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 町民医学講座  その137 

 血液をサラサラにする薬 

                  循環器内科医師    松井寛輔 

 「血液をサラサラにする薬」という言葉を聞いたことのある人は多いと思

います。読者の中には、実際にそのような薬を飲んでいる人も多いで

しょう。今回は、この「血液をサラサラにする薬」についてご説明します。 

 「血液サラサラ」とはいかにも体に良さそうな表現ですが、決して私達

の血液がいつも「ドロドロ」しているわけではありません。私達の身体は

怪我をすると傷から出血しますが、身体にはその出血を止める仕組みが

あります。血液が固まろうとドロドロになり、血管の穴を塞いで出血を止め

るのです。これは、私たちが生きていく上で極めて大事な仕組みです。ところが、長い年月を経

て狩猟や戦いで傷つき出血する機会の多かった時代は去り、驚くほどに長寿となった人類は、こ

の仕組みのため高齢化に伴い心筋梗塞、脳梗塞、静脈血栓症など、血管の外ではなく血管の

中でも血液が固まってしまう病気を発症するようになりました。そこで人間は、これらの病気を予

防するため、医学的に血液が固まるのを防ごうと考えたのです。このような効果のある薬を、「血

液をサラサラにする薬」と一般的に呼んでいますが、より正確な表現としては「血液が固まるのを

抑制する薬」、すなわち「抗血栓薬」なのです。 

では、「抗血栓薬」はどの様にして効くのでしょうか。血液が固まる働きをするものには、「血小

板」という血球成分と１２個の「凝固因子」があります。ですから、抗血栓薬は血小板の機能を抑

制する「抗血小板剤」と、凝固因子を抑制する「抗凝固剤」の２種類に分けられます。どの病気に

どちらの薬を使うかの判断はさほど難しくなく、血栓のできる場所が「血液の流れの早い所の場

合」は「抗血小板剤」、「流れの遅い所の場合」は「抗凝固剤」です。言い換えると、「動脈の病気

には抗血小板剤」、「静脈の病気には抗凝固剤」、それにもうひとつ、「心臓の中にできる血栓」

の予防には「抗凝固剤」となります。ただし、これらはあくまでも原則です。 

 

では次に、それぞれの薬について簡単に説明します。 

 

＜抗血小板剤＞ 

抗血小板剤には数種類の薬がありますが、薬によって血小板に対する作用部位は異なります

（図）。また、作用の強さについても多少の差があります。 
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①アスピリン（バイアスピリン®；®は商品名） 

頭痛薬としても使用されるアスピリンですが、頭痛薬として使用する場合、1錠に330mgのア

スピリンが含まれています。しかし、この量では抗血小板作用はありません。ところが、抗血

小板剤であるバイアスピリンにはアスピリンが100mgしか含まれていません。つまり、一見矛

盾しているように思えますが、アスピリンは少量でないと抗血小板作用を発揮できないので

す。また、アスピリンは胃の粘膜を障害することがあるので、バイアスピリンは胃で溶けにくく

小腸で吸収されるように工夫してあります。しかし、それでも胃潰瘍を合併することがあるた

め、最近ではPPI製剤という強力な胃潰瘍の薬を併用することが多くなっています。また、バ

イアスピリンが小腸の粘膜を傷害することも分っており、それにはレバミピドという胃炎で使う

粘膜保護剤が有効のようです。 

 

②チエノピリジン系薬剤 

以前、チクロピジン（パナルジン®）という薬が多く使われていましたが、現在はクロピドグ 

レル（プラビックス®）やプラスグレル（エッフィエント®）という名前の薬に置き換わってきまし

た。これらはすべてチエノピリジン系の薬ですが、新しい薬はより安全となり個人による薬効

のばらつきが少ないなどで使いやすくなりました。単剤で使用することもありますが、冠動脈

にステントを挿入した場合には一定期間必ずバイアスピリンに加えてこのグループの薬を

併用します。すなわち抗血小板剤を２種類服用します。ステントとは、狭くなった血管を内

側から拡げるために使用される小さな筒状の網目構造をしたものですが、体には異物です

から血栓が付着しやすく、2つの抗血小板剤で強力に血小板の機能を低下させる必要があ

ります。現在、ステントは特殊な薬を染み込ませた薬剤溶出性ステントを使用することが多

く、この場合、２つの抗血小板剤を原則１２ヶ月投与するのが一般的です。しかし、最近で

は副作用としての大出血も問題視されるようになりました。ステントの材質も血小板が付着し

にくいものに改良されたことから、海外では２剤併用期間をかなり短くしようとする動きが進

んでおり、日本でも近い将来ガイドラインが改変されるものと思われます。 

 

