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 町民医学講座 その102 

 循環器疾患とお酒 

           循環器内科医師   松井 寛輔 

 京都大学霊長類研究所の報告によると野生のチンパンジーもお酒

を飲むことがあります。自然界には自然発酵して出来るお酒は少量し

かないので、チンパンジーが酔いつぶれることは少ないでしょう。しか

し、ヒトは知能の高さゆえに多量のお酒を造ることができます。少量飲

むのであれば「百薬の長」なのですが、人間の場合、お酒が容易に入

手できる環境ゆえに過剰摂取が問題となります。今回はお酒が身体に

及ぼす影響、特に、私の専門である循環器疾患への影響についてお

話ししたいと思います。 

 

お酒には、ビールや日本酒、ウイスキー、ワイン、焼酎といろいろな種類があります。お酒の病

気に対する影響はお酒の種類により異なる部分もありますが、循環器疾患に限定して言えば、

基本的にはお酒に含まれるアルコールの作用です。つまり、重要なのは摂取するお酒の種類で

はなくアルコールの量なのです。アルコールの摂取量を計算するためには、まず基本となる単

位、即ち「アルコール２０ｇ＝１単

位」ということを覚えておきましょう。

お酒に含まれるアルコール「１単

位」とは、日本酒では1合、ビール

なら500ml缶１本、ワインはグラス２

杯、焼酎のお湯割りでコップ１杯、

ウイスキーはダブルで１杯です。こ

れらを覚えておくと、異なる種類の

お酒を飲んだときも、合計で何単

位飲んだかを計算できます。で

は、それぞれの病気についてお酒

が及ぼす影響をご説明いたしま

す。 

 

＜高血圧＞ 

お酒が体に入ると、エタノールが分解されアセトアルデヒドが生じます。この物質は全身の血

管を拡張させるため顔が赤くなり血圧は低下します。ではアルコールは高血圧の治療薬になる

かというとそうはいきません。お酒を飲まない人と比べ

ると、夜間はアルコールのおかげで血圧が低めに推

移しますが、日中は逆に上昇するのです。その原因

ははっきりしていませんが多く飲めばそれだけ上昇す

るとされ、ビール５００mlで約3mmHg上昇するようで

す。ただ、日中は上昇するも夜間は下がるので、平均

値としてはあまり差がないという意見もあります。アル

コールで日中の血圧が上昇する原因のひとつに、酒

の肴として塩分の多いものを食べることが考えられま

す。つまるところアルコールは高血圧に良くないとさ

れるわけです。しかし、上に述べたように一日の平均

血圧で見た場合には差がなく、これまで言われてい

たほどには悪くないのかもしれません。 

 

 

図１：各種お酒の１単位量 

図２：飲酒と血圧の日内変動 
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＜虚血性心疾患＞ 

虚血性心疾患とは、心臓の筋肉に血液を供給する冠動脈の内腔が動脈硬化のため狭くなり

十分な血液が供給されなくなった病気です。代表的なものとして「心筋梗塞」や「狭心症」などが

あります。お酒には、この病気に対する良い効果が認められています。さらにうれしいことに、お

酒を多めに飲んでもこの良い作用は続きます。アルコールには善玉コレステロールといわれる

HDLコレステロールを増やす作用があるため、動脈硬化が抑えられるのです。特に赤ワインには

ポリフェノールという抗酸化物質が

含まれており、これが動脈硬化防

止に働くと言われています。また、

アルコールには血小板凝集を抑制

する作用、すなわち血液をさらさら

にする効果もあり、その働きで虚血

性心疾患は減るのです。同様に上

肢・下肢の動脈も動脈硬化が抑え

られるため、四肢の病気である閉

塞性動脈硬化症においてもお酒は

よい作用を有します。ただし、あまり

飲みすぎると別の病気を悪化させ

るので注意が必要です。 

 

＜心不全＞ 

心不全の人がお酒を飲むことは決して勧められることではありませんが、アルコール１単位程

度の摂取においては、むしろ良好な結果が出ています。末梢血管を広げることにより心臓の負

担が軽減され、アルコールの利尿作用が有効に働くためと推測されます。しかし、つい調子に

乗ってたくさん飲んでしまうと心不全は急速に悪化しますから、１日１単位以下の摂取を厳格に

守れる人に限られます。また、心不全には徹底した減塩が必要なので、つまみに塩分の多いも

のは禁止です。 

 

＜不整脈＞ 

アルコールを飲むと血圧が下がるため、反射性に交感神経が緊張するといわれています。脈

が増えるのもこのためです。これにはカテコールアミンという交感神経ホルモンが関与しており、

これが増えると心臓を刺激し不整脈が誘発されます。高齢者に多い「心房細動」という不整脈

は、飲酒によって増加することが分かっています。ただ、酔っていると不整脈になっても気づかな

いことが多いようです。心房細動になると心臓内に血の塊ができ、これが全身に運ばれると脳梗

塞や心筋梗塞などを引き起こします。そのため、心房細動の発作を繰り返している人はお酒を控

えたほうがよさそうです。 

 

