限局

的な痛みだったりという非典型的な症状の人もいます。そのような患者の場合、検査にも異

常がないし症状も非典型的ですから、「大動脈解離ではない」と判断してしまいがちです。

医師が問題ないと判断して患者を帰宅させたところ、自宅で突然死亡し、後で訴訟になっ

たりするのもこのような判断の難しいケースです。 

 この病気はある日突然おこります。発症年齢は７０歳代が最も多いのですが、４０歳代か

ら患者は増えてきます。この病気は発病してからでは遅いのです。大切なことは、このよう

な病気にならないよう予防することです。ほとんどの場合、原因は高血圧ですから、高血圧

を甘く考えて放置しないことです。健診で血圧の上昇を指摘されたら早めに医療機関を受

診し、しっかりと対処することが大切です。 

 

町民医学講座 その88 

胃食道逆流症（ＧＥＲＤ） －胸やけの話です－ 

              内科医師    高正 光春    

  

 皆さんの中には胸やけを経験したことのある人、現在胸やけ

に悩み治療を受けている人も多いと思います。胃カメラをやっ

て、まず見るのは胃と食道の境目です。閉じているか、開きす

ぎていないか、位置が手前にずれていないか、他の粘膜に変

化していないか、炎症性変化や腫瘍性変化がないかどうかと。

境目から手前にびらん（びらんとは浅い粘膜欠損、深いものは潰瘍です）の帯が数条伸び

ているのをよく見かけます。こういう場合は、あとで「胸やけはしませんか？」と聞きます。こ

れは逆流性食道炎です。今回は、この逆流性食道炎を含む、胃食道逆流症（ＧＥＲＤ）に

ついて少し書かせていただきます。 

胃酸逆流による病態を総称して胃食道逆流症（ＧＥＲＤ）と呼び、ＧＥＲＤの中で食道炎

を伴い胸やけがある逆流性食道炎（ＲＥ）、食道炎を伴うが胸やけのない逆流性食道炎（Ｒ

Ｅ）、食道炎を伴わないが胸やけがある非びらん性胃食道逆流症（ＮＥＲＤ）の3つに分類さ

れます。胸やけがあっても胃酸逆流と関連しないものは機能性胸やけと言います。ＧＥＲＤ

の60～70％はＮＥＲＤです。ＮＥＲＤは食道炎を伴いませんが、胸やけ症状の強さは胸や

けのある逆流性食道炎（ＲＥ）と同程度で、決して軽くはありません。ＮＥＲＤの方は健常者

に比べ、酸に対する食道の知覚が過敏で、通常では感じない酸などの刺激を感知するた

めと考えられております。 

ＧＥＲＤの有病率が近年日本で増加しているとの報告があります。60歳以上の女性で頻

度と重症度が増しています。原因としては、高齢女性に多い脊椎後弯症（円背,亀背、猫

背）が考えられます。男性では、比較的若年の過体重者でＲＥの有病率が高いことが報告

されています。 
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ＧＥＲＤの発症には様々な要因が関与しています。中でも高脂肪食摂取量の増加、深夜

の食事摂取といった食生活の変化や、近年のピロリ菌感染率の低下による胃酸分泌量の

増加などが知られています。またＧＥＲＤでは高頻度に食道裂孔ヘルニア（食道と胃の境

目が横隔膜を超え、上に偏移した状態）を合併することが報告されています。 

食道と胃の境目には下部食道括約筋（ＬＥ

Ｓ）があり、胃酸逆流を防いでいます。ＬＥＳは

嚥下と同時に弛緩し、その後収縮し、胃から

食道への逆流を防止します。胃酸逆流の多く

は、嚥下と無関係にＬＥＳが突然弛緩した時に

起こり、これを一過性ＬＥＳ弛緩といいます。 

ＲＥは食道内の過剰な胃酸暴露により発症

しますが、その原因は胃酸逆流回数ではな

く、胃酸逆流後の胃酸上昇パターン、胃酸排

出パターンの違いによります。食道内の酸性

度のモニタリングでは、ＲＥの重症度が増すほ

ど食道内に逆流した胃酸が口側に上昇しやすいことが示唆されております。胃酸逆流後の

食道内における胃酸排出遅延も過剰な胃酸暴露の原因となります。重症ＲＥ患者さんでは

食道排出能が著しく低下しております 

 

