
折のリスクがさらに高まるということ
が知られています。薬剤の使い方には
注意が必要ですけれども、より積極的
に治療を進めていただきたいグループ
ということになります。
　一方で、薬剤の使用と腎機能の関係
でいいますと、透析学会ですとか腎臓
学会などから出されている指針は、今
度はeGFRではなくクレアチニンクリ
アランスになってしまいますけれども、
それが50㎖/minを超えていれば腎障害
に関係なく薬剤を使うことができます
が、10～50㎖/minのクレアチニンクリ
アランスの場合にはいろいろ注意が必
要になるということになります。
　山内　注意というのは具体的にどう
いったものなのでしょうか。
　竹内　骨粗鬆症の薬剤でいいますと、
とりわけクレアチニンクリアランスが
30㎖/minを切るような方では、多くの
ビスホスホネートが禁忌、あるいは慎
重投与ということになっています。投
与が望ましいと考えられる患者さんに
対しては、慎重投与という扱いになっ
ている薬剤を選んでいただくのがよい
と思います。
　山内　具体的にどういった薬剤があ
りますか。
　竹内　アレンドロネート、ミノドロ
ン酸、この２種類は慎重投与で使えま
すので、注意して使用していただけれ
ば大丈夫だと思います。一方でPTH製
剤は、これは腎不全が進むにつれて続

発性の副甲状腺機能亢進症が起こる、
すなわちPTHが上がるという状況で
すから、使いにくい薬剤となります。
PTH製剤については今のところ経験が
乏しいので、その辺は現在、腎臓の専
門の先生方が積極的に取り組んでおら
れますから、いずれそういったエビデ
ンスあるいは情報が出てくると思いま
す。
　山内　新しい製剤も出てきているの
ですね。
　竹内　そうですね。開発の段階で、
腎機能に影響なく使えるということで
注目されているのがデノスマブという
抗RANKL抗体です。生物学的製剤で
すけれども、これは薬剤そのものが腎
排泄ですとか腎代謝がないので、そう
いった意味では腎障害のある方にとっ
て非常に使いやすい薬剤といえます。
　ただ、一方で、この薬は非常に強力
に骨吸収を抑えて、血中のカルシウム
濃度を低下させるという作用がありま
すので、とりわけCKDのステージ４以
上の腎機能の悪い方では、低カルシウ
ム血症に対しての慎重な配慮が必要に
なってきます。先ほどのデノスマブと
いう薬剤ですと、投与後１～２週間目
の血中カルシウム濃度や、低カルシウ
ム血症によるテタニーなどの症状に注
意を払っていただくことが大切だと思
います。
　山内　どうもありがとうございまし
た。

　池脇　加藤先生、採血による末梢神
経障害ということで、採血の合併症と
いうのでしょうか、採血もいろいろな
病院で１日に何百回、何千回と行われ
ている。末梢神経障害はまれだとは思
うのですけれども、どのくらいの頻度
なのでしょうか。
　加藤　確かに今まで採血を受けても、
採血部位が痛いというのはそんなに頻
度が高いものではないのです。ただ、
私たちの施設で調べた結果では、その
ときだけではなくて、しばらく痛みが
残る。そういうものを私たちは遷延痛
といっています。それがだいたい4,500
回穿刺に１回ぐらい起きているのです。
おそらく今回のメインなテーマである、
採血時に針先が誤って神経に触れてし
まった、そういう方を神経障害性痛と
呼んでいますけれども、そういった方
の頻度がだいたい３万回穿刺に１回ぐ

らい。そして、本当に難治性の複合性
局所疼痛症候群、手が腫れたりとか、
手が動かなくなってしまうとか、そう
いった特殊な自律神経障害を伴う方は
150万人に１人ぐらいと、かなり少な
いということはいわれています。
　池脇　予測できれば回避の仕方もあ
るのでしょうけれども、静脈と神経の
走行というのは、個体差があるので、
予防といってもなかなか難しいのです
ね。
　加藤　おっしゃるとおりです。神経
がどこを走っているか、上から目をこ
らしてよく見ても、見えるわけではあ
りません。ただ、一番有名なのは正中
神経、その損傷だけは、解剖学的に走
行個所がわかっているので、穿刺者は
注意を心がけなければいけない。そう
いう点は挙げられると思います。
　池脇　そのあたり、またあとから予