＜心肥大＞ 

心肥大とは心臓の筋肉が肥大する、すなわち筋肉が厚くなる状態をいいます。手足の筋肉な

らばボディビルダーのように筋肉を太くさせてもかまいませんが、心臓の場合は好ましくありませ

ん。心肥大が進むと不整脈や心不全を合併するようになるからです。飲酒は心肥大を引き起こ

すことが明らかになっています。 

 

＜心筋症＞ 

アルコール性心筋症と言う病気があります。毎日、4～5単位以上のアルコールを１０年以上飲

んでいると発症することがあります。アルコールにより心臓の筋肉の収縮能力が著しく低下しま

す。いったん低下してしまうと心臓の機能は元に戻りませんが、禁酒によりある程度の機能は回

復します。大学生が宴会などで多量のお酒を一気飲みして死亡する事故が時々報告されます

図３：飲酒と急性心筋梗塞発症の危険
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が、その原因の一つにアルコールによる急性の心筋障害があります。取り返しのつかない結果を

招く一気飲みには絶対参加しないようにしましょう。 

 

１日１単位の飲酒なら「百薬の長」として容認されてきたお酒ですが、男性に比べ女性の場合

はアルコールの影響を受けやすいので、摂取量を半量に抑える必要があるとされています。ま

た、最近のハーバード大学の報告では、高血圧など基礎疾患のある高齢者の飲酒は１日１合で

も多すぎると述べられています。１週間に１合くらいが健康に良いというのです。統計学上は確か

にそうかもしれませんが、お酒好きにとって１週間に１合だけとは現実的な数字とは思えません。

ほとんど禁酒しろと言っているようなものです。ただし、毎日１単位しか飲んでいないから安心と

考えていた方は、そのような報告もあることを知っておくことは必要でしょう。 

 

お酒を飲み始めるとつい気が大きくなって何杯も重ねてしまいがち。それを防ぐために、次の

ような方法を参考にしてみて下さい。 
 

①お酒の買い溜めをしない。ビールなどは２０缶入りの箱で買う方も多いのではないでしょう

か。なるべく買い溜めをしないようにしましょう。また、ビールは冷えていないと飲む気にな

らないので、冷蔵庫内にはその日に飲む量だけを冷やすのも良い方法でしょう。 

②値段の安い焼酎だとつい飲む量が増えてしまいます。思い切って高いお酒を買うと、必然

的に飲む量が少なくなります。高いお酒は美味しいので少量でも満足できるでしょう。ただ

し、美味しいからと言って飲む量が増えてしまってはどうしようもありません。 

③一人で飲まない。一人だと会話することもなく飲み続けてしまいがちです。店で飲んだ後、

気が付いたら帰りの道路に寝ていた、などということにもなりかねません。 

④グラスを小さなものにする。日本酒の場合、小さなお猪口で飲む場合もあれば１合のガラス

コップで飲むこともあります。最初にガラスコップで飲み始めると、翌日はたいてい二日酔

いです。お気に入りのお猪口や小さなガラスカップを買ってチビチビと飲むのも効果的で

しょう。 

 

＜終わりに＞ 

 「百薬の長」とは言え、健康のためだけを考えるとアルコールは飲まないに越したことはありませ

ん。しかし、私を含めお酒好きにとって、飲むことは人生の楽しみのひとつです。健康のため１日

１単位以下を守るには、強い意志と様々な工夫が必要です。出来る限り「人生の楽しみ」が悲劇

の原因とならないようにしたいものです。 
 

 

 町民医学講座 その103 

 胃がんにならない、ならせないために 

                内科医師   高正 光春 

 5300年前に氷づけになり、最近アルプスの山中で発見された”

アイスマン“の胃にピロリ菌の感染が確認されました。それどこ

ろか、私たちの祖先がアフリカから世界に進出した時、あるいは

それ以前からピロリ菌が私たちと共にいたことが分かってきてお

ります。 

 

 最近ピロリ菌の検査を希望する人が増えてきております。検査

と除菌をすすめている我々にとって、とても嬉しいことです。尚、ピロリ菌の検査を受

けるためには、６か月以内に胃内視鏡検査を受けていることが必要です。胃バリウム検

査だけではだめです。そしてもう一つ、中年以降に除菌した方は注意して下さい。ミク
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ロ的な胃がんの発生から内視鏡にて確認出来る胃がん