ＧＥＲＤでは胸やけなどの典型的な逆流症状だけでなく、以下のような食道外症状がみ

られることが知られています。 

①非心臓性胸痛：心疾患と無関係な胸痛。まず循環器科受診しますが、異常なく、消化器      

  科受診となることが多々あります。 

②慢性咳嗽：長く続くせきの原因として考えられる場合もあります。 

③咽喉頭症状：嗄声、咽喉頭異常感、咽頭痛など 

④気管支喘息：酸を含む細かい逆流物が気道内に入ることによるものと、食道内の酸刺激  

  が気道の攣縮を引き起こす可能性が示唆されております。 

⑤睡眠障害：夜間に生じる逆流症状によります。 

⑥歯牙酸蝕：歯のエナメル質はｐＨが5.5以下になると脱灰,溶解すると言われています。 

⑦副鼻腔炎（以前の蓄膿症）：合併しやすいことが報告されていますが、その機序はまだ

はっきりしません。 

⑧肺線維症、慢性閉塞性肺疾患、気管支拡張症：これら疾患のリスクが高いと言われてい    

ます。 

⑨中耳炎：患者さんの中耳浸出液中に胃で分泌されるペプシンを検出したとの報告があり

ます。 

  

食事や生活習慣の中には胃食道逆流を増加させるものがありますが、その変更や中止

が症状の改善につながるというものは少ないとされております。 

胸やけ症状を引き起こすとされるもの：脂肪食、チョコレート、コーヒー、アルコール、炭酸

飲料、過食、肥満、一部の薬剤、就寝時の姿勢（臥位、右側臥位）、前かがみの姿勢、きつ

い帯、ベルト、腹巻、コルセット、喫煙、などがあります。 

 治療の第一選択はＰＰＩ（プロトンポンプ阻害剤）内服です（これは胃潰瘍、十二指腸潰

瘍の治療、ピロリ菌の除菌の時にも使われます）。初期治療として８週間内服していただき

ます。その後維持療法として半分量内服していただく場合が多いです。 
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少し難しい話になり恐縮ですが、胃酸分泌は胃体部粘膜の胃底腺にある壁細胞で行われま

す。そこにあるプロトンポンプという酵素の働きにより胃酸が作られます。プロトンポンプは壁細

胞内の細胞内分泌細管において細胞外からＫ＋を取り込むことにより、Ｈ＋（プロトン）を胃の管

腔に分泌させます。そのＨ＋が胃の管腔にあるＣｌ－と結合して胃酸となります。ＰＰＩはそのプロト

ンポンプの働きを阻害することにより胃酸の分泌を抑えます。 

ＰＰＩは投与後約２時間で血中濃度がピークに達しますので食前に服用したほうが効果的で

す。またＰＰＩは強力な酸分泌抑制効果を発揮しますが、胃酸で不活性化される欠点がありま

す。この理由からも食事摂取による胃酸分泌作用を受けない食前に服用する意味があります。

また最近、一般名ボノプラザンというより強力な制酸剤が使用できるようになっております。 

 

ＧＥＲＤが長期に渡ると食道癌、食道胃接合部癌の発症が心配されます。２０年以上にわた

る強度の胸やけの方は、無症状の方に比べ43.5倍の相対危険度があるとされています。 

若い方でもその危険性がありますし、特に胸やけ症状なくても、その危険性はありますので、

定期的に内視鏡検査を受けるようお勧めします。 

ピロリ菌を除菌すると、逆流性食道炎を起こしやすいとの報告があります。 

ピロリ菌感染により慢性胃炎の状態となり、胃底腺の働きが低下した状態が除菌により回

復、胃酸の分泌も回復するからです。心配しないでください。全員がなるわけではありません

し、なったとしても軽度です。治ります。 

 そして、また最後に繰り返し言わせていただきます。胃がんの原因の98～99％はピロリ菌

感染によるものです。除菌すれば胃がんを防げます。まず検査を受けるようおすすめします。

ピロリ菌がいれば除菌して下さい。 

除菌する年齢が若いほど、胃がんになる可能性は低くなります。 

 

町民医学講座 その89 

子供のけいれん性疾患について 

                   小児科医師      古賀 正啓 

1.熱性けいれんについて 

 熱性けいれんは日本人に多い病気で、１０人に一人は発症しま

す。そのうち半数は複数回繰り返します。熱性けいれん自体は両

親から見れば大変に驚く恐ろしい症状ですが、後に残る問題は

あまりありません。体質として遺伝傾向があるため、繰り返す場合

や遺伝傾向がある場合は発熱時に痙攣止めの座薬（ダイアップ

座薬）を使用して予防します。熱性痙攣は体温上昇に対する脳細胞膜の不安定性によるもの

であるので、熱が上昇する前に予防しなければなりません。３７．５度を超えてきたら座薬を使

用しましょう。 

 痙攣は幾つか危険があり、嘔吐物が詰まったら危険になる、風呂場などで痙攣した場合その

まま溺れてしまうことがある（熱がある時にお風呂がダメな理由の一つ）、１５分以上継続する熱

性けいれんは、それ自体が成人後の内側側頭葉てんかん（非常に難治性で、てんかん外科治

療が第一選択：図１）の原因とされておりますので、長引くけいれんは即座に止めてあげる必要

があります。長引く前に見てて止まる気配がなければ救急車で受診が望ましいです。熱性痙攣

の中には一部てんかんの有熱時痙攣が混在しています。繰り返したり、持続時間が長い場合
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は脳波検査を受けましょう。 

