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町民医学講座町民医学講座町民医学講座町民医学講座    その５０その５０その５０その５０    

    頭痛の話頭痛の話頭痛の話頭痛の話    

                        総合診療科総合診療科総合診療科総合診療科    医師医師医師医師    杉浦杉浦杉浦杉浦    有重有重有重有重    

 頭痛はほとんどの人が経験したことのある、ごくありふれた症状

で、外来初診患者の10％が頭痛を主訴として来られます。日常生

活に支障ある頭痛は40％の人に経験があるといわれています。一

般的に3～4人に1人が頭痛持ちといわれ、緊張性頭痛の6割、また

片頭痛の8割が女性です。さらには生理時に伴う頭痛もあり、男性

よりも女性のほうが頭痛の訴えが多いといわれています。 

＜原因＞＜原因＞＜原因＞＜原因＞    

頭痛の原因はいろいろありますが、主なものは脳の血管拡張だといわれています。片頭

痛が代表ですが、その他にも炎症から出る物質による血管拡張、また食品に含まれる血管

作動性物質などが頭痛を引き起こします。また肩こりからくる緊張性頭痛（ストレス性頭痛）、

脳腫瘍や頭蓋内血腫など頭蓋内の圧迫や牽引によって引き起こされる頭痛、三叉神経痛

のような神経の損傷によるもの、また耳・鼻・歯などの疾患から関連痛がおこることもありま

す。 

 頭痛は基礎疾患のない一次性頭痛と、別の原因疾患による二次性頭痛に大きくわけられ

ます。一次性頭痛は慢性で反復性のため、多くの場合「いつもの頭痛」と判断して、あまり

医療機関を受診されないようです。一方、受診される方は「ふだん経験したことのない頭痛」

を訴えて来院されます。 

＜危険な頭痛＞＜危険な頭痛＞＜危険な頭痛＞＜危険な頭痛＞    

頭痛は緊急な治療を必要とする病気の兆候であることも多いので要注意です（二次性頭

痛）。特に緊急を要するのが、クモ膜下出血、髄膜炎、大きな脳出血の3つです。また致命

的ではありませんが、緑内障発作も失明の危険があるので緊急を要します。この病気による

頭痛は目の奥の痛み（眼窩部痛）として感じるようです。 

主な重大な徴候主な重大な徴候主な重大な徴候主な重大な徴候    

・ 今までに経験した事のないような強い頭痛―――クモ膜下出血、髄膜炎 

・ 手足のシビレ、麻痺、複視（二重に見える）、視野が狭くなる、 

    精神状態変化、意識の低下―――――脳出血など 

・ 発熱、けいれん、血圧の著しい上昇―――髄膜炎、高血圧性脳症、脳出血 

・ 徐々に増強する進行性の頭痛――――髄膜炎、脳腫瘍など 

・ 高齢者の頭痛――――脳出血 

・ その他、首が硬直。頭を振ると頭痛が増強する―――クモ膜下出血、髄膜炎、 

・ 食欲不振、不眠、気力低下などうつ症状をともなう頭痛―――うつ病 

以上のような症状を伴う頭痛の場合は、すぐに医療機関を受診したほうがよいでしょう。 

＜一次性頭痛＞＜一次性頭痛＞＜一次性頭痛＞＜一次性頭痛＞    

一次性頭痛は、他に原因となる病気のない頭痛のことを指します。機能性頭痛ともいいま

す。 
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1. 1. 1. 1. 緊張型頭痛：緊張型頭痛：緊張型頭痛：緊張型頭痛：    