になるまで、約10年かかると言われています。除菌し

た時に胃がんが認められなくとも、その後出てくる可

能性は十分にありますので、定期的に内視鏡検査を受

けるようおすすめします。 

 ピロリ菌に関しては、２年以上前に何度か書かせて

いただきました。胃がんの原因の99％はピロリ菌感染

です。胃がんを防ぐ、またはピロリ菌が関与している

病気を防ぐためにはとても大事なことですので、再度

書かせていただきます。             

 

 日本では毎年５万人の方が胃がんで亡くなられております（一番多いのは肺がんで７

万人、胃がんは２番めです）。 

ピロリ菌は正式名：ヘリコバクター・ピロリといいます。大きさは1000分の２.５～５

ｍｍ程のらせん型の細菌で、４～8本のべんを持ち、これを回転させ胃の粘液層を移動す

ることからヘリコバクターと、また発見された場所が胃の出口である幽門（英語でピロ

ルス）であったためピロリと名づけられました（幽門だけではなく胃の他の場所にもい

るのですが）。 

ピロリ菌は胃以外の場所では住めません。胃の粘膜とピロリ菌には特別な親和性があ

るため胃の粘膜に付着しやすいと言われております。ピロリ菌は経口感染と考えられて

おります。ただピロリ菌は極端に酸素の少ない環境を好むので普通の食べ物から感染す

るとは考えにくく、汚染された水（以前の井戸水等）が原因である可能性が高いと言わ

れております。ピロリ菌が人に最も感染しやすい時期は乳幼児期と言われております。

この時期では胃酸を分泌する胃の壁細胞がまだ十分機能を発揮できていないので、容易

に胃粘膜に達して生きていけます。我が国におけるピロリ菌感染のほとんどは５歳まで

に起こり、80％は家族内、そのほとんどが母子感染です。ピロリ菌に感染しているお母

さん、お父さんがお子さんへ口移しで食べ物を与えるのは危険ということです。 

ピロリ菌が強力な胃酸が存在する胃の中で生きていけるのは、ピロリ菌がウレアーゼ

という酵素をたくさん持っており、この酵素が胃の粘液層にある尿素からアンモニアを

生成し、アンモニアにより胃酸を中和するからです。しかし胃に定住する前は別です。

ピロリ菌は胃酸を浴びると20分で死滅してしまいます。成人になってからの感染では、

ほぼ100％胃の粘膜表面に到達する前に胃酸のため死滅してしまいます。 

 ピロリ菌はいったん感染すると、通常一生の間、人の胃の中に留まっています。ピロ

リ菌に感染していない人は、70歳になっても80歳になっても胃粘膜は20歳のままです

が、感染している胃粘膜は、持続的な炎症の結果、胃粘膜がしだいに萎縮すると言われ

ております。ピロリ菌に感染すると数週間から数か月で、ほとんどの人が慢性胃炎にな

ると言われております。 

胃がんには、慢性胃炎から萎縮性胃炎をへて発生する分化型胃がんと、慢性胃炎から

直接発生する未分化型胃がんがあります。分化型胃がんとは、胃底腺の形状をある程度

保持したまま、ひとつひとつの細胞ががん化したもの。未分化型胃がんとは胃底腺の形

状を保持せず、萎縮性胃炎がないのに突然がんとなる、比較的若年者に多く、進行が早

く、悪性度の高いがんです。 

ピロリ菌がどのように胃がんを引き起こすかのメカニズムはまだはっきりしておりま

せん。しかし胃がんの発生にピロリ菌が深く関わっているのは確実です。ピロリ菌は特

別な突起を出し、そこからキャグエー（Cag A）と呼ばれるタンパク（毒素）を胃の粘膜

の上皮細胞に直接入れ込みます。日本人に感染するのはCag A陽性の毒性の強い東アジア

株です。 

ピロリ菌感染が関与している病気は胃がんの他に、胃潰瘍、十二指腸潰瘍がありま

胃粘膜上皮にくっついているピロリ菌 



６ 

す。私も高一の時に十二指腸潰瘍で入院しました。当時潰瘍はストレスが原因と考えら

れていましたので、友人からストレスたまっていたんだね、と慰められた思い出があり

ます。現在では潰瘍の原因はNSAID（非ステロイド性抗炎症剤）と呼ばれる痛み止めか、

ピロリ菌感染です。50歳過ぎてから、私も感染していることが判り、除菌しました。以

後潰瘍になることもなく、調子よいです。 

その他では、 

胃MALTリンパ腫：胃の粘膜とリンパ球の複合組織から発生した腫瘍で、ほとんどがピ

ロリ菌感染が原因です。除菌で77％の完全寛解、10年後の生存率95％。除菌が第一選択

の治療法です。 

特発性血小板減少性紫斑病：血小板減少をきたす、後天性血液疾患です。以前はステ

ロイド治療、脾臓を摘出する手術などが最初から行われていましたが、ピロリ菌感染陽

性の患者さんでは40～60％で除菌により血小板増加が観察されており、除菌が第一選択

です。 

機能性ディスペプシア：６か月以上前から辛いと感じる食後のもたれ感、早期飽満

感、心窩部痛、心窩部灼熱感のうちの1つ以上があり、内視鏡検査をしても特に器質的疾

患のないものです。ピロリ菌感染陽性の患者さんでは除菌により有意に症状改善がみら

れております。 

胃ポリープ（過形成性ポリープ）：1.5～4.5％に癌化の可能性があります。除菌によ

りポリープが完全消失した報告、7割程度の症例で縮小効果があったとの報告があり、治

療の第一選択として、除菌が勧められております。 

 