③シロスタゾール（プレタール®） 

脳梗塞の患者に抗血小板剤としてよく使われる薬の一つです。この薬は脈が早くなる副作

用があります。そのため、この副作用を利用して脈の少ない洞不全症候群の人に治療薬と

しても使うこともあります。 

 

その他にもジピリダモール（ペルサンチン®）、塩酸サルゴグレラート（アンプラーク®）などもよく

使われます。また、中性脂肪を下げる薬であるイコサペント塩酸エチル（エパデール®）や下肢血

流障害や腰部脊柱管狭窄症に使用されるリマプロストアルファデクス（オパルモン®）、下肢血流

改善剤のベラプロストナトリウム（ドルナー®）などにも抗血小板作用があります。 

 

＜抗凝固剤＞ 

①ワルファリン（ワーファリン®） 

昔からある有名な薬です。これを服用している人は納豆が食べられない薬としても有名で

す。この薬はビタミンKが関与する凝固因子を抑制します。ですからビタミンKの豊富な納豆

を食べると薬の効果が減弱するため納豆は禁止されます。また、この薬の抗凝固作用は個

人によって効果に約１０倍の差があるため、導入当初は頻回に血液検査を行い患者ごとに

薬の量を調整する必要があります。しかも、その後も定期的に血液検査をして効果をモニ

ターします。さらに、鎮痛解熱剤や抗生物質の併用で効果が増強されるため注意が必要

です。特に、風邪薬を続けて内服していると出血しやすくなり危険です。ワーファリンは昔

から使用されている薬で１ｍｇが９．６円と格安です。通常、１日３ｍｇくらい服用しますので１

日３０円足らずです。一ヶ月３０日として計算すると、３割負担の方だと１月で２７０円の負担

ですみます。 
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②DOAC 

「ドアック」と呼びますが、DOAC（Direct Oral Anti Coagulants）は薬のグループ名で商品名

としてはプラザキサ、イグザレルト、エリキュース、リクシアナなどがあります。ワーファリンと同

じ効果が期待できます。長所はビタミンKが関与しないので納豆を食べても問題ないことと、

効果に個人差がほとんどないので頻回に血液検査をしなくても良いことです。短所は値段

が高いことです。例えばイグザレルトの場合、１日１５mgの錠剤を内服するとして１日５２４．３

円かかります。一ヶ月３０日として３割負担だと４７２０円となります。すなわち、ワーファリンの

１７倍以上の値段となります。また、DOACは非弁膜症性心房細動や深部静脈血栓症の患

者の治療に限られており、僧帽弁狭窄症による心房細動や心臓に人工弁を入れた方は

DOACでは効果が不十分なため使用できません。この様な方には今でもワーファリンが必要

です。値段の高いDOACですが、副作用としての出血がワーファリンより少ないことが明らか

になりました。お金に余裕のある方はDOACのほうが良いと思われます。 

 