精神的・身体的ストレスや筋肉の緊張などが原因で起こり、頭痛の50～70％にのぼるとい

われています。身体的ストレスで目や肩などにストレスがかかると、周囲の筋肉がこわばって

血行が悪くなり（肩こり）、疲労性物質がたまって神経を刺激することで頭痛をまねくと考えら

れます。 

 無理な姿勢を続けたり、パソコンやスマートフォンの操作、テレビなどのモニター画面などを

長時間にわたって使用するとよくおこります。精神的なストレスとしては、心配事や不安・悩

み、不眠などからも引き起こされます。典型的には前額部を中心として左右に拡がる頭痛と

なります。体を動かしても増強しないのが特徴です。 

 身体的ストレスからくる頭痛には、非ステロイド系抗炎症薬（消炎鎮痛剤NSAIDsと略します）

や筋緊張を緩和する薬剤などを用います。入浴などでもよくなります。また精神的ストレスが

強い場合は、抗不安薬や抗うつ薬なども使用されます。 

2. 2. 2. 2. 片頭痛：片頭痛：片頭痛：片頭痛：    

片頭痛は「偏頭痛」とも書き、急に温度が変化した時、急に太陽の光が目に当たったとき、

あるいは緊張が取れてほっとしたときなど周囲の環境が変わったときにおこりやすいといわれ

ます。また睡眠不足、逆に過睡眠のときも片頭痛はおこります。比較的若い世代に多く、30

才台がピークになります。なお緊張型頭痛のピークは50才台といわれています。片頭痛は、

おもにこめかみから眼の周囲に「ズキンズキンと脈打つような頭痛」と表現されるような症状で

片側性のことが多く、緊張型頭痛とは異なり吐き気やめまいも伴い、光過敏、音過敏となり動

くとよけいに痛くなります。持続は長く４～72時間も続くものがあります。 

 また片頭痛には「前兆のある片頭痛」と「前兆のない片頭痛」があります。前兆として最も多

いのが、視野の中に輝く部分と見えにくい部分（暗点）が混ざって「眼前のチカチカ」と表現さ

れる症状です。その他、視界の一部が一時的に欠けてしまう、手のしびれ、舌のもつれ・会話

が困難などの症状もあり、前兆は5分から60分くらい続き、その後に頭痛が出現します。 

 一般的に使用される抗炎症薬（NSAIDs）のほかに、片頭痛と診断されたときに使用するトリ

プタン系の薬剤も有効なことが多いようです。そのほか脳の血管を収縮させて痛みを軽減す

るエルゴタミン製剤、制吐薬なども使用されます。しかし、いずれも眠気を伴いますので運

転・外出は控えたほうがよいでしょう。 

一次性頭痛にはその他にも「群発頭痛」といわれれる、ある時期になると毎日決まった時

間におこる頭痛があります。群発地震のようにある時期に決まって続くためこのような名前と

なっています。片側性で目の周りにかなり激しい痛みを感じ、頭痛と同時に涙、眼瞼結膜の

充血、鼻詰まり、鼻汁などの症状を伴うのが特徴とされています。ただ一般的にはあまり知ら

れていないことから三叉神経痛や片頭痛との区別が難しく、頻度も少なく、私も経験がないの

で省略します。 

3. 3. 3. 3. 薬剤乱用頭痛薬剤乱用頭痛薬剤乱用頭痛薬剤乱用頭痛    

 片頭痛の発作が続いたり、ストレス、睡眠

不足、鎮痛剤の過剰使用などによって頭

痛の頻度が1ヶ月に15日以上あるといった

状態の患者様もいます。このような治療薬

の乱用によりさらに疼痛に対する感受性が

増している場合は、「薬剤乱用頭痛」といわ

れます。緊張型頭痛でも薬剤乱用頭痛に

移行することがあります。こうなると治療薬
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の効果は短時間で

限定的となり、悪循

環となります。 

＜頭痛の予防＞＜頭痛の予防＞＜頭痛の予防＞＜頭痛の予防＞    

片頭痛が月に2回

以上、また は6日以

上ある患者様には、

上に述べた薬の乱

用を防ぐためにも予

防が必要となります。

また、緊張型頭痛で

薬の服用が月に10

日以上になる場合に

も予防療法が必要と

されます。緊張型頭

痛では、長時間すわ

りっぱなしを避ける、

ときどき立ち上がって

背筋をのばしたり筋

肉をほぐすような軽

い運動をする、ぬるめの風呂に入ったり首・肩のマッサージをする、またウォーキングするこ

とも効果的です。 

片頭痛の予防には、睡眠を十分にとる、逆に過睡眠も避ける、頭部への直射日光を避け

る、脱水症状を避けるため水分補給に心がける、などです。薬剤による予防では、抗けい

れん剤、抗うつ薬、β遮断薬なども使用されます。 

＜その他の頭痛＞＜その他の頭痛＞＜その他の頭痛＞＜その他の頭痛＞    

その他の頭痛で意外に多いのが、二日酔いの頭痛、月経に伴う頭痛、更年期障害に伴

う頭痛、三叉神経痛などです。アルコール摂取後は、水分の十分な補給と解熱鎮痛薬、糖

分などの補給がよいでしょう。 

月経痛と片頭痛などが合併して多くの頭痛薬を服用しなければいけないようなときには、

婦人科で低用量ピルなど処方してもらうこともよいと思われます。 

 更年期ののぼせやほてりと共におこる頭痛も、婦人科で診察をうけ、漢方薬、ホルモン治

療などを考慮してもらう必要があります。 

三叉神経痛には抗けいれん剤を予防的にも使用しますが、頻回に疼痛がある場合には

手術やブロックなどの処置を行うと改善することもあります。 

＜最後に＞＜最後に＞＜最後に＞＜最後に＞    

頭痛は誰でも経験するごく一般的な体調不良のひとつですが、なにか今までと違う症状

が出ていたり、どんどん進行するものなどについては安易に頭痛薬を服用するより、まず医

療機関を訪れて一次性頭痛か緊急を要する二次性頭痛かを判断してもらう必要がありま

す。また一次性頭痛でも、それぞれのタイプによって効果のある薬が異なります。あまり頭

痛が頻回の起こるようなときは、薬を乱用する前に相談に訪れてください。 

頭痛は体調変化の予告と考えてください！ 

脂脂脂脂
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町民医学講座町民医学講座町民医学講座町民医学講座    その５１その５１その５１その５１    