 

 

2.てんかんについて 

 てんかんと聞くと、きっと一生治らず薬を続けていく病気というイメージがあるかと思います。成

人のてんかんは確かにそうですが、子供のてんかんは半分は治癒します。代表的な治癒する

子供特有のてんかんをご説明します。 

 その前に、てんかんになった場合、原因はなんなのか？ということがとても気になります。遺伝

傾向を気にされる方もよくおられます。てんかん全般で言えば、遺伝傾向があるものは１０％程

度しかありません。発達障害には２０％程度の頻度でてんかんを伴うとされていますが、この発

達障害が遺伝傾向があるため、小児でよく見られる遺伝傾向のあるてんかんは、こう言った場

合が殆どです。ではその他の多く原因はなんなのかというと、イオンチャンネル異常が多いで

す。脳細胞はナトリウムやカリウムなどの移動で活動しておりますが、こう言ったイオンを移動さ

せるイオンチャンネル異常（チャネロパチー）が次第に解明されています。 

  

 てんかんの初発年齢を右に示しま

す。 

 子供と高齢者でてんかんは発生する

ことが多いものです。先天的脳疾患、

チャネロパチーが小児で、変性、出

血、梗塞、腫瘍などの後遺症として高

齢者に発生します。 

  

 まずは正常な脳波はどんなものかお

見せします。次頁図2のように、さざ波

のような線が全般に広がっているもの

が正常脳波です。（年齢によって大き

く変わります。） 

 子供の脳波を見るには成人との違いをきちんと理解しておかなければ正確な判断ができませ

ん。 

 

  

 

図１：低酸素に弱い海馬が

萎縮して、周囲のスペース

が広がっている。ここがてん

かん源性を持ち、難治性て

んかんとなっていく 
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 では小児期の良性てんかんはどんなものかお見せします。 

 

✦中心・側頭部に棘波を持つ良性小児てんかん（ローランドてんかん、BECCT）   

   特発性部分てんかんに分類され、子供で一番多いてんかんです。７歳くらいが一番多く、１

２歳を超えてくるとほとんど発作が出なくなります。”どんな抗てんかん薬でも効く”というくらい

発作は押さえやすく、覚醒時・入眠直後などの睡眠に関係した時間帯に、顔面などの部分的

けいれんから始まるのが特徴です。睡眠前後に起こるため、発作が起こっても危険な状態に

陥ることは少ないとも言えます（覚醒時に発作が起こるものがより危険です）。 

  脳波所見も非常に特徴的で、頭頂部からやや左右にずれたところ（中心側頭部）から３相波   

  がでる特徴的な所見を呈します（図３）。てんかん自体は脳波の正常化とともに治癒していき  

  ます。 

 

✦良性小児後頭葉てんかん（CEOP）   

   これはローランドてんかんについで多いもので、同じく特発性部分てんかんに分類されま

す。これも多くは学童期までで治りやすいのですが、発作は結構重篤です。年少で発症する

ものをパナイトポロス型といって、頭痛と嘔吐が伴う全身けいれ

んになります。けいれんに嘔吐が伴うと窒息してしまうような状況

に陥ってしまうので大変問題です。そのため、救急車で受診し

て、できるだけ早く痙攣を止めてあげなければなりません。活動

時に発作が起こるため、食後の満腹な時間に発作が起こると、と

んでもないくらい嘔吐が続き、危険です（嘔吐がはっきりしなくて

も、戻ってきた吐物で窒息状態となっていることもよくある）。視

覚異常を伴って年長で発症する場合をガストー型と言って、こ

れはなかなか良くならないとされています。右のような棘波が後

頭葉から出現します。 

 

✦欠伸発作   

     これは良性全般てんかんに分類されます。幼児期に発症するものは２年くらいの薬物治療

で治癒します。症状は特徴的で1日に何度も意識消失するが、転倒することはないという発作

が出ます。だいたい食事中に固まっているのを親が発見して来院することが多いです。しか

し登下校時に道路で固まって危なかったという話も経験したことがあり、状況によっては良性

図４：後頭葉から棘波がでて、

頭痛嘔吐を伴うのが特徴  

図３：脳波において、頭頂部からやや左右に離れた

ところから３相の波が出るのが特徴  
図２：正常脳波 
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だから危険はないとは言い切れません。脳波もとても特徴的で、尖った波と大きな波が交互