抗血小板剤、抗凝固剤でしばしば問題となるのは薬を一時中止する場合です。抜歯や内視

鏡検査、手術などを受ける場合、これらの薬を飲んでいると術中に出血が止まりにくくなります。

薬を一時中止すべきかどうかは薬を必要とする原因疾患や行おうとする処置により対応が異なり

ます。また、抜歯の場合は歯科医によって異なることもありますし、同じ歯科医でも患者によって

対応を変えることもあります。ですから、結論的には処置を行う主治医に確認し、もし薬の中断が

必要な場合は薬を処方している主治医に確認する必要があります。最近、抜歯はもちろん内視

鏡検査においてもなるべく薬を中止しないで行うようになりました。薬を開始する原因となった疾

患によっては、薬を短期間中止しても通常は問題ないのですが、原因疾患が心房細動（心臓の

中に血栓を合併しやすい不整脈）の場合、中止すると一定の確率で脳梗塞など重篤な合併症を

引き起こします。たとえその確率が低くても、一旦発症してしまうと大変な事態になるため、なるべ

く薬を中止しないで検査や処置を行うようになりました。また、冠動脈にステントを留置したばかり

では抗血栓薬を中止できません。逆に、内視鏡でもESD（内視鏡的粘膜下層剥離術）という特殊

な手術を受ける場合や、一般的な外科手術の場合には基本的に休薬します。この場合、薬を中

止するリスクを充分理解してから休薬し処置を受けて下さい。そして、処置が終われば、処置を

行った医師あるいは歯科医師に薬の再開時期を聞いて下さい。薬によっては、薬を再開しても

効果が安定するのに日数がかかります。処置前の休薬期間については一覧表（表）を参考にし

て下さい。同じ薬でも手術や処置の大きさによって休薬期間が異なりますので主治医に確認を

お願いします。 

表 
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＜副作用について＞ 

 さて、血液サラサラの薬の副作用も知っておかなくてはなりません。それは、当然のことですが

出血です。そもそも体の中に出血しやすい病気、例えば胃潰瘍、脳出血などの病気の既往のあ

る方は服用禁止、あるいは注意して服用しなければなりません。出血する合併症としては消化管

出血が多く、場合によっては輸血を必要とする場合もあります。頻度として多くはありませんが脳

出血することもあり、生命に関わります。また、交通外傷では薬の作用により出血量が多くなるこ

とがありますので、日頃から安全運転に心がけることが大切です。 

 

これまで述べてきたように「血液サラサラ」の薬は、心筋梗塞や脳梗塞などを予防する素晴らし

い薬なのですが、上に述べたように副作用もあります。時には一時中断が必要になることもありま

す。これらの薬に関する知識を増やし、賢く薬と付き合うことが肝心です。 

 

 

 町民医学講座  その138 

 更年期障害 

                婦人科医師      小松 孝之 

 今年の4月に美幌町立国民健康保険病院に婦人科医として着任した

小松です。よろしくお願いいたします。婦人科開設が地域の皆さんに

十分に周知されていないためか、まだまだ外来受診される患者さんの

人数は少ないのですが、その中でも更年期障害ではないか、との訴え

で来院される方が多いように思います。そこで今回は、40歳代50歳代

の女性に関心が高いと思われる更年期障害について話をさせていた

だきます。 

 

１、更年期障害とは 

女性の一生は、ある意味卵巣によって支配されていると言っても過言ではありません。小児期

から多感な思春期を迎え、卵巣からの女性ホルモン分泌により乳房が発達し、月経が始まるなど

身体的変化が起きます。そして性成熟期では、仕事や結婚、妊娠、出産、それに続く育児・子育

てと多忙を極め、ストレスの多い時期ではありますが、身体的には比較的安定した時期と言えま

す。30歳代後半以降、卵巣では卵子を育てる卵胞の数が急速に減少するのに伴い、卵胞から

分泌されるエストロゲンという女性ホルモンも40歳代半ばには急速に低下し、そして閉経を迎え

ます。日本人の平均的な閉経年齢は50歳であり、閉経前後の5年間、あわせて10年間を更年期

と呼び、この時期に現れる様々な症状の中で、ほかの病気に伴わないものを更年期症状と呼

び、その中でも症状が重く日常生活に支障を来すものが更年期障害であり、治療の対象となりま

す。 

２、更年期障害の原因 

更年期障害の主な原因はエストロゲンという女性ホルモンの低下ですが、これに年齢に伴う体

力の低下や容貌の衰えといった体の変化、子育てが終了し子供が巣立って行くなどの喪失感、

一方で親の介護や夫とのコミュニケーション不足によるストレスなどの精神・心理的な要因、さら

に就労環境の変化などの社会的な環境因子が複合的に影響することで症状が出てくると考えら

れています。 

からだには外部環境が変化しても、内分泌、自律神経、代謝、免疫系が調整しあって内部環

境が乱されない安定した状態に保つ機構がありますが、更年期はこの恒常性を維持するシステ

ムのバランスが崩れやすい状態になっています。先にあげたような多様な刺激が心身に降りかか

るこの時期には、調節機構の変調により多彩な身体症状が好発し、かつ複雑な病状となって現

れてきます。産婦人科医にとっても、薬を処方するだけで済むような簡単な疾患ではなく、全身

的・全人的な取り組みを要するものといえます。 
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３、更年期にみられる症状 

多彩な症状がみられます

が、それら症状を分類・整理し

て考えることが、その後の治

療方針を決める際にも役に立

つとされています。「顔が熱く

なる」「汗をかきやすい」「腰や

手足が冷える」「息切れ・動悸

がする」などの症状は血管運

動神経症状といわれ、女性ホ

ルモン低下との関連が深いと

されています。「興奮しやす

い」「イライラする」「不安が強

い」「不眠」「憂うつ」などの症

状は精神神経症状といわれ、

女性ホルモン低下との関連は

低いと考えられています。これ

ら以外の身体症状である「頭痛・頭重感」「肩こり・腰痛・関節痛」「手足のしびれ」「めまい」「疲れ

やすい」などの症状も更年期には起きやすいものです。しかし、このような症状すべてを50歳前

後だからといって早計に「更年期のせい」と片付けてしまうと、ほかの重大な疾患に気付くのが遅

れてしまうこともあります。脳・神経疾患や高血圧症、運動器疾患、耳鼻科疾患、甲状腺疾患など

他の病気の可能性も考え鑑別していくことが重要になりますので、このような症状が続いていて

悪化する場合には、専門の医師の診察をお勧めします。 

 