ウイルス性肝炎と肝がんについてウイルス性肝炎と肝がんについてウイルス性肝炎と肝がんについてウイルス性肝炎と肝がんについて    

                                    内科内科内科内科    医師医師医師医師        國本國本國本國本    浩明浩明浩明浩明    

    はじめにはじめにはじめにはじめに    

 現在までに様々な肝炎ウイルスが報告されていますが、持続感染

により慢性肝炎・肝硬変・肝がんをきたすことが明らかなのは、B型

肝炎ウイルス(HBV)とC型肝炎ウイルス(HCV)の２つです、ここでは、

このＡ型肝炎・Ｂ型肝炎について述べます。肝硬変についてみる

と、アルコールによる肝硬変の12%を除いた約80%はB型あるいはC

型肝炎ウイルスの持続感染に起因するものです。また、わが国のウイルス肝細胞がんの80%

以上がＣ型肝炎ウイルスの感染に起因しています。 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

感染経路感染経路感染経路感染経路    

《《《《BBBB型肝炎》型肝炎》型肝炎》型肝炎》    

    B型肝炎ウイルスの初感染後に発症する肝炎をB型急性肝炎といいます。Ｂ型肝炎ウイル

ス感染は血液を介するもので、具体的な感染経路としては、母子感染・性行為による感染・

医療従事者における針刺し事故などがあげられます。 

《《《《CCCC型肝炎》型肝炎》型肝炎》型肝炎》    

    C型肝炎ウイルスの初感染後に発症する急性肝障害をC型急性肝炎といいます。Ｃ型肝

炎ウイルス感染も血液を介するもので、その感染経路は輸血や血液製剤が主でしたが、供

給血液からＣ型肝炎ウイルス抗体（HCV抗体）をスクリーニングできるようになってからはほ

とんどなくなりました。現在の主な感染経路は、医療従事者の針刺し事故・入れ墨・覚醒剤

静脈注射の回し打ちなどです。また、B型と異なり、健常成人における初感染でも高率に慢

性化を示します。Ｃ型肝炎は一旦慢性化すると自然治癒は困難であり、慢性肝炎→肝硬変
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→肝細胞がんへと進展していきます。 

症状症状症状症状 

《《《《BBBB型肝炎》型肝炎》型肝炎》型肝炎》    

1）自覚症状:  

 Ｂ型肝炎ウイルス感染後、潜伏期（1～6カ月、多くは1～3カ月）を経て症状が発現してきま

す。病期を前駆期、黄疸期、回復期に分けることができます。 

①前駆期①前駆期①前駆期①前駆期::::    黄疸を伴って発症する約1～2週間前より、かぜのような症状・胃腸症状が出現

し悪化してきます。とくに全身倦怠感・発熱・食欲不振・悪心（おしん:むかつき）・嘔吐（おう

と）が著しくなります。A型肝

炎に比べ発熱の頻度は低

く、軽い傾向にあります。 

②黄疸期②黄疸期②黄疸期②黄疸期::::    黄疸を伴う場

合、この時期に顕性（けん

せい:目でみてわかるように

なること）となります（一般に

血清総ビリルビン値が

2.0mg/dl以上）。この時期に

は食欲不振・全身倦怠感な

どの前駆症状、発症初期の

症状は改善傾向を示しま

す。持続する場合は重症化

の注意が必要です。 

③回復期③回復期③回復期③回復期::::    黄疸が徐々に軽減・消失し、自覚症状が改善されます。 

2）他覚症状: 

 褐色尿、灰白色便、眼球結膜・皮膚の黄染が黄疸に伴って認められます。肝臓は腫大

し、圧痛・叩打痛（こうだつう:軽く叩くと痛む）を伴うことがあり、軽度の脾臓の腫大も認めま

す。関節痛や発疹が出現することがあります。 

《《《《CCCC型肝炎》型肝炎》型肝炎》型肝炎》 

1）自覚症状: 

 B型肝炎に比較して自覚症状の出現は少なく、症状としては、他の肝炎とほぼ同様で全身

倦怠感・発熱・食欲不振・悪心・嘔吐・黄疸・腹痛・下痢など認めます。 

2）他覚症状: 