採血による末梢神経障害

日本大学麻酔科診療教授
加　藤　　実

（聞き手　池脇克則）

　採血による末梢神経障害の予防と診断、治療についてご教示ください。
＜新潟県開業医＞
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防のところで出てくると思うのですけ
れども、刺したときに患者さんが痛み
を訴えますが、どういう症状を訴えら
れるのでしょうか。
　加藤　一番典型的なことは、先ほど
の神経障害性痛をイメージしてほしい
のですけれども、採血で針がすっと入
ったその瞬間に、患者さんが「痛い」
とか「手に響いた」というような、一
瞬にして患者さんが強い痛みを訴える
場合がまず最初の注意点になります。
そのときは残念ながら神経に針先が触
れた可能性があるので、速やかに針を
抜くように指導しています。抜いたあ
とも、通常は抜けば刺激がなくなるの
で痛みが消えていくのが普通なのです
けれども、神経に触れた場合は痛みが
続いてしまうのです。
　次に注目していただきたいのは血管
穿刺した局所所見です。針を刺した場
所を見ていただいて、赤くもない、腫
れてもいない。局所所見に乏しいけれ
ども、患者さんが過剰に痛みを訴え続
ける。そういったときにはもしかした
ら神経に触れてしまったのではないか
と疑うことが大事なポイントになりま
す。
　池脇　今先生がおっしゃったのは、
針先が神経に触れるときの症状ですけ
れども、例えば採血で血腫をつくると
か、そういうこともこういった神経障
害につながる原因になるのでしょうか。
　加藤　確かに血腫とかでも痛みある

いはしびれという訴えで表れる場合が
あります。ただ、その場合は一般には
直後ではなくて、しばらく時間がたっ
て患者さんが戻られてくるとか、ある
いは翌日になってから連絡があったり
する。血腫がたまることによる物理的
な神経の圧迫ということでしびれ、痛
みが出てくるのです。
　いずれにしても、まず大事なことは、
患者さんの痛みを聞いて、局所所見が
どうなっているかを記載しておくこと。
これは非常に大事なことだと思います。
　池脇　大まかに症状のことをお話し
いただきましたが、診断に関してはど
のように進めていくのでしょう。
　加藤　診断となりますと、１番目は、
先ほど言いましたように、電撃痛、ビ
リッと電気が走る。そういった最初の、
放散痛と私たちは申しますけれども、
放散痛があるか否か。あるということ
なら、２番目は普通の痛み止めが効か
ない、いわゆる消炎鎮痛薬、NSAIDs
が全然効かないといったときに強く疑
わなければいけない点であります。
　そして３番目が、神経の障害ですの
で、何らかの感覚障害が出てきます。
血管穿刺部位あるいはより末梢側の皮
膚を触れた際に感覚異常が生じること
です。例えばその感覚が低下したり、
敏感になってしまった。あるいは、さ
わっただけなのに痛みとして感じてし
まう、異常知覚が出現したりします。
　これらの３つの特徴を参考にして、

神経障害性痛と診断をして、私たちは
治療を開始しています。
　池脇　確認ですけれども、運動麻痺
は出ないのですか。
　加藤　よほど重症でないかぎり出て
くることはまずありません。ただ、気
をつけなければいけないのは、痛くて
手が握れないとか一時的に、痛いから
いろいろな動作ができなくなるという
ことがもちろんありますので、その辺
は注意深い診察が必要になると思いま
す。
　池脇　私は病院の医療安全を担当し
ているのですけれども、起こったとき
の対処というのが大事ではないかと思
います。そのあたり、読者の先生方に、
ポイントというか、重要なところを教
えていただきたいのですが。
　加藤　おっしゃるとおりです。研修
医が採血するとき、あるいは外来で採
血者、検査技師さんが実施する場合な
ど、様々な場合が想定されます。初期
対応として一番大事なことは、医療従
事者は患者さんが「痛い」と言った場
合、まずは痛みの辛さを受け入れる必
要があります。すなわち、患者さんの
声にしっかり耳を傾けるということで
す。「そんなはずはない」とか「局所
が腫れてないから平気だろう」とか、
推測で「しばらくしたら治りますよ」
とか、何も根拠がないままでその場を
取り繕ってしまう。これは逆効果で患
者さんの不信感、怒りを買ってしまい