 
 

４、更年期障害の診断 

先に示した通り、更年期にはいろいろな病気が起きやすい時期でもあるので、器質的疾患を

除外することが大切です。その上で更年期障害の診断をするポイントとして、1）更年期の年代で

あること、2）愁訴（症状の訴え）が多岐にわたること、3）愁訴が固定せず変化すること、4）典型的

な愁訴である「ほてり」「発汗」などがあること、5）精神神経症状である「不安感」「イライラ」があるこ

と、6）更年期障害の治療に反応すること、があります。これらを総合的に判断して診断します。 

多彩な更年期症状を整理し数量的に把握しやすくする種々の指数表が考案されており、ご自

身の現在の状態を知るためにこれらを利用するのも便利です。代表的な指数表を紹介しますの

で気になる症状のある方は試してみてください。 

 

更年期の症状と間違えやすい病気   

月経不順 甲状腺機能異常 

不正性器出血 子宮体がん、子宮頸がん、 

頭痛 脳腫瘍、脳血管疾患、緑内障、高血圧症 

めまい、耳鳴り、難聴 メニエール病、突発性難聴、中耳炎 

関節のこわばり、腰痛 慢性関節リウマチ、変形性脊椎症、骨粗鬆症 

手足のしびれ 変形性脊椎症、 

動悸、息切れ 不整脈、虚血性心疾患 

疲れやすい 貧血、甲状腺疾患 

ゆううつ うつ病 



７ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5、更年期障害の治療 

 くすりによる治療とそれ以外の治療がありますが、代表的なくすりの話からします。 

①ホルモン補充療法（ＨＲＴ） 

 卵巣機能の低下により減少してきた女性ホルモンであるエストロゲンを薬で補う治療です。の

ぼせや発汗、動悸、イライラ、めまい、疲労感、腰痛などのさまざまな症状に効果が期待できま

す。特にのぼせ、ほてり、冷え、発汗などの血管運動神経症状には、効果は絶大です。また、

更年期以降、エストロゲンの減少が関連する病気に、骨粗しょう症、萎縮性膣炎、性交障害、

高脂血症などがありますが、ＨＲＴはこれらの病気の予防や治療にもなるため意義の大きい治

療法です。また、皮膚コラーゲンの減量を抑制し皮膚のはりを保つ働きもあるといわれていま

す。一方でＨＲＴが適さない方もいます。重度の肝疾患、乳がん、子宮体がん、血栓症、心筋

梗塞、脳梗塞などの患者さんでは病状を悪化させてしまうことが考えられます。また、子宮筋

腫、子宮内膜症、偏頭痛、胆のう炎、胆石症などの患者さんにも慎重な対応が必要になりま

す。ＨＲＴにより乳がん、静脈血栓塞栓症、脳梗塞が増加するとの報告があり、定期的な乳が

ん検診、下肢の腫れや痛みを認めた際の早期受診に注意し治療を受けてください。くすりの

種類や投与法によっては、これら副作用のリスクを認めないとの報告もあり、その人にあった個

別な対応が重要であるとされています。尚、国民生活基礎調査によると都道府県別の成人女

性の喫煙率は、北海道が16.1％（2016年調査）で断トツのトップであり、健康面からはとても不

名誉な結果が出ています。喫煙しているとＨＲＴの効果が減弱したり、副作用が増加することも

指摘されており、生活習慣を適正にするためにも禁煙が望まれるところです。 

②漢方療法 

  多彩な精神身体症状を示す更年期障害の治療には心身医学的な対応が重要であり、気・

血・水（不調の原因をはかるものさし）のバランスの崩れを探る漢方医学の考え方が更年期障

害の治療に適していると言われています。漢方治療は西洋医学とは異なる独特の医学体系を

用いており、西洋医学ではとらえづらい症状にも対応できるメリットがあります。ＨＲＴとの使い

分けですが、症状が強く、血管運動神経症状が主体の場合はＨＲＴを、長期間不定愁訴が持

続し多彩な訴えがある場合やＨＲＴが適さない方には漢方治療が薦められます。更年期障害

では、その人の証（その人の状態を表すもの）や症状に応じて、桂枝茯苓丸、加味逍遥散、当

帰芍薬散などの漢方薬が処方されることが多いです。うまくあう方にはとても有効な治療になり

ます。 

③心理療法 

 更年期障害の成因には、卵巣機能の低下に家庭や職場での問題などの心理的要因や社

簡略更年期指数
症状 強 中 弱 なし 点数

①顔がほてる 10 6 3 0

②汗をかきやすい 10 6 3 0
③腰や手足が冷えやすい 14 9 5 0
④息切れ、動悸がする 12 8 4 0
⑤寝つきが悪い、眠りが浅い 14 9 5 0
⑥怒りやすく、イライラする 12 8 4 0
⑦くよくよしたり、憂うつになる 7 5 3 0
⑧頭痛、めまい、吐き気がよくある 7 5 3 0
⑨疲れやすい 7 4 2 0
⑩肩こり、腰痛、手足の痛みがある 7 5 3 0