 肝臓の腫大はよくみられ、脾臓の腫大、頸部リンパ節腫大を伴うこともあります。皮膚の発

疹はほとんど認めません。  

診断のしかた診断のしかた診断のしかた診断のしかた    

《《《《BBBB型肝炎》型肝炎》型肝炎》型肝炎》    

 感染源はHBe抗原陽性のＢ型肝炎ウイルスキャリア（ウイルスを持っているが発病していな

い人）であることがほとんどであるため、感染の機会の有無を確かめます。HBs抗原が陽性

であれば、引き続きIgM-HBc抗体、HBe抗原、HBe抗体、HBc 抗体を調べHBV関連マー

カーの推移をみることが必要です。 

《《《《CCCC型肝炎》型肝炎》型肝炎》型肝炎》 

 発症前1～3カ月の輸血歴、手術歴、歯科治療歴（意外と多いのです）、鍼治療歴、不法

薬物注射歴などの感染機会の有無を確かめ、HCV抗体の測定を行います。ただし、発症

初期は陰性のことが多いため経過をみることが大切です。陽性の場合、既感染か否かの確
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定のためHCV・RNA（リボ核酸）定性検査を行うこともあります。 

 最近、HCV抗原も測定可能となりましたので、HCV抗体が陽性の場合、HCV抗原を測定

します。その結果、必要であればHCV-RNA定性検査を行います。 

標準治療標準治療標準治療標準治療    

 方針は、どの型も安静と栄養補給が基本になります。なぜ安静が必要かというと、横に

なって安静にしていると肝臓の血流量が増し、肝細胞へ多くの栄養が供給されるからで

す。急性期の食欲がない時は、点滴などの栄養補給が必要です。食欲がでてきたら、やや

高タンパクな食事をとるとよいでしょう。 

 点滴治療としては、肝庇護（ひご）剤である強力ネオミノファーゲンCの静脈内注射（静

注）と栄養・ビタミン補給が中心となります。劇症化した場合はその症状にあった治療が必

要になりますが、予後はかなり不良です。また、A型・B型肝炎は慢性化をほとんど認めませ

んが、問題はC型です。これは慢性化した場合、慢性肝炎→肝硬変→肝がんという自然経

過を示します。HCVウイルスを減少、または陰性化する目的でインターフェロンを用いる治

療があります。このインターフェロン治療は、活動性の肝炎（一般にAST、ALTの上昇で判

断する）で、肝庇護剤である強力ネオミノファーゲンCの静注でもコントロールできない場合

に行います。 

 C型ウイルスには、インターフェロン治療の効果が期待できるタイプと、効果の期待の薄い

タイプがあります。残念なことに、日本人には後者のタイプが多いようです。しかし、まったく

効果がないわけではなく、また近年、インターフェロン治療と併用することによって効果の増

強が期待できる抗ウイルス剤（リバビリン）が承認されましたので、効果が期待されるところで

す。    

最後に最後に最後に最後に    

上述の通り、、、、B型、C型肝炎ウイルスは、将来的に肝硬変、肝がんを発症する危険を伴いま

す。自覚症状もない場合がありますので、一度病院で血液検査を受けるとこをお勧めしま

す。    

 

町民医学講座町民医学講座町民医学講座町民医学講座    その５２その５２その５２その５２ 

    胃瘻（いろう）の話胃瘻（いろう）の話胃瘻（いろう）の話胃瘻（いろう）の話    

                            外科外科外科外科    医師医師医師医師        中野中野中野中野    昌志昌志昌志昌志    

 最近の北海道新聞で胃瘻のシリーズが組まれていたので

御覧になった方もいらっしゃるでしょうから、丁度タイムリーな

話題かなと今回は胃瘻をテーマにお話したいと思います。 

まず、胃瘻とは何ぞや？と。 

瘻(瘻孔)とは、ある組織と他の組織の間が病的・人工的等の理由を問わず管状に繋がって

いることを言います。胆管と十二指腸の間なら胆管十二指腸瘻、胃と空腸の間なら胃空腸

瘻と言う風になっていますが、皮膚に開口している場合には皮膚を省略して胃瘻・空腸瘻・

膀胱瘻などと呼ばれています。 

 

以前、医療の進歩は昔の常識を覆して来たと書きましたが、私にとっては胃瘻もその一つ

でした。 

昔の胃瘻造設手技と言えば手術室で(小範囲ですが)開腹して、実際に消化管をつかんで

切開し腹壁に縫い付けると言う方法でしたが、それが咽頭麻酔だけの内視鏡で、しかも透



８ 

視室で短時間で造設できるようになった時には、(腹腔鏡下胆嚢摘出術程ではありませんで

したが)軽いカルチャーショックを受けました。 

多少の手技の変遷はありますが、現在の栄養補給法では必ずと言って良いほど候補に挙

がる方法となりました。 

 