以上がよく知られておりますが、鉄欠乏性貧血、慢性じんましん等にも関与が指摘さ

れております。また、パーキンソン病、アルツハイマー病、糖尿病にも関与の可能性が

あるとの報告がありますが、まだ一般的ではありません。 

 

胃がんを予防するにはまずピロリ菌に感染しているかどうかを調べる事が大事です。

調べる方法は現在、次のようなものがあります。 

（Ａ）胃内視鏡検査時に胃の粘膜を一部採取して行う方法です。 

 ①迅速ウレアーゼ試験：ピロリ菌が尿素をアンモニアに変えるウレアーゼを多量に  

  持っていることを利用、菌そのものではなく試験で生じるアンモニアを測定しま 

  す。組織を試薬の中に入れ、陽性であれば濃いピンクに変色します。当院では大 

  抵の場合、この方法を最初に行います。 

 ②組織鏡検法：組織中のピロリ菌の有無を直接顕微鏡で判定します。 

 ③培養法：その名の通り、培養を試みます。 

（Ｂ）胃内視鏡検査を行わない方法です。 

  ①尿素呼気試験：これもウレアーゼを利用した方法です。ウレアーゼは尿素からア 

   ンモニアを作る際、同時に二酸化炭素（ＣＯ2）を発生させます。そこで試薬（標 

   識された炭素13Ｃの錠剤）を飲んでいただき、胃の中で発生し血中に移行、肺か 

   ら排出される13ＣＯ2を測定します。 

  ②血中、尿中抗体検査：ピロリ菌に感染すると、菌を駆除するために免疫系を介し 

   て抗体が生じます。その抗体を血液または尿から調べます。 

  ③便中抗原測定：ピロリ菌が持っている特殊なタンパクを便から測定します。 

 

 検査でピロリ菌が陽性であれば除菌をすすめます。２種類の抗生剤（アモキシシリン 

とクラリスロマイシン）とその抗生剤の働きを保つためにPPI（プロトンポンプ阻害 

薬）という胃潰瘍、十二指腸潰瘍、逆流性食道炎に使う薬（胃酸分泌を抑える薬です。 

最近はボノプラザンというより強力な制酸剤を使うことにより除菌率が上がっていま 

す）を１日２回、７日間服用していただきます。服用終了後２か月以上たってから除菌 
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出来たか判定します。判定は当院では尿素呼気試験で行います。除菌されていなけれ 

ば、抗生剤の片方であるクラリスロマイシンをメトロニダゾール（抗原虫剤）に変えて 

再度除菌します。これで95％の方が除菌できます。ペニシリンアレルギーの方はアモキ 

シシリンは使えませんので他の薬剤（メトロニダゾールとシタフロキサシンなど）を使 

い除菌します。 

 30歳代までに除菌すれば、ほぼ100％の人が胃がんになりにくくなります。早めの除菌 

が大事です。若年者からの除菌が必要です。最近では全国各地で中学、高校性を対象に 

ピロリ菌の検査、除菌が行われております。美幌町でも平成26年から胃がん撲滅の為、 

北大病院のご協力を得て、まず中学生を対象に保護者の同意を得られればピロリ菌の検 

査（尿中抗体検査、尿素呼気試験）を行い、感染を認めた方には除菌を行なっておりま 

す。出来るだけ多くの方に受けていただければと思います。もしピロリ菌に感染してい 

ても、若い時に除菌すればその後一生胃がんになることはほとんどなくなります。除菌 

することにより、将来その生徒が親になり、育てたその子供達もピロリ菌に感染する可 

能性は極めて少なくなります。そうすれば、その頃の日本にはもう胃がんで亡くなられ 

る人はいなくなっていると思います。 

 もう一度言わせていただきます。除菌すれば胃がんは防げます。 

（除菌後の定期検査も忘れずに） 
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 動物咬傷(主に犬、猫)について 