合計点
0～25点：異常なし
26～50点：食事、運動に注意
51～65点：更年期外来を受診
66～80点：長期間の計画的な治療
81～100点：各科の精密検査、長期の計画的な対応

（小山嵩夫）
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会環境的な要因が絡んでいるため、カウンセリングが有効であることもあります。はじめは身

体的な症状を訴えられるだけであっても、きっかけを作って問診の中で家庭や職場でのトラ

ブルの有無について尋ねると、急に涙を流して、心の中に抱かれていた重荷を話される患者

さんもおられます。十分に話を聞いたうえで、その中に認める問題点に理解を示し、ともに解

決していく姿勢を持つことで、症状の改善につながるケースもあります。 

  

 治療とは言えないかもしれませんが、生活習慣で注意すべきこともあります。 

④食事 

 主に更年期以降に発症しやすい骨粗しょう症や高脂血症の予防を考え、更年期にとりたい

栄養素があります。骨を丈夫にしてイライラを防ぐ観点からカルシウム、そしてカルシウムの吸

収を助ける観点からビタミンＤ、Ｋです。ビタミンＤにはさらに体の酸化を防ぐ効果もあるとされ

ています。このことを意識した上での、更年期の食事のポイントは、1）適正なエネルギーを摂

取する、2）良質のたんぱく質を十分にとる、3）脂質の摂取を控える、4）ビタミンやミネラルは十

分にとる、5）バランスのとれた食事を規則正しくとる、こととされています。また、植物性エストロ

ゲンである大豆イソフラボン、ブドウ種子ポリフェノールの摂取がのぼせやほてりを減少させる

ことが示されていますが、大豆イソフラボンの過剰な摂取による副作用で子宮内膜増殖症の

指摘もあることから、適度な量の摂取を心掛けてください。 

⑤運動 

 体力を維持させる目的で、無理のない運動を定期的に続けることが大切です。人と比べた

り、記録をねらったりするのはいけません。自分に合った運動の強さで継続して、体力の維

持・向上に努めましょう。 

 

６、最後に 

 更年期障害の症状は、「不定愁訴」と言われるように多彩で変化し、御自身でも何がおかしい

のかはっきりしないこともあります。また、更年期の症状と間違えやすい病気もあります。何か気に

なる症状がありましたら、自己判断せずに産婦人科医に相談してください。体やこころが楽にな

れるよう一緒に考えていきましょう。 
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 小児の感染コントロールについて--データベースの作成 