に出る棘徐波が大量に出現します。治療薬は効きやすく、バルプロ酸のみ、たまにエトサク

シミドという薬まで必要になりますが、特に困ることはありません。 

    一方で、同様の脳波所見で１０歳代後半以降で  

  発症するものを若年性ミオクロニーてんかんと言っ  

  て、女性に多い疾患があります。この疾患が抱える  

  大きな問題は第一選択薬が日本では欠伸発作と 

  同じくバルプロ酸ということになっているのですが、  

  妊娠出産時期にバルプロ酸を内服すると子供のIQ 

  が下がってしまうことが分かっており、海外では禁 

  忌薬となっている点です。妊娠時に一番安全とされ 

  る薬が日本ではようやく最近になって単独使用が 

  認められるようになりましたが、ちょっと前までバル 

  プロ酸を内服している妊婦さんを時々見かけまし 

  た。大人も妊婦も子供の事も考えて薬を使用する 

  必要が有ります。病名に若年性とあり、若年で治  

  るようなイメージがありますが、意外と中年まで続く 

  ことが多いです。 
 

 

3.てんかん治療全般について 

  脳波異常があって、無熱性けいれんを繰り返した場合に内服治療の開始となります。  

 てんかんは２から３年単位で物事を判断します。２年無発作なら調子いい、車に乗ってもいいか

もしれない、薬をやめてもいいかもしれない、薬をやめれたね、といった感じです。 

 以前、曖昧な治療で、交通事故を起こしてしまったりする事件が取り上げられましたが、きちん

とコントロールすれば問題ありません。子供の場合は転落や溺水などが問題となります。熱性け

いれんも、てんかんも有熱時には発作が起こりやすくなるため、溺水などの事故を予防するため

に”体調が悪かったり、熱があったらお風呂に入らない”とか、”予防薬がある人はきちんと使用

する”などは是非守っていただきたいと思います。また、痙攣を起こしやすくする薬も幾つかあり

ます（特に喘息薬、抗アレルギー薬や抗生物質に多い）。いろんな診療科に通っている人は、使

用する薬は痙攣発作と無関係のものを選んでもらうようにしてもらわなければいけません。 

 

町民医学講座 その９０ 

女性の身近な疾患、尿失禁について   

                  病棟看護師       村上 宮子 

 

 泌尿器科は男性が行くところ。女性とは縁がないと思っていませ

んか？成人女性の４人に１人、４０歳以上では女性の３人に１人

が、何らかの尿のトラブルに悩んでいるといわれています。中でも

多いのが尿もれ（尿失禁）の悩みです。 

尿失禁は、男性に比べて女性のほうが圧倒的に多い症状です。

「恥ずかしい・・」と受診されなかったり、生命にかかわるような病気ではないこともあり、ないがしろ

にされがちです。また、誰にも相談できずに１人で悩んでいるケースが多いようです。ＱОＬ（クオ

リティ・オブ・ライフ）が重視される現在では、尿失禁は日常生活の質を低下させる症状とみなさ

図４：欠神発作、若年性ミオクロニー

てんかんでよく見られる棘徐波。全般

性に出現する。  
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れています。恥ずかしいことでも、珍しいことでもありませんので、お気軽にご相談ください。 

尿失禁のタイプには以下のようなものがあります 

 

腹圧性尿失禁・・・咳やくしゃみ、スポーツ、ふとしたはずみに濡れる。 

 咳、くしゃみ、笑う、走るなどの動作をして、腹圧がかかると少しずつ尿がもれてしまう症状で

す。出産によって尿道の周りの筋肉がゆるむことや、出産を通して腹圧で尿を絞り出す癖がつく

ことが原因です。また、女性ホルモンの低下する閉経前後は、特に腹圧性尿失禁の悪化しやす

い時期です。 

 軽症の方の多くは「骨盤底筋体操」により症状が軽くなります。重症の方でも、最近は簡単な手

術によって治るようになってきました。当院でもＴОＴ（骨盤底再建）手術を行っております。 

 

切迫性尿失禁・・・行きたいと思ってからの我慢がきかず、トイレに間に合わない。 

 突然、「トイレに行きたい」と思ったら我慢がきかず、尿がもれてしまう症状です。上記の腹圧性

尿失禁と合併することもよくあります。脳出血や脳梗塞の後遺症であったり、膀胱が炎症のため

に過敏になることが原因と考えられていますが、原因がはっきりしない場合も多くあります。抗コリ

ン剤という膀胱の収縮を抑え、緊張をやわらげる薬による治療が効果的です。 

 