          総合診療科医師    酒井 英二 

 美幌町の皆さん、こんにちは。 

 今年8月より当院では外科常勤医が不在のため、外傷等で外来受診

をされる患者様には御不便をお掛けしてしていることと思います。多く

は整形外科外来にて対応しておりますが、軽症の方や皮膚表層の傷

であれば、総合診療科での処置を依頼されることもあります。私自身、

一般外科のトレーニングはほとんど受けておらず、汚染された外傷等

の処置では戸惑うこともあります。その分、患者様には傷の経過観察のために余計に外来通院

をして頂いているかもしれません。 

さて、この短い期間ではありますが、当科を受診された外科的な処置を要する患者様の中で、

意外に多いと感じたのは犬や猫に咬まれた、いわゆる動物咬傷で受診された方々でした。 

動物咬傷の原因となる動物は大雑把に言うと、8割は犬、1割が猫、残りの1割はヒト、ネズミ、ヘ

ビ、海洋生物など、と言われています。私の前任地の沖縄県・宮古島は当然、ハブクラゲやオニ

ヒトデ、ガンガゼ（ウニの1種で長い有毒の棘をもつ）などの海洋生物に刺されて受診する方が多

いという特徴もありましたが、犬の放し飼いが地域の問題となるほど多く、人口当たりの咬傷事故

が沖縄県内、全国と比較しても圧倒的に高い数値で、当直をしていて何度も診察をする機会が

ありました。この美幌町ではもちろん、放し飼いの犬を見ることはほぼ皆無で、この間に受診され

た方はすべて室内または室外できちんと飼われている犬・猫に咬まれた方でした。いずれも比較

的早期に受診され、重症化した患者様はいませんでしたが、適切な処置を受けなかった場合に

は死亡することもあり、今回は主に犬・猫による動物咬傷について、ここで取り上げる事に致しま

した。 

 

一般に動物咬傷は、時期的には4月-9月の春夏に多く、10月-3月の秋冬に少ない傾向があ

り、皮膚の露出が多いかどうか、薄着か厚着か、犬・猫の発情期かどうかなどが、季節的に影響

しているかもしれません。 
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咬傷部位は成人では約8割が上肢ですが、子供では約3割が顔面や頸部が占めるようです。 

動物に咬まれると、その鋭い歯により小さくても意外なほど深い傷ができ、口の中に存在する

数多くの細菌が入り込むことによって、簡単に感染症を引き起こします。多くは脂肪組織までの

深さの炎症である蜂窩織炎にとどまりますが、壊死性筋膜炎や敗血症ショックなど筋肉や全身に

炎症が波及し、重症化することもあります。犬と猫の咬傷を比べると、頻度は前述の通り、犬の方

が多いですが、感染症を引き起こす確率は猫の方が数倍多いと言われています。これは猫の口

の中が汚れているからではなく、猫の歯の方が細く鋭いため、入り口は小さいものの深い傷にな

り易いためです。いずれも感染が成立すると12時間以内に腫脹します。 

咬傷の際の創のタイプには水平型と垂直型に大

きく分けられ、一般に犬は顎が強いため前者、猫は

歯が細く鋭いため大抵は後者になることが多いです

(図1)。 

動物に咬まれた場合の対処としては、傷口を流水

で十分洗い、ただちに医療機関を受診してくださ

い。 

診察にあたっては、咬傷の原因動物、受傷からの

経過時間、受傷者の基礎疾患（免疫能が低下する

ような薬剤の内服、糖尿病の有無、脾臓摘出の有無

など）、受傷者の破傷風ワクチンの接種状況などの

聞き取りも大変重要となります。 

基本的な治療方法は、①創を洗浄・消毒し、汚染

部の切除などをする、②垂直型の創では内部に膿

がたまらないように創の入り口を切開し、膿の出口を

確保する、③基本的には縫合しないが、変形が強く

残るような場合には例外的に縫合する。感染の兆候

が見られたら早めに抜糸する、④抗生剤投与、⑤破傷風の予防注射、です。ここで一番重要な

のは②で行うドレナージ（創内にたまる膿などを外へ排出すること）で、これがしっかりと行われな

ければ、創の洗浄・消毒、抗生剤投与もあまり意味がないとも言えます。私は前任地では当初こ

れを行わず、創の消毒と抗生剤投与のみを行い、翌日に悪化した状態で外科を受診され、診察

した外科医に厳しく注意を受けた苦い経験があります。 

 

動物咬傷によって起こる感染症には、主に以下のものがあります。 

パスツレラ症 

犬や猫の口の中に存在するパスツレラ菌によって起こる感染症で、噛まれたり引っ

かかれたりしてから約30分～数時間後に激痛を伴う腫脹と浸出液が排出されます。

糖尿病や呼吸器疾患を持った人は、肺炎を起こすことがあるので注意が必要です。 

猫ひっかき病 

バルトネラ属の菌によって起こる感染症で、猫や犬に引っかかれた傷や噛まれた傷

から感染し、頸部のリンパ節の痛み・腫れ、発熱などの症状が起こります。抗生物

質を使用しなくても6～12週間で治りますが、重症になることもあるので注意が必

要です。 

狂犬病 

     狂犬病は、1956年を最後に国内では発生がないので、特別な事情がないかぎり狂犬病の

免疫療法は行いません。狂犬病の流行国で犬に接する機会がある場合、渡航前にワクチ

ンを接種しておくなどの注意が必要です。 

破傷風 

  動物による咬傷の場合、破傷風の予防を考える必要があります。破傷風の予防のために

は破傷風トキソイド、抗破傷風免疫ヒトグロブリンを投与します。トキソイドとは、細菌の毒素
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だけを取り出して無毒化し、ワクチンにしたものです。細菌に感染したときに、毒素による発