             小児科医師       古賀  正啓 

 子供のプログラミング教育義務化の流れを受けて、私自身がどの様な

ものか予習してみました。これが予想外に面白く、小児科医という職業

柄、地域の感染症の情報

を簡単なアクセスで提供で

きると便利だなと考えて、右

図の様な仕組みを作って

みました。 
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 どう利用するか？ 

 こういう感染情報を個人がどう利用するか？と思いますが、実はあまり役に立ちません。病気を

診断したり、治療したりできないので当たり前です。 

 個人ができることは、 

  ・きちんと予防接種を受けること 

  ・感染を広めない様に登園の目安を参考にすること 

  ・マスク手洗いを励行すること。 

といった、標準的な予防策を取ることです。 

 一方で、感染症を診断するためには、このデータはとても役に立ちます。例えば、熱が出たり、

咳が出たりして患者さんが来院してきました。症状が出始めで軽度であれば、喉の見た目や呼

吸音などの所見も異常が認められにくいものです。しかし原因をはっきりさせようとすれば、インフ

ルエンザの検査をし、アデノウイルスの検査をし、溶連菌の検査をし、メタニューモ ウイルスの検

査をし、RSウイルスの検査をし・・・と多大なコストをかけてしまわざるを得ません。すぐには診断で

きないですが、典型的な症状まで病気を泳がせてから診察をすると、診断は容易になります。 

 データベースを利用すると、現在美幌近郊でどんな感染症が検出されているのか、各集団保

育施設でどんな感染症があるのか、患者さんがどこと接触しているのか、がリアルタイムで把握さ

れていると、症状や所見が乏しくても感染症の原因を推定する根拠となり得ますし、実際に役に

立っております。この手法は一般にはアンチバイオグラムといって耐性菌の把握に利用されてい

るものです。日本でアフリカでの感染症を心配しても無意味ですし、美幌町で東京の感染症を心

配しても無意味なのです。各地でのこういったデータベースが役に立つわけです。 
 

 論理的思考ができる子に育てよう 

 ゲームばっかりしている、勉強しない、こんなことで悩んでいる親はとても多いことでしょう。病院

に行って親だけ診断名を聞き、子供はただ薬を飲ませるだけ。それは社会学習にもなっていま

せん。 

 ぜひ子供さんに小児科外来に設置しているアレクサに、流行状況を聞かせ、感染経路や病名

を医師がどうつけたのかを考えさせ、またアレクサに感染症の対策を聞き、対処法を覚えさせる。

面白いし、感染症の勉強にもなるでしょう。 

 ITに触れて、どういう理論で作成されて、動作しているのかを想像してみる・させてみる。こう

いったことも論理的思考を育むことにつながります。 

 

耐性菌の増加の問題 

 下記の円グラフは言わずと知れた日本人の死因平成２９年度版です。すでに死因の３位に肺

炎（感染症）が入り、３大死因は癌、心疾患、脳卒中ではなくなってきております。 

 2050年以降には何と、感染症（耐性菌による）が第１位になると推計されております。 

  

 次頁のグラフが抗生物質の開発数と耐性菌の

出現状況を表したものです。1990代から抗生物

質の開発はできていない一方、耐性菌はどんど

ん数を増やしていっております。抗生物質のない

江戸時代のような状況になるかどうかはわかりま

せんが、抗生物質は論理的思考の元に使用す

るべきものであるのは間違いないでしょう。 
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 糖尿病の怖い合併症－足病変について～自分で防ごう下肢切断～ 

                  透析室看護師    久保田 順子 

 日本の高齢者人口の増加とともに増え続けている糖尿病。聞き慣れた

病気のひとつですが、糖尿病患者さんにとって一番恐ろしいのがその合

併症です。 

 糖尿病の三大合併症には腎症、網膜症、神経障害があり、一番多いと

されている神経障害は他の合併症よりも早い時期から始まることが多いと

言われています。 

 糖尿病性神経障害の中でも、恐ろしいといえるが足の異変（足病変）です。糖尿病の足病変の

主な症状は、しびれ・冷え・足がつる・痛みを感じない・触っても分からないなどがあります。糖尿

病により足病変が悪化した場合、足の組織が壊死を起こし、「壊疽」から最悪な場合は足を切断

しなくてはならない状態に陥ることもあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

私がこれまで見てきた糖尿病の患者さんの中に、「足にトゲが刺さり、そこからバイ菌が入った」
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というのが原因で膝上から下肢切断をし、不自由な生活を余儀なくされている患者さんがいまし

た。ちょっとした足の傷やケガで足病変を起こし、下肢切断に至るケースは糖尿病患者さんでは

珍しくありません。しかし、足の異常を早期発見・早期治療して下肢切断を防ぐこともできます。 

「私は大丈夫」と思っていても、神経障害により感覚が鈍るなど、気が付かないうちに足に異常

が起きていることがあります。糖尿病の方は血糖のコントロールが一番重要ですが、この機会に

是非ご自分の足をチェックしてみてください。 

 

入浴後など1日１回は自分の足をよく観察し、以下の項目についてチェックしてみてください。

（目が不自由な方は家族の方などに協力してもらいましょう）足の感覚がなくなっているという方

は特に気を付けてチェックしましょう。 

□足全体を見て、身に覚えのない傷がある 

→糖尿病を患っている方は傷の治りが悪く、完全に傷が治るまでに

時間がかかります。早目に医療機関に受診し、手当を受けてくださ

い。 

 

□足指が赤黒かったり、極端に冷たくなっている 

→血行不良が原因であることが多くあります。血管が動脈硬化を起

こして、狭くなっている可能性があります。かかりつけの医師に相談

してみましょう。 

 

□足の指の間がジクジクしている、皮膚がひどくガサガサしている

→水虫（白癬）の可能性があります。入浴時には指の間もきれいに

石鹸で洗い、お風呂から上がった後はよく乾燥させましょう。指間は

ジメジメしやすく白癬菌が繁殖しやすいので通気性の良い５本指

ソックスをおすすめします。また、皮膚科を受診し塗り薬を処方して

もらいましょう。 

 