溢流（いつりゅう）性尿失禁・・・ちょろちょろと尿があふれて濡れてしまう。 

 尿意がはっきりしない・・・など、自分では気づかないうちに膀胱が尿でいっぱいになり、溢れる

ようにして尿が漏れる症状です。原因としては、総合感冒薬の内服、帯状疱疹、糖尿病や直腸、

子宮などの手術の影響で膀胱の感覚が鈍くなることがあります。放っておくと尿路感染症になっ

たり、腎臓にも障害が起きてしまうことがありますので、早めにご相談下さい。 

  

日常生活から考えられる原因としては、薄着などによる下半身の冷えがあります。足元の冷え

る場所に長時間いたり、薄着によって下半身を冷やすようなことがあると頻繁に尿意をもよおしま

す。この急な尿意によってトイレが間に合わなくなり、尿失禁をまねきます。体が冷えると体温の

低下で血管が収縮し、膀胱の血液の流れが悪くなるので、再吸収される水分量が減るために尿

量が増え、その変化を膀胱が敏感に察知して収縮し、尿意をもよおすことになります。 

 

加齢にともなって体の他の器官と同様に泌尿器も機能が低下します。膀胱が萎縮して尿の容

量が減ったり、膀胱の弾力性が低下したりすることで、尿失禁や頻尿、残尿感などの尿のトラブ

ルを抱えることが多くなり、それに加え、体の動きが鈍く緩慢になり、尿意を感じてもトイレが間に

合わなくなることもあります。 

 

尿失禁を伴う疾患の中には、過活動膀胱という膀胱が必要以上に過敏に活動することで、頻

尿が起こる疾患があります。主な症状は突然尿意に襲われ頻尿になり、ときには我慢できずに尿

を漏らしてしまう症状です。また、就寝中に１回以上トイレに行く夜間頻尿もみられます。さらに進

行するとトイレへ行くのが頻繁すぎて、仕事も外出もできなくなり、生活に支障をもたらすこともあ

ります。特に４０歳以上に多くみられます。また、神経因性膀胱という排尿を促す自律神経の障

害によっておこる場合や、最もポピュラーな膀胱炎も一因といえます。気になる症状があれば泌

尿器科の受診をお勧めします。 
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日常生活でできる予防法として、骨盤底筋を鍛えることを先に述べました。骨盤底筋のゆるみ

による尿失禁には、膣と肛門にギュッと力を入れて引き締めてから緩める動作を繰り返す体操

で、骨盤底筋を鍛えることが有効です。仰向けに寝て足を肩幅に開き「骨盤底筋を締める・ゆる

める」を朝夕１０～２０分間で１０～２０回ずつ繰り返しましょう。パンフレット希望の方がいました

ら、外来看護師にお尋ねください。 

 

下半身を冷やさないように注意することも重要です。冷えは尿意をもたらします。過活動膀胱

の場合、冷えが原因となって尿失禁を引き起こすことがあるため、特に薄着によって足元やお腹

を冷やさないように、靴下やひざ掛けなどで温めましょう。下半身の冷えは膀胱炎を引き起こす

原因にもなります。 

 

終わりに 

尿失禁があるとついつい外出を控えがちになり、日常生活にも影響を及ぼします。尿失禁は、

必ずしも加齢による老化現象と諦めなければならないものではありません。重い失禁や長く続く

失禁には疾患が隠れていることがありますので、一度泌尿器科を 受診することをお勧めします。  

 

町民医学講座 その９１ 

臨床工学技士の仕事                           

                       臨床工学技士           高木 長美 

 

 こんにちは。みなさんは臨床工学技士という職種をご存知でしょう

か？臨床工学技士は施設にもよりますが、Clinical Engineer （クリニ

カルエンジニア：CE）やMedical Engineer（メディカルエンジニア： 

ME）と呼ばれていて、当院ではMEと称して業務を行っています。

臨床工学技士は比較的新しい資格で、昭和62年に制定された臨

床工学技士法という法律のもと業務に従事しており、現在日本全国で多くの臨床工学技士が働

いています。臨床工学技士になるには3年制の専門学校または4年制の大学で課程を修了する

と臨床工学技士国家試験の受験資格を得ることができ、国家試験に合格すると臨床工学技士と

して働くことできます。臨床工学技士の就職先としては病院等の医療機関、医療機器メーカーや

医療機器販売代理店等があります。 

臨床工学技士はその名の通り臨床と工学を専門とする職種で、臨床工学技士法によれば医

師の指示のもとに「生命維持管理装置」の操作および保守点検を行うことを業務とする者と定義

されています。「生命維持管理装置」とは何かというと、人の呼吸、代謝、循環といった生命の維

持に直接つながる機能を代行したり、補助したりする装置のことです。具体的には、人工呼吸器

や血液浄化装置、人工心肺装置のことで、病院内で医師・看護師・各種の医療技術者とのチー

ム医療の中で生命維持管理装置の操作や保守管理を行います。心臓血管カテーテル業務や

高気圧酸素業務、ICU業務に従事している施設もあります。 

当院では3人の臨床工学技士が勤務しており2人は透析業務、私はME業務を担当していま

す。今回は私の従事している業務をご紹介します。 

呼吸治療業務では、肺の機能が低下し呼吸が十分にできなくなった患者様に呼吸を代行す

るための人工呼吸器を使用します。私は人工呼吸器が稼動している病室へ行き、安全に装置が
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使用されているか、動作に