病を防ぐことができます。破傷風トキソイドは、過去10年以上接種歴がない場合に接種を

要するとされています。1968年以前生まれなど全く接種が無い方は、受傷直後・1ヶ月後・

6ヶ月後の3回接種を行います。その後は10年毎に1回接種します。1968年より後に生まれ

た方は定期接種がはじまっており、1回接種したあとは10年おきに接種します。とくに60歳

以上の方に破傷風は多く発生しています。傷の汚染の度合いによっては、5年以内でもト

キソイドや抗破傷風ヒト免疫グロブリン（テタノブリン-IH）を接種することもあります。 

 

最後に余談ですが、私が沖縄県に移住する際に、一応、頭の片隅にあったのは猛毒を持つと

言われるハブの事でした。まだ子供も外でよく遊ぶ年頃でしたし、ハブは夜行性という事では、

酔って深夜に帰る自分が咬まれることも想像してしまいました。しかし、50余りある琉球列島の

島々のなかで、与那国島や宮古島にはハブは生息していなかったのです。これが宮古島を移住

先に選んだ理由の一つであったことは確かです。ただ先に述べた通り、放し飼いの犬が非常に

多く、お酒を飲んで夜道を歩いている時に、大きな犬とすれ違うと一気に酔いがさめることが何度

もありました。 
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 インフルエンザについてのお話し  

             臨床検査科技師  高橋 大造 

 秋から冬にかけて空気の乾燥した季節は、インフルエンザの流行

シーズンです。人に感染性を示すインフルエンザウイルスにはA、B、C

型の3種類あります。C型は軽い感冒様の症状のみで、流行を起こす

のはA型とB型です。また、ウイルスの表面には2種類の突起があり、こ

れらの突起は赤血球凝集素（HA）とノイラミニダーゼ（NA）と呼ばれる

感染のために重要なたんぱく質です。このたんぱく質の「抗原型」に

よってウイルスはさらに亜型に分類されます。Ｂ型はHA、NAとも各１種

しかありませんが、A型ではこれまでHAに16種類、NAに9種類が見つ

かっています。亜型はH1N1のように略称で

表現され、その組み合わせの数だけ存在し

ます。人に感染するものはこのうち数種類で

すが、毎年少しずつ変化し人々に感染流行

をもたらしています。 

 

このインフルエンザウイルスの感染経路に

は、大きく分けて飛沫感染と接触感染の2つ

があります。 

1.飛沫感染 

インフルエンザの感染者が咳やくしゃみを

するとインフルエンザウイルスを含んだ気道

分泌物の小粒子が飛び散ってしまいます。

それを周囲にいる人が口や鼻から吸い込

み、感染してしまうのが飛沫感染です。小粒

子の飛ぶ距離は、咳で2-3m、くしゃみで5m

程度と言われておりますので、広く拡散して

しまいます。感染を防ぐために次のような咳

エチケットを実行しましょう。① 咳・くしゃみ

が出るときはマスクを着用しましょう。②マスク
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を持っていないときは口、鼻をテイッシュ等で押さえ、顔をそむけて2m離れましょう。手で覆って

咳、くしゃみをすると手にウイルスがたくさん付着しております。しっかり手洗いをしましょう。 

2.接触感染 

インフルエンザに感染している人が咳、くしゃみをしてウイルスが手につき、ドアノブ・電気のス

イッチなどを触る。またタオルの共有や直接他人に触れることで感染させてしまう場合などです。 

 

■潜伏期間 

通常、インフルエンザに感染してから１～3日は潜伏期間です。他の感染症と比較すると潜伏

期間が短く、ウイルスの増殖が早いことを意味します。24時間後には1個のウイルスが100万個に

まで増殖し、発症させます。 

 

■予防 

こまめに手洗いをしてください。アルコール系の手指消毒も有力です。またインフルエンザは、

免疫力が弱っていると感染しやすくなり、症状が重くなるおそれがあります。十分な睡眠とバラン

スのよい食事を心がけ、免疫力を高めましょう。予防接種も有効と言われています。特にご高齢

の方、糖尿病等の基礎疾患をお持ちの方は重症化を防ぎ、二次感染リスクを減らして、家族や

周囲の方への感染も低減します。  

 