□踵（かかと）が乾燥しひび割れができている 

→皮膚が分厚くなり、割れてしまうとひび割れとして傷になり感染してしまう可

能性があります。入浴後は保湿クリームを塗って乾燥から肌を守りましょう。踵

がガサガサしているからといって、軽石など硬いものでこするのはやめましょ

う。必要以上に皮膚が削られ、傷を作ってしまうことになります。白癬菌の可能

性もあるので皮膚科の受診もお勧めします。 

 

□足の裏にうおのめ（鶏眼）・たこ（胼胝）がある 

→最も体重のかかる足の裏に出来てしまう傾向があり

ます。痛みのため放っておけず、自分で削ったり処置

をしてしまいがちですが、やはり傷口からの感染を防

ぐために外科・皮膚科での処置をお勧めします。 

 

□足の爪に異常はないか→爪白癬（水虫）、巻き爪、陥入爪などです。状態に適した処置が必

要ですので、お困りの方は外科受診か、かかりつけ医に診てもらいましょう。 
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 これら以外にも足の変形などいろいろな病態を見かけますので、ご自分の足に何か疑問や心

配事があればかかりつけ医、または看護師に相談してください。 

  

 今は全く異常がなくても足を守るために普段から次のことに気を付けましょう。 

 ・自分の足に合ったサイズの靴を履く。 

 ・ちょっとしたケガ防止のために常に靴下を履く（先ほど述べたように５本指ソックスがお勧で 

  す）。 

 ・足を常に清潔に保つ。（入浴後は指の間までしっかりとタオルで水気を拭き取る。） 

 ・足の爪を切るときは深爪しない。目が見えづらくなって、爪切りに自信がないときはご家族 

  などに切ってもらいましょう。 

 ・冬場は足の冷えから使い捨てカイロを皮膚に直接貼ったり、湯  

  たんぽに直接足をつけたりしがちですが、低温やけどをしてし  

  まいます。絶対にやめましょう。カイロ・湯たんぽをタオルで 

  しっかり包み、皮膚に直接当たらないように工夫しましょう。 

 

 おわりに 

私が勤務している透析室にも糖尿病の患者さんが沢山います。糖尿病に限らず、透析をして

いると高血圧から動脈硬化が進行し血管がつまりやすく、血行不良から足病変を発症する方も

います。特に糖尿病の患者さんは、透析をしている、していないにかかわらず、血管の病気に気

をつけなければいけません。最近になり透析室では月１回、透析患者さんの足をチェック（フット

チェック）しています。月１回足をみせていただくことで、ちょっとした異常を早期に発見できるよう

になり、早い段階であれば看護師が処置を行うことで重症化を防ぐことも可能な事例がありまし

た。 

足を失うことで生活の質を低下させ、寿命も縮まる傾向があると言われており、全国的にも患者

さんの足救済のためフットケアが注目されてきています。現在、透析室においてフットケアの向上

を目指しているところです。 

患者の皆さんもご自分の足を守るためにセルフチェック・セルフケアを行いましょう。 

 

         引用文献・糖尿病ケア 2015年春季増刊 フットケア実践Book メディカ出版 

               ・はじめてのフットケア 2012 メディカ出版       
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 睡眠薬と転倒リスク 
                   病棟看護師      森谷 学 

 日本では４～５人に１人が不眠に悩んでいると言われていますが、睡

眠薬の副作用にふらつきや転倒があります。これは筋弛緩作用といって

筋肉を緩めてしまうため、思ったように力が入らず、ふらつきや転倒につ

ながることがあります。特にこの副作用が出やすいのは、高齢の方になり

ます。さらに転倒による骨折や、頭を強く打ち、寝たきりになるなどの

ケースもありますので注意が必要です。 

 

「睡眠薬の副作用による転倒、ふらつきはこんなときに起きやすい」 

 ①夜中にトイレに行くとき 

 ②朝の起床時 

 年齢を重ねるごとに夜間にトイレに行く回数が増えていきます。夜中に目を覚ましたときにはま

だ睡眠薬の影響が残っている可能性が高く、ふらつきや転倒につながりやすいです。また、朝の

起床時は寝起きでぼーっとしており、転倒してしまうということがあります。夜間も起床時も焦らず
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少し時間をおいてから、ゆっくり行動するということが大事だと思います。 

 