異常がないかを確認しま

す。また使用後の人工呼

吸器の清掃やメンテナンス

等を行います。 

血液浄化業務は体内に

蓄積した老廃物等を代謝

したり、排泄する機能が働

かなくなった場合に行う治

療で、血液透析・血漿交

換・血液吸着等いろいろな

血液浄化療法があります。

当院では80名ほどの患者

様の血液透析・血液透析

濾過を行っており、患者様

には週2～3回、1回3～5時間程度の通院をして頂いています。臨床工学技士は透析のための

針を血管に穿刺したり、人工透析装置の操作・管理等をします。 

この他、私は手術室業務にも従事しています。手術室には

様々な医療機器があり、また手術の内容により使用される医療機

器が変わるため、これら手術が安全かつ円滑に行われるように、

手術室内の医療機器の操作や術前・術後の保守点検を行って

います。泌尿器科の腎臓摘出術等で使用される腹腔鏡システム

や、尿管結石や膀胱結石を砕石するホルミウムヤグレーザー等

の操作、その他では整形外科や総合診療科の手術にも立ち会っ

ています。昨年1月～12月の1年間に当院の手術室では、泌尿器

科・整形外科・外科・総合診療科あわせて264件の手術や検査、

処置を行いました。また、出血が予想される手術には手術前に自

分の血液を貯血し、手術中や手術後に本人に輸血する自己血

輸血も担当している業務です。 

 

 医療機器管理業務も私の仕事の

ひとつです。院内で使用されてい

る医療機器、例えば点滴のときに

使用する輸液ポンプや注射器を

セットして使用するシリンジポンプ、

カウンターショックを行うための除

細動装置、患者様の心電図や呼

吸を監視するための心電図モニ

ター等、150台超の医療機器を保

守管理しています。 

 また、総合診療科の酒井先生が

睡眠時無呼吸症候群の診察を

行っており、睡眠時無呼吸症候群

の検査も私が立ち会っています。

検査は一泊だけ入院が必要で、就

眠前に顔や頭に検査のためのセンサーを装着して眠っていただき、朝に目覚めたら検査は終了

し、帰宅していただけます。①いびきをかく、②日中に強い眠気がある、③倦怠感・頭重感の自

人工呼吸器 透析用監視装置 

輸液ポンプ（上）、シリン

ジポンプ（下） 

除細動装置（左）、心電図モ

ニター（右） 

ホルミウムヤグレーザー装置 
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覚、④何度もトイレに起きる、⑤寝汗をかく・寝相が悪い、⑥集中力や記憶力の低下等の自覚症

状がある方や、家族や知り合いにそのような症状がある方がいらっしゃいましたら、ぜひ総合診

療科にご相談ください。 

その他、循環器内科のペースメーカーチェックにも立ち会っています。定期的に北見市や遠

方にペースメーカー点検を受けに行っている患者様はお気軽に循環器内科へご相談ください。 

今後も医療や医療機器は更なる進歩を続けていきます。その進歩に遅れないよう日々努力し

患者様のため頑張ってまいりますのでよろしくお願いいたします。 

  

[参考]   公益社団法人 日本臨床工学技士会ホームページ 

       ㈱フィリップス・レスピロニクス    ポリソムノグラフィー（PSG検査）資料より 

 

北海道の自然  第20回（最終回）  

  知床の開拓者たち                                  

                             循環器内科医師   松井 寛輔 

 