■症状                               

高熱・関節痛・頭痛・筋肉痛などinfluenza like illnessと呼ばれる症状がありますが、素人判断

はせず、医療機関を受診しましょう。医師の適切な診察が受けられます。診断後は安静にして体

を休めましょう。他人にうつさないよう学校、職場は休みましょう。 

 

■診断 

迅速診断キットは適切な検体採取部位から適切なタイミングの時期に採取されたものが正しい

診断の補助になります。ウイルス量の少ない時期に銀増幅技術を用いた高感度法もありますが、

一般には24～48時間ぐらいにウイルス量がピークとなる期間に迅速診断キットを用いて検査しま

す。検査は鼻腔より採取することが多いのですが、ウイルスの集採また痛みの関係から、採取綿

棒にも工夫がされています。スポンジタイプや植毛タイプがあり、使い分けがされております。ま

た迅速キットも万能ではありません。ウイルス量が少なく陰性となる場合があります。病院では流

行時期と症状からインフルエンザが強く疑われる際には、治療が優先されることもあります。 

 

■治療 

インフルエンザと診断された場合、抗ウイルス薬が処方されます。内服薬、注射薬、吸入薬の3

種類があり、発症後48時間以内にこれらの治療が行われることが重要です。 
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 美幌町立国民健康保険病院の経営状況のお知らせ 

                    総務担当主査     島  直史 

 【平成27年度の決算報告】      

 平成27年度の病院経営は、整形外科を再開した事に加え内科、

外科、泌尿器科の医師の採用により10科の外来診療体制となった

ところであり、さらに週に1度、非常勤の麻酔科医師の派遣によ

り当院内で全身麻酔手術ができる体制を整えているところです。  

 総収入（消費税抜き）は前年度と比較して 282,342,779円

（17.5%）の増となり、総費用（消費税抜き）では前年度と比較

して181,426,684円（9.9％）増となりました。     
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 平成26年度には、△214,316,934円の赤字が、平成27年度は△113,400,839円と約1億円の赤

字圧縮となりました。また、患者数は前年と比較して22,022人増の93,001人となり、内訳は入院

患者数が26,577人で前年度より4,122人の増、外来患者数は66,424人で前年度より17,900人の

増となりました。 
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平成28年度は、4月から新たに呼吸器内科の非常勤医師による診療も開始し、今後も、医師

確保による診療体制の充実が図られることで、町民に信頼される病院として経営基盤の安定と更

なる経営改善に努めて参ります。 

 

新人自己紹介 

看護師   澤田 里美 

 平成28年5月より３階病棟で勤務をさせていただいております澤田里美

です。私は脳外科の急性期で仕事をしてきました。脳外科以外の科での

仕事をしたことがなかったので不安でしたが、病棟スタッフの皆さんにサ

ポートをして頂いて仕事をしています。 

 忙しい中、患者様に優しく笑顔で接する皆さんからいろいろ学んで行こ

うと思いました。まだまだ不慣れな点が多く、皆様にはご迷惑をかけると

思いますが、今までの経験と新しい知識を増やして地域医療に貢献出来

るよう頑張ろうと思います。よろしくお願いします。 

 

              看護師   戸田 真理恵 

 平成28年6月から透析室で勤務しています戸田真理恵です。以前は

病棟勤務でしたが、結婚・出産を機に退職し、5年という大きなブランクが

あります。また、病棟とは違う透析室での勤務に不安もありますが、先輩

の皆様からのご指導のもと一から看護師として、学び成長していきたいと

思っております。まだまだ未熟で皆様にご迷惑をおかけしますが、1日で

も早く先輩の皆様や患者様に信頼して頂ける看護師になれるよう、日々

頑張っていきたいと思います。今後ともよろしくお願い致します。 
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看護師   河野 美由紀 

 平成28年7月より2階病棟で勤務させて頂いております河野美由紀で

す。私は病棟経験が少なく、以前は障害を持った方々と関わる仕事をし

ていました。2階病棟は急性期から慢性期まで患者様の年齢層の幅も広

い病棟です。私自身、わからない事が多く、駑馬十駕
ど ば じ ゅ う が

を忘れず、学ばな

ければならない事がたくさんあります。 

 新たな環境の中、毎日が慌ただしく過ぎていきますが、先輩の皆様から

ご指導を頂き、日々の経験を学びとし大切にしたいと思っております。私

事ではありますが、当院は家族を含め幼い頃にお世話になった病院でも

あります。患者様やご家族様におかれましても尊重したケアが出来るよう業務に就かせて頂きた

いと思っております。今後ともどうぞよろしくお願い致します。 

 

看護師   柳 明日香 

 平成28年9月から２階病棟で勤務させて頂いております柳明日香で

す。看護師を目指し資格取得から4年目と遅いスタートです。 

 看護の力は未熟ですが、自分の看護に自信が持てるよう積極的に学ん

でいきたいと思います。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

                                          