一時は猫も杓子も胃瘻みたいな流れになりかけたこともありましたが、今は逆に「過剰な延

命処置じゃないか」と言うような変なバッシングを受けているような気がしてなりません。 

何れにしてもどういうものかを知らなければ判断材料になりませんし、これから皆さんが選択

を迫られる場面も増えてくると思いますので、ここで紙面の許す限り説明させて頂きます。 

 

では、まず簡単な栄養の知識から。 

人間が生きて行くためには、炭水化物(糖分)・蛋白質・脂質の3大栄養素に加えミネラル・ビ

タミンなどが必要となります。これらを基礎代謝と日常生活に必要な分だけ、体外から体内

に取り入れなければ生命維持は出来ません。 

健常人は口から食物を摂りさえすれば何の問題も生じませんが、ここで対象となるのは『長

期的に経口摂取が不可能』な状態の人々です。 

その不可能の理由は様々です。誤嚥性肺炎を頻繁に起こす、脳梗塞などで自力嚥下が出

来ない、認知症が進んで食べなくなった等々です。 

 

じゃあ何処から栄養摂取しましょうと言う話になりますが、基本的には2経路しかありえませ

ん。消化管と血管(静脈)です。 

現在の我々の常識では、消化管を使える状態であれば可及的に消化管を使うように勧めら

れています。消化管経由の方が栄養の吸収・使用・再構成などの効率が良く、また免疫的

にも優位なことが知られています。本来的には腸閉塞や進行癌などで消化管を使えない場

合だけが、静脈栄養の適応となります。 

 

消化管への経路造設法としては、何れもプラスチック製のチューブを用いることになります

が経鼻・経皮経食道・経胃・経空腸などのルートがあります。当然各々には長所・短所があ

り、それらのバランスを考えて方式を選択することになります。 

経鼻胃管(NGT)は、鼻孔から咽・喉頭、食道を通し先端を胃内に留置します。手技は最も

簡単ですが、鼻腔・咽頭の違和感及び潰瘍形成、チューブへの痰付着による肺炎のリスク

が言われています。 

経皮経食道胃管(PTEG)は昨年度正式に保険収載となったこともあり施行する機会を得まし

たが、私はこれからの第１選択になるのではないか(いや、なって欲しい)と考えています。鎖

骨上の皮膚から食道を通し胃内に留置するので違和感も無くNGTと同様に入浴も可能で

理想的なのですが、超音波を使って造設する手技が多少テクニックを要するので術者が限

られるのが難点です。 

経皮内視鏡的なものが最も一般的な胃瘻(PEG)ですが、内視鏡で行える簡便さはあるもの

の、腹腔内出血・感染症、横行結腸損傷の可能性などが多少残る不安感は否めません。 

経空腸は手術での造設となりチューブの径も細目なので、今はほとんど行われることはあり

ません。 
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以上の点から、私はPTEG・PEGが

現在では最良の栄養補給法だと考

えています。メディアで見かける『過

剰な延命』と言う指摘は、点滴も全く

同じ意味合いです。この場合の論

点は『延命処置としての点滴や胃瘻

をするのはどうなのか？』と言うこと

であり、胃瘻だけをスケープゴート

にする風潮には納得し難いものが

あります。 

昔は老衰の最後は自宅で何もせず

静かに看取ってあげるのが普通

だったのに、そういう風に戻そうとい

う論評でも無いですし、私には無責

任な戯言のように聞こえます。 

 

また胃瘻の別な使い方として、腸閉

塞時の減圧のためにドレナージとし

て 使 う 方 法 が あ り ま す。PTEG は

元々こちらの目的のために開発された手法ですので、そういう提案をされることもあると覚

えておいて下さい。 

 

それでは、今後もしあなたの家族が食べられなくなったような場合、担当医と目的・予後・

リスクなどをしっかり話し合った上で結論を出して下さい。後悔しない終わりのために。 

 

    

町民医学講座町民医学講座町民医学講座町民医学講座    その５３その５３その５３その５３    

    医薬品の副作用と救済制度医薬品の副作用と救済制度医薬品の副作用と救済制度医薬品の副作用と救済制度    

                            薬局薬局薬局薬局    薬剤師薬剤師薬剤師薬剤師        吉村吉村吉村吉村    則明則明則明則明    

 医薬品は大きく分類すると医療用医薬品と一般医薬品に分類され

ます。 

 医療用医薬品は医師や歯科医師により処方箋が発行されて供給

される医薬品で、当然ながら特定の患者を対象としており、医薬品

の効果が高い反面、副作用にも細心の注意が必要とされています。 

 一方、一般用医薬品は市販薬（大衆薬）で医療用医薬品より効果が劣るものの、一般

の方が薬局や薬店などで直接購入出来る利点があるため常備薬として日常使用されて

いる事が多く、重篤な副作用などは起きないと安心しきっておられる方も多いのではない

でしょうか。 

 厚生労働省の統計によると平成１９年から平成２３年までの一般薬の副作用報告数は

計１２２０例にのぼり、薬効分類別では風邪薬が４０４例で最も多く、解熱鎮痛消炎剤は２

４３例、漢方薬は１３２例の順となっています。そのうち死亡例は２４例、後遺症が残った症

例は１５例もあるのです 

             経鼻経鼻経鼻経鼻                                経皮経食道経皮経食道経皮経食道経皮経食道    
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 そのうち特に高齢者は、肝臓や腎臓などの臓器の機能が低下するため薬物血中濃度が高く