今から５年前の３月のことです。私は、知床観

光の中心地ウトロから、国道３３４号線を車で知

床峠方面へと向かっていました。ウトロから５km

あたりで道は知床五湖へと向かう道道９３号線

が分岐します。その少し手前、「知床自然セン

ター」の駐車場に車を停め、私は冬用ジャケット

をしっかり着込んで車を降りました。この日の目

的は、雪深い知床の森を一人で散策することで

した。自然センター前の国道３３４号線を歩いて

横切り、そこから「開拓者コース」と呼ばれる小

径が森の中へと通じています。ここからは長靴

にスノーシューを着けて森の中に入ります。この

コースを歩くのは初めてでしたが、道は平坦で

歩きやすく、天気さえよければ特に危険はなさ

そうです。静寂の中、自分が雪を踏む音だけを

聞きながら、一歩一歩進んでいくと、急に視界

が開け、「知床横断道路」に出ます。もちろん、

横断道路はまだ閉鎖されていますから、あたり

は一面雪で覆われ真白で、そこに道路があるこ

とすら分かりません。その白い雪面に一筋の足

跡を残しながら私は横断道路を横切り、今度は

反対側の森の中へ入っていきました。すると、な

んとそこに木立に隠れて一軒の家があるではあ

りませんか。こんな最果ての、しかも雪深い林の

中に、小屋と呼ぶには少々立派すぎる家がある

なんて、と私は本当に驚きました。屋根の上にはうず高く雪が積もっていて、今にも家を押し潰し

そうなほどです。ひと気はなさそうなので、そっと窓から中をのぞくと、床には古びた日用品が散

らかり、ここにかつて人が暮らしていた痕跡が認められます。しかも、それらはすっかりほこりを

被っていて、もう長いこと放置されたままのようです。私は、一瞬タイムスリップしたかのような錯覚

写真② 開拓者の家 

写真① 開拓者コース  
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にとらわれました。この家との出会いこそ、私が「知床開拓者の歴史」を知るきっかけとなったので