 

看護師   福田 恵美子 

 はじめまして。平成28年9月より3階病棟に勤務しています福田恵美子

です。電子カルテを導入した病院で働くのは初めてなので、不慣れで至

らないことも多く、周りの皆さんにはご迷惑をおかけしており、毎日が勉強

と思っています。 

 今後ともよろしくお願いします。 

 

 

               

              看護補助者   今野 千加子 

 平成28年9月1日より2階病棟勤務となりました今野千加子と申します。 

 以前は高齢者グループホームやデイサービス等に勤務していました。

病院で働くのは初めてです。日々元気になられ、退院されていく患者様

の姿を見ると、とても嬉しく感じています。これからも患者様とともに心に寄

り添う看護を目指し活動していきます。どうぞよろしくお願いします。 
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              看護助手   佐藤 祥子 

 平成28年６月から２階病棟で看護助手をしています佐藤祥子です。 

 ７年ぶりの社会復帰が勤務経験のない医療機関という事で、戸惑う事も

多々ありますが、スタッフの方々に支えられ、やりがいを感じながら毎日楽

しくお仕事をさせていただいています。直接患者さんに接するする機会

は余りありませんが、看護助手という業務を通してより良い医療に貢献で

きるよう、努力していきたいと思います。 

 

  

              看護助手 近藤 沙耶 

 平成28年10月1日より２階で看護助手として働いております近藤沙耶で

す。以前は接客業をしており、医療の場で働くのは初めてです。初めて聞

く言葉などがたくさんあり、まだまだ戸惑ってしまうことがありますが、楽しく

皆さんと仕事をしていけたらと思っています。 

 明るく元気にいろいろな事をやっていきたいと思っていますので、これ

からよろしくお願いいたします。 

 

 

              看護助手 川原いづみ 

 平成28年10月より外来の看護助手として勤務させていただいておりま

す川原いづみです。看護助手の仕事はこれまで経験はありませんが、採

用して頂いたことに感謝して、少しでも早く仕事を覚えて、スタッフの皆

様、患者様の手助けになれるよう努力していきたいと思います。不慣れで

至らない点が多々あるかと思いますが、ご指導の程、どうぞよろしくお願

いします。 

 

 

 

 

  編集後記  

                      総合診療科医師   酒井 英二 

 

 また冬がやってまいりました。これを書いているのは11月の初旬ですが、毎朝のように地面が

薄っすらと雪で白くなっています。発刊される頃には、雪は積もっているのでしょうか？ 

 当院の病棟も1、2か月前と比べると、かなり混んでまいりました。やはり冬期間は本号の町民医

療講座でも取り上げたインフルエンザなどのウイルス感染症や肺炎、心血管系疾患、転倒による

骨折などで、各科とも忙しい時期になります。 

 インフルエンザに関しては、当院外来でも例年通り11月1日より予防接種が始まっております。

厚労省の発表を見てみると、10月第3週時点で全国で既に1800人余りの感染報告数があり、前

年同期の5倍近い発生数であり、今年も注意が必要と思われます。例年、12月から感染者が増

え、１～3月がピークとなります。ワクチンを接種してから抗体ができて予防効果が発現するため

には、およそ2週間かかると言われています。流行時期を考えると、遅くとも年内に接種を完了す

ることが望まれます。また65歳以上の方や、満60歳以上満65歳未満の方でも該当する疾患の重

症度によっては町の助成が受けられます。 

 まずは毎年流行するインフルエンザを予防して、冬本番となる新年を元気に迎えていただきた

いと思います。 
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          受付時間 受付窓口 再来受付機（再来の方のみ）  

          午 前  ８：４５～１１：００  ８：００～１１：００  

          午 後 １３：００～１６：００ １２：３０～１６：００  

                       ※ 土日・祝日は休診です                      

 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  

 
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  

 

内科 

午前 
高正光春 

西村光太郎 高正光春 西村光太郎 小林秋人 
 

 小林秋人  

 
午後 西村光太郎 高正光春 小林秋人 

高正光春 
西村光太郎 

 

 小林秋人  

 月曜日の午前、木曜日の午後の小林医師の診療は、循環器内科の部屋となります。  

 呼吸器内科 午後       大松広伸    

 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。  

                                  

 
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（急患の方の診療はお問い合わせ願います）  

 

泌尿器科 

午前   野崎哲夫   野崎哲夫    

 午後 野崎哲夫   野崎哲夫      

 金曜日の午前・午後は、手術により休診となります。  

 

腎臓内科 

午前   野崎哲夫   野崎哲夫    

 午後 野崎哲夫   野崎哲夫      

 金曜日の午前・午後は、手術により休診となります。  

 

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。  

                                  

 
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  
                                  

 
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  

                                  

電話：０１５２－７３－４１１１外来診療案内 