なり、副作用が出現しやすくなるので注意が必要です。 

 薬の副作用を完全に防ぐことは出来ませんが、下記の点に留意することにより、副作用を発

現しにくくしたり重篤化するのを防ぐことが出来ます。 

 

＜医薬品を使用する際に留意すべきこと＞ 

・ 薬に入っている説明書を必ず読む。 

・ 以前に服用して体調が悪くなったり、アレルギーなどが生じた薬がある場合は、必ず処方医

や薬を購入する際に薬剤師に伝える。 

・ 用法用量をきちんと守り、自分勝手な判断で服用しない。 

・ 飲み忘れたからと言って２回分を一度に服用しない。 

・ 病院や診療所で処方されている薬と同じ効果のある一般薬を医師薬剤師に相談せずに服

用しない。 

・ 薬を服用して体調に異常を感じたら、医師薬剤師に相談する。 

 

 それでは、前述したような注意を払ったにもかかわらず、不幸にも重篤な副作用の被害を受

けた場合、「救済制度」というものがあるのをご存じでしょうか？ 

 

  
医薬品副作用救済制度（概要）医薬品副作用救済制度（概要）医薬品副作用救済制度（概要）医薬品副作用救済制度（概要）    
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この制度は「医薬品副作用救済制度」といい、病院や診療所で処方された薬や薬局で購入

した薬を、適正に使用したにもかかわらず副作用が発生し、そのために入院治療を必要とす

る程度の疾病や障害などの健康被害を受けた人を救済する制度です。 

 

この制度の概要を解説します（前頁の図）。 

【請求方法】 

被害を受けた本人またはその遺族が、直接、医薬品医療機器総合機構（ＰＭＤＡ）に請求を

行います。その際、医師の診断書が必要になります。 

【支払決定方法】 

薬事・食品衛生審議会によって審議され、支給の可否が決定します。  

【給付の種類】 

医療費、医療手当、障害年金、障害児療育年金、遺族年金、埋葬料など被害の状況に応じ

て７種類あり、給付額は種類ごとに定められています。 

【給付の対象にならないもの】 

・ 入院加療を要する程度でなかった場合、請求期限が過ぎた場合、医薬品の使用目的方 

  法が適正と認められない場合 

・ 対象除外医薬品によるものの場合（抗がん剤など） 

・ 法定予防接種によるものである場合（予防接種後健康被害救済制度で定められていま

す） 

・ 医薬品の製造販売業者などに損害賠償の責任が明らかな場合 

・ 救命のためやむを得ず通常の使用量を超えて使用したことによる健康被害で、そのことの 

  発生があらかじめ認識されていたなどの場合 

 尚、詳細な情報が必要となった場合は、「医薬品医療機器総合機構」へ相談して下さい。

（電話 ０１２０－１４９－９３１） 

 

 薬の副作用が絶対ないといえる薬は基本的にほとんどありません。しかし、副作用ばかり怖

れて病院から処方された薬を服用しないと、病気が治らないばかりか悪化してしまう恐れさえ

あります。 

 薬を体外へ排泄する能力、体質、薬の服用種類などは個々それぞれ異なるわけですから、

自分の服用している薬について十分理解することが重要ですし、お薬手帳などで、一般薬も

含めてすぐに服用している薬を示せるようにしておくことが大切です。 
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北海道の自然北海道の自然北海道の自然北海道の自然    第１１回第１１回第１１回第１１回    