した。 

近年、知床は大自然が残された秘境の地として広く宣伝され、かつて開拓のためこの地に人

が入植した歴史のあることを、道外出身の私は全く知りませんでした。調べてみると、この厳しい

自然の地にも大正３年から昭和２０年代にわたり３回もの入植がありました。最初は大正３年から１

３年まで。福島県から６０戸が入植しましたが、バッタ被害でほとんどが離農しています。２回目は

昭和１３年。３８戸が訓子府から入植しましたが、やはり大半の開拓者は離農しています。３回目

は第二次世界大戦後の昭和２０年代から昭和４１年の全戸集団離農までです。戦後の食糧難の

解決策および復員軍人の受け入れ策として、日本政府が全国規模の帰農政策をとったのです。

その一環として北海道各地に３４００戸が入植し、知床にも主に宮城県から６５戸が移り住みまし

た。 

ここで２冊の本を紹介したいと思います。１冊は、菊地慶一著『もう一つの知床』（北海道新聞

社 ２００５年）です。戦後、知床岩尾別開拓地に入植した人々を取材して書かれた本です。それ

によると、知床は自然環境が厳しすぎたため全員離農せざるを得なかったと述べています。 

もう１冊は、栂嶺レイ著『知床開拓スピリット』（柏艪舎 ２００７年）です。このなかで著者は「戦後

に入植した開拓者たちは農業を続けたかった。しかし、知床を観光地として開発するという自治

体の強制的な施策で、離農せざるを得なかった」と述べています。開拓者たちが全員離農したこ

とに対し、２冊の本の見解は異なりますが、ひとつの事実を異なる観点から述べている、と考える

と、私にはどちらも真実であろうと思えます。 

戦後のウトロは、今の町の様子からは想像もつかない厳しい環境にありました。道路はもちろ

ん整備されておらず斜里からウトロへは船で行きます。そしてウトロから開拓地である幌別や岩尾

別へは細い山道を歩いていきました。冬に病気になると、開拓地の住民は医師の診察を受ける

ために深い雪の中を馬ソリや、場合によっては徒歩で何時間もかけ、ウトロまで行かねばなりませ

ん。そこから斜里の街へ行くには、流氷で船が使えなければさらに、冬の山道を再び歩くことに

なります。 

肝心の農業は、といえば、畑を開墾するも地盤は岩だらけ、しかも土壌は酸性で全く農地に適

していない劣悪なものでした。苦労の末、やっと実らせた蕎麦も、「羅臼おろし」と呼ぶ強風で多く

が吹き飛ばされ、シカやクマのよる食害も繰り返されます。貧しい生活の中、多くの人々は食事

にも苦労し、農業経営が順調で余裕のあった人に助けてもらいながら日々をしのいでいた様で

す。厳しい生活の一方で、楽しい思い出になっていることも多かったと、元開拓民の方々は語っ

ておられます。例えば現在、岩尾別ユースホステルのあるあたりには小中学校が設置され、住民

総出の運動会も行われていました。また、現在はホテルの建つ「岩尾別温泉」は、当時から住民

の憩いの場所でした。昭和３９年、知床が国立公園に指定されます。観光地として全国の注目を

浴びるようになり、斜里町は知床を大自然の残る観光地として開発することを決断したのです。

生活に余裕のなかった一部の入植者たちは補助金をもらって離農することを承諾し、これが「知

床開拓が失敗した」と言われるゆえんとなりました。一方、農業経営が順調であった入植者はそ

の後も農業を続けていました。しかし、昭和４１年、自治体により全員離農の方針が決定し、彼ら

はしかたなく開拓地を離れます。こうして、それまでの開拓者の苦労は全て泡と消えてしまいまし

た。 

知床のかつての開拓地は、観光業者の買い占めを防ぐため、すべて斜里町が買い取りまし

た。充分な財源のなかった斜里町は、今では有名となった「しれとこ１００平方メートル運動」を展

開し全国から総額５億円以上もの募金を集めました。そして、かつての開拓地に森を復活させ、

２００５年に「世界遺産」となったのです。 

信じがたいことですが、知床を秘境の地として宣伝するため、開拓者の歴史は今でも邪魔者

扱いされていると言われています。一方で、今も知床五湖に至る道路の両側には、開拓者たち

が暮らした痕跡がそこかしこに残されています。壊れた家、馬具、井戸、馬頭観音の石碑など
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様々なものを見つけることができます。これらは

片づけられるでもなく、もちろん歴史的遺産とし

て保護されることもなく、ただ漫然と放置されて

います。どんな歴史であれ、歴史そのものを隠

したり翻したりすることは不可能です。私自身

は、過去の歴史を広く公開し、開拓者の苦労を

称えてこそ、今の知床を正しく理解することにつ

ながると考えます。幸い、そのような運動も起き

ているようですが、皆さんはどのように思われま

すか。 

 

私は、これまで何度も知床五湖を訪れました。季節によって景観の変化する５つの湖を散策す

るのも楽しいのですが、森の中に半世紀前の入植者たちの生活の跡を探しながら、厳しい環境

にも負けまいと奮闘していた当時の開拓者たちの姿に思い馳せるのも、また興味深いかと思いま

す。 

 

＜追記＞ 

私がこの病院広報誌「一期一会」の編集委員長になったのは、国保病院に着任した翌年の平

成２３年のことでした。以来５年の間、「北海道の自然」をテーマに毎回寄稿させていただきまし

た。昨年の４月、新たに酒井医師が編集委員長となり、編集校正作業もしてくれています。新編

集長にバトンを託したところで、私も拙いエッセイの筆をおくことにしました。これまで読んで下

さった皆様に心よりお礼申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 馬頭観世音の石碑写真 

写真⑤ 小中学校のあった場所 

写真③ 民家の跡 



１６ 

 

  

 
 

 
受付時間 午前 8:45～11:00  

午後13:00～16:00 
 TEL 

  0152-73-4111 

                                               

 診療科 時間 月 火 水 木 金 

 
総合診療科 

午前 酒井英二 杉浦有重 酒井英二 杉浦有重 酒井英二 

 午後 杉浦有重 酒井英二 杉浦有重 酒井英二 杉浦有重 

 
内科 

午前 高正光春 西村光太郎 高正光春 西村光太郎 高正光春 

 午後 西村光太郎 高正光春 西村光太郎 高正光春 西村光太郎 

 禁 煙 外 来 
 担当医：西村光太郎  

  西村光太郎医師の診療時間に受診してください。 

 
循環器内科 

午前   松井寛輔   松井寛輔   

 午後 松井寛輔   松井寛輔   松井寛輔 

 

外科 
午前 西野達生 西野達生 西野達生 西野達生 西野達生 

 午後 
午 後 は 手 術 等 の た め 休 診 と な り ま す 。 

（ 急 患 の 方 の 診 療 は お 問 合 せ 願 い ま す 。 ） 

 

小児科 
午前 

古賀正啓 古賀正啓 
古賀正啓 

古賀正啓 古賀正啓 
 午後 

15:00～ 

診察 

 

整形外科 

午前 又吉章政 又吉章政 又吉章政 又吉章政 又吉章政 

 午後 
午 後 は 手 術 等 の た め 休 診 と な り ま す 。 

（ 急 患 の 方 は お 問 合 せ 願 い ま す ） 

 

泌尿器科 

午前 西村泰司 野崎哲夫 西村泰司 野崎哲夫 西村泰司 

 午後 野崎哲夫 西村泰司 野崎哲夫 西村泰司 野崎哲夫 

 
 金曜日の午前・午後は、手術により休診になることがありますので 

事前に電話にてお問合せください。 

 

腎臓内科 

午前   野崎哲夫   野崎哲夫   

 午後 野崎哲夫   野崎哲夫   野崎哲夫 

 
  金曜日の午後は、手術により休診になることがありますので 

 事前に電話にてお問合せください。 

 

脳神経外科 

午前 宮澤隆仁       

第２・第４ 
        

 午後 

 
 第２・第４月曜日が祝日の場合や、飛行機が欠航となった場合は 

 翌週の月曜日が診療日となります。 

 
眼科 

午前 
旭川医大出張医 

旭川医大 

出張医 予約検査 予約検査 

 午後 予約検査 