「ふらつきや転倒が起きやすい睡眠薬は？」 

 ベンゾジアゼピン系といわれる種類の睡眠薬はふらつきや転倒が起こりやすいと言われていま

す。ベンゾジアゼピン系は作用時間によって超短時間型、短時間型、中間型、長時間型と大きく

4種類に分けられています。 

 主な薬剤名は、超短時間型のトリアゾラム（薬品名：ハルシオン）、短時間型のブロチゾラム（薬

品名：レンドルミン）、中間型のフルニトラゼパム（薬品名：ロヒプノール、サイレース）、長時間型の

クアゼパム（薬品名ドラール）などがあります。 

 高齢の方の場合は作用時間が長くなる傾向にあるため注意が必要です。 

 

 他にも抗不安薬と呼ばれるものもベンゾジアゼピン系が主流であり、そちらを服用してても転倒

リスクが高まるので注意が必要です。 

 現在では非ベンゾジアゼピン系とされるお薬も数多く出てきています。ベンゾジアゼピン系より

も筋弛緩作用が少なく、安全といわれていますが、転倒リスクはゼロではありません。 

 主な薬剤名はゾルピデム（薬品名：マイスリー）、ゾピクロン（薬品名：アモバン）などがあります。 

他にもメラトニン受容体作動薬（薬品名：ロゼレム）やオレキシン受容体拮抗薬（薬品名：ベルソム

ラ）などさらに安全性の高いお薬も出てきています。 

 

 今回紹介した薬はほんの一部分であり、この他にも転倒の危険が高くなる薬がたくさんありま

す。薬は何かしらの副作用が必ずあるので、飲まないで寝れるにこしたことはありませんが、そう

もいかないのも事実です。 

 大事なことは、自分勝手に調整することはせず、必ず主治医の指示に従って用法・用量をしっ

かり守ることが重要です。 

 安全に睡眠薬を服用し、転倒に気をつけてください。 

 

 

 

 編集後記                   総合診療科医師       酒井 英二 

 美幌町の皆さん、こんにちは。 

 今年の夏は、日本のみならず世界規模で猛暑に見舞われ、多くの死者まで出ているようです

が、これが読まれている9月にはどうなっているでしょうか？ 

 ただ北海道は、6月・7月と異例の長雨と日照不足が続き、そして8月に入り急激に気温が上昇

したため、その変化に体調を崩された方も多いのではないでしょうか？実際に熱中症や脱水で

受診されたり、入院された方も多くいらっしゃいました。 

 また、これからは台風シーズンも到来しますが、今では北海道も無縁とは言っていられなくなり

ました。最近は「数十年に一度」、または「これまでに経験したことがないような」気象状況が頻回

にみられるようになり、災害発生の経験がない地域でも油断はできなくなりました。 

 平常時から各情報の入手方法や避難場所などを確認しておくことや、注意報や警報をしっか

りと確認し、いざという時には避難情報に従う、といった心構えが必要だと最近つくづくと思いま

す。 

 でも、冬が厳しいのは覚悟していますが、せめて秋は穏やかであって欲しいと願っています。 

 

 

 

 

 

 



１４ 

    

  外来診療案内 
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 12：30～16：00 12：30～16：00 

手術等により診察時間の変更や休診となる場合がありますので、詳しくは当院までお問い合わせください。

※ 土日・祝日は休診です   

※受診の際は、下記の診療

体制をご確認の上ご来院願

います。

電話：0152-73-4111 

診療科 時間 月 火 水 木 金 

総合診療科 
午前 酒井英二   酒井英二   酒井英二 

午後   酒井英二   酒井英二   

内科 午前   松井寛輔   松井寛輔   

循環器内科 午後 松井寛輔   松井寛輔   松井寛輔 

内科 午前     安井浩樹 安井浩樹 安井浩樹  

呼吸器内科 午後 安井浩樹 安井浩樹      

  月曜日の午後の診療は総合診療科のお部屋(6番）となります。 

内科    午前 西村光太郎 西村光太郎 小林秋人 西村光太郎 小林秋人 

消化器内科 午後 小林秋人   西村光太郎 小林秋人 西村光太郎 

  火曜日の午後は内視鏡治療のため休診となります。 

禁煙外来 
呼吸器内科の安井医師、消化器内科の小林医師の診療時間に受診してくだ

さい。 

                                                                

外科  

午前  横山康弘 横山康弘 横山康弘 横山康弘  

午後       

午後及び金曜日は手術等により休診となります。 

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） 

  午前   野崎哲夫   野崎哲夫   

泌尿器科 午後 野崎哲夫   野崎哲夫     

  金曜日は、手術により休診となります。 

  午前   野崎哲夫   野崎哲夫   

腎臓内科 午後 野崎哲夫   野崎哲夫     

  金曜日は、手術により休診となります。 

                    

婦人科 
午前     小松孝之  小松孝之 小松孝之 

午後 小松孝之 小松孝之       

                                                                

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 