        冬の藻琴山冬の藻琴山冬の藻琴山冬の藻琴山    

                循環器内科循環器内科循環器内科循環器内科    松井松井松井松井    寛輔寛輔寛輔寛輔    

「暗い雲海の彼方、薄明の空に輝く一筋の光り」、それは、山好きの兄が山頂で撮った

「御来光」でした。その一葉の写真に魅せられ、「どうしても、この光景を自分の目で見たい」

と思うようになった私は、大学に入ってから山登りを始めました。最初は、友人たちと奥多摩

の山に登る程度でしたが、山行の回数を重ね、より高い山へと挑戦していくうち、夏山ならど

こでも登れる、という自信もついてきました。そうなると、次はさらなる挑戦をして、より難しい

冬山に登りたくなります。大学２年のとき、山仲間に、「一緒に冬山へ行こう」と声をかけてみ

ましたが、「危うきには近寄らない」賢明な彼らのからは「遠慮しとく」とつれない返事。結局、

私は仕方なく、無謀にも、3泊4日の冬の八ヶ岳縦走をたった一人で敢行することを決意した

のです。今思い出しても、それはそれは厳しい山行でした。しかし、不思議なことに、月日が

経つと甦ってくるのは美しい思い出ばかりです。あれからもう40年近くが経ちました。3年半

前から北海道に住むようになり、登山を再開した私のなかに、今

ふたたび雪山へのあこがれが沸々と湧いてきたのです。 

 そうは言っても、当時と異なり年齢からくる体力や気力の衰え

は否めません。そこで、まずは、周到に準備をすることから始め

ました。その準備とは、①無積雪期に同じ山に数度登って地形

を覚え、②雪山特有の知識と技術を本で学習し、③冬山登山の

装備を揃え、④体力をつけ、⑤寒さに慣れる、です。④と⑤はど

うも準備不十分の感があったものの、のんびりしてはいられませ

ん。冬が過ぎないうちに登ります。 

登山の装備については、この40年で大きく様変わりしているこ

とに驚きました。ゴアテックスのジャケットやフリース、羽毛など、

防寒服の進歩には目を見張るものがあります。最も画期的なも

のは、次の二つの文明の利器でしょう。 

一つ目は、車でおなじみのＧＰＳ（全地球測位システ

ム）。人工衛星を利用しているのは車のＧＰＳと同じです

が、こちらは携行できるほど小型なのです。冬山は、吹

雪になると視界が効かず数メートル先も見えなくなりま

す。足跡も強風でかき消され、元に戻るルートさえ見失

います。冬山で道に迷えば死を意味します。そんな時に

役立つのがこのＧＰＳ、たとえ視界がゼロでも自分の位

置を地図上で確認できますから、これは本当に心強い

装置です。 

二つ目は「アバランチ・ビーコン」というものです。これ

は山スキーをする人に必須のアイテムで、体に装着しま

す。「アバランチ」とは雪崩のことで、雪崩に遭遇して雪に埋もれてしまったとき、この装置は

電波を発信して、「ここに人が埋まっていますよ」と他の人に知らせてくれます。逆に、ビーコ

ンは電波を受信することもできるので、埋もれた人を探し出すこともできます。ただし、雪崩

に巻き込まれた時、近くに誰もいない場合は探してくれる人もいませんから、当然、ビーコン

は役立ちません。そうなると・・・、結論は言うまでもありません。 

屈斜路湖の外輪山の一つである藻琴山は、標高１０００ｍの低い山ですが、雪山入門用

としては最適と言えるでしょう。冬の藻琴山に登るには３つのアプローチあり、スノーシューで

山用ＧＰＳ山用ＧＰＳ山用ＧＰＳ山用ＧＰＳ    

アバランチ・ビーコンアバランチ・ビーコンアバランチ・ビーコンアバランチ・ビーコン    
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登る場合は北海道道１０２号線の藻琴峠から登るのが最

も容易です。ただし、藻琴峠から「小清水ハイランド７２５」

へ入る道は冬期閉鎖していますので、ここの駐車場は使

えません。冬は峠の道路脇が除雪され、そこへ数台の車

が駐車できるようになります。登山の日は、早朝に出発し

てこの駐車スペースを確保します。そこでスノーシューを

装着し、山頂に向かっ

て直登します。 

 夏はハイマツの枝に

邪魔される登山道も、

冬はすべて雪の下に埋もれてしまうため、ずっと歩きやす

くなります。紺碧の空と白銀の斜面、その二色だけの世

界に包まれると、それだけで幸福感に満たされることで

しょう。すぐ左手には「小清水ハイランド７２５」の建物が見

え、その向こうには大きな屈斜路湖が一望できます。さら

に登ると、キャンプ場

からのルートと合流し、右手の尾根からはスキーに恰好

の斜面が伸びています。真っ白に雪化粧した枝が美し

い樹林帯を過ぎると、山頂の手前に、険しい「屏風岩」

が山頂へのルートを塞ぐかのように見えてきます。しか

し、心配には及びません。そこをひょいと越えれば山頂

までなだらかな尾根歩きです。山頂直下の急登を一気

に登り山頂に立つと、突然視界が開け、眼下には太陽

に輝く屈斜路湖が

大きく横たわってい

ます。東には真っ白な

秀峰斜里岳、その後ろ

には知床の山々が連なります。西には阿寒の山々、遠く

は大雪山系まで望むことができます。 

下山も危険な所は有りません。平地用のスノーシュー

は下山時には滑りやすいので、安全を考えると、多少値

段は張りますが、登山用を購入されることをお勧めしま

す。藻琴山ではピッケルやアイゼンの必要はありません

が、ストックは必要です。藻琴山は山スキーに適してお

り、スキーで登る人で賑わいます。北の尾根や斜面を一

気に滑ってキャンプ場まで降りる人や、屈斜路湖側の

急な南斜面を下っていく強者もいます。私は山スキー

を持っていませんから、のんびりスノーシューで下りま

した。おおよその所要時間は、登りに1時間20分、下り

に1時間足らずでしょう。 

 北海道の山はどんなに低くとも、ひとたび天候が荒れ

ると大変危険です。美幌からは藻琴山が直接見えます

ので、山頂に雲がかかっていないのを確認してから登

りましょう。初めて冬山に行く方は、決して若き日の私

のような無謀なことはせず、必ず経験者と一緒にお出

かけください。 

藻琴山山頂藻琴山山頂藻琴山山頂藻琴山山頂    山頂に立っている山頂に立っている山頂に立っている山頂に立っている

のは病院の職員！のは病院の職員！のは病院の職員！のは病院の職員！    

屏風岩屏風岩屏風岩屏風岩    

藻琴山の登り始め藻琴山の登り始め藻琴山の登り始め藻琴山の登り始め    

樹林帯樹林帯樹林帯樹林帯    

山頂からの屈斜路湖山頂からの屈斜路湖山頂からの屈斜路湖山頂からの屈斜路湖    
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外来診療案内 初診の方：初診の方：初診の方：初診の方：保険証を持って受付窓口へおいで下さい 

 午前８時４５分～午前１１時００分  午後１時００分～午後４時００分 

   診察券をお持ちの方：診察券をお持ちの方：診察券をお持ちの方：診察券をお持ちの方：再来受付機をお使いください 

 午前８時００分～午前１１時００分 午後０時３０分～午後４時００分 

外科 

 

総合診療科 
（杉浦、雨宮） 

腎臓内科 
（雨宮） 

 

内科 

 

 

循環器内科 

 

 

小児科 

 

 

 

眼科 

    

 

     旭川医科大学からの出張医の診察となります。 

     予約検査は医師不在です。 

    月月月月    火火火火    水水水水    木木木木    金金金金    

午前午前午前午前    内澤内澤内澤内澤    中野中野中野中野    松岡松岡松岡松岡    中野中野中野中野    松岡松岡松岡松岡    

午後午後午後午後    内澤内澤内澤内澤    中野中野中野中野    松岡松岡松岡松岡    中野中野中野中野    松岡松岡松岡松岡    

    月月月月    火火火火    水水水水    木木木木    金金金金    

午前午前午前午前    高正高正高正高正    高正高正高正高正    國本國本國本國本    高正高正高正高正    休診休診休診休診    

午後午後午後午後    休診休診休診休診    國本國本國本國本    高正高正高正高正    國本國本國本國本    高正高正高正高正    

    月月月月    火火火火    水水水水    木木木木    金金金金    

午前午前午前午前    休診休診休診休診    休診休診休診休診    松井松井松井松井    休診休診休診休診    松井松井松井松井    

午後午後午後午後    松井松井松井松井    松井松井松井松井    休診休診休診休診    松井松井松井松井    休診休診休診休診    

    月月月月    火火火火    水水水水    木木木木    金金金金    

午前午前午前午前    高橋高橋高橋高橋    高橋高橋高橋高橋    高橋高橋高橋高橋    高橋高橋高橋高橋    高橋高橋高橋高橋    

午後午後午後午後    

    

高橋高橋高橋高橋    

13:30～～～～    

高橋高橋高橋高橋    

13:30～～～～    

高橋高橋高橋高橋    

15:00～～～～    

高橋高橋高橋高橋    

15:00～～～～    

高橋高橋高橋高橋    

13:30～～～～    

    月月月月    火火火火    水水水水    木木木木    金金金金    

午前午前午前午前    出張医出張医出張医出張医    出張医出張医出張医出張医    出張医出張医出張医出張医    予約検査予約検査予約検査予約検査    予約検査予約検査予約検査予約検査    

午後午後午後午後    出張医出張医出張医出張医    出張医出張医出張医出張医    予約検査予約検査予約検査予約検査    予約検査予約検査予約検査予約検査    予約検査予約検査予約検査予約検査    

    月月月月    火火火火    水水水水    木木木木    金金金金    

午前午前午前午前    雨宮雨宮雨宮雨宮    杉浦杉浦杉浦杉浦    雨宮雨宮雨宮雨宮    杉浦杉浦杉浦杉浦    雨宮雨宮雨宮雨宮    

午後午後午後午後    杉浦杉浦杉浦杉浦    雨宮雨宮雨宮雨宮    杉浦杉浦杉浦杉浦    雨宮雨宮雨宮雨宮    杉浦杉浦杉浦杉浦    