ます。
　ですから、当然私たち医療従事者は、
侵襲的な行為をやったときに、少しで
も「あっ、痛い」「辛い」と言われた
ときは、まずは瞬間的には「ごめんな
さい」という言葉を一つ発します。そ
して改めて、「じゃあもう一回気をつ
けてやるからね」という一言を添えて、
常に信頼関係を維持しながらやってい
く。こういった小さな侵襲行為でもこ
れが非常に重要な点だと思います。
　池脇　一回「痛い」ということにな
ってしまうと、なかなか繰り返して採
血するというのも難しいように思うの
ですけれども。
　加藤　おっしゃるとおりです。
　池脇　なかなかうまくいかなければ、
ほかの人に替わるというのも方法です
か。
　加藤　それも非常に重要な点であり
まして、世の中には３回ルールとかあ
るのですけれども、私たちは２回ルー
ル。同じ医療従事者が２回やって、患
者さんが強い痛みを訴えた、あるいは
入らない場合には、その人でなければ
ならない理由はありませんので、同僚
あるいは上級者に替わるといった措置
を院内では徹底しています。
　池脇　起こったときはそういう対処
ということですけれども、予測はでき
ないとはいっても、採血するというと、
基本的には肘のあたりを見て、それで、
ないとなれば、手背、あるいは前腕の
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防のところで出てくると思うのですけ
れども、刺したときに患者さんが痛み
を訴えますが、どういう症状を訴えら
れるのでしょうか。
　加藤　一番典型的なことは、先ほど
の神経障害性痛をイメージしてほしい
のですけれども、採血で針がすっと入
ったその瞬間に、患者さんが「痛い」
とか「手に響いた」というような、一
瞬にして患者さんが強い痛みを訴える
場合がまず最初の注意点になります。
そのときは残念ながら神経に針先が触
れた可能性があるので、速やかに針を
抜くように指導しています。抜いたあ
とも、通常は抜けば刺激がなくなるの
で痛みが消えていくのが普通なのです
けれども、神経に触れた場合は痛みが
続いてしまうのです。
　次に注目していただきたいのは血管
穿刺した局所所見です。針を刺した場
所を見ていただいて、赤くもない、腫
れてもいない。局所所見に乏しいけれ
ども、患者さんが過剰に痛みを訴え続
ける。そういったときにはもしかした
ら神経に触れてしまったのではないか
と疑うことが大事なポイントになりま
す。
　池脇　今先生がおっしゃったのは、
針先が神経に触れるときの症状ですけ
れども、例えば採血で血腫をつくると
か、そういうこともこういった神経障
害につながる原因になるのでしょうか。
　加藤　確かに血腫とかでも痛みある

いはしびれという訴えで表れる場合が
あります。ただ、その場合は一般には
直後ではなくて、しばらく時間がたっ
て患者さんが戻られてくるとか、ある
いは翌日になってから連絡があったり
する。血腫がたまることによる物理的
な神経の圧迫ということでしびれ、痛
みが出てくるのです。
　いずれにしても、まず大事なことは、
患者さんの痛みを聞いて、局所所見が
どうなっているかを記載しておくこと。
これは非常に大事なことだと思います。
　池脇　大まかに症状のことをお話し
いただきましたが、診断に関してはど
のように進めていくのでしょう。
　加藤　診断となりますと、１番目は、
先ほど言いましたように、電撃痛、ビ
リッと電気が走る。そういった最初の、
放散痛と私たちは申しますけれども、
放散痛があるか否か。あるということ
なら、２番目は普通の痛み止めが効か
ない、いわゆる消炎鎮痛薬、NSAIDs
が全然効かないといったときに強く疑
わなければいけない点であります。
　そして３番目が、神経の障害ですの
で、何らかの感覚障害が出てきます。
血管穿刺部位あるいはより末梢側の皮
膚を触れた際に感覚異常が生じること
です。例えばその感覚が低下したり、
敏感になってしまった。あるいは、さ
わっただけなのに痛みとして感じてし
まう、異常知覚が出現したりします。
　これらの３つの特徴を参考にして、

神経障害性痛と診断をして、私たちは
治療を開始しています。
　池脇　確認ですけれども、運動麻痺
は出ないのですか。
　加藤　よほど重症でないかぎり出て
くることはまずありません。ただ、気
をつけなければいけないのは、痛くて
手が握れないとか一時的に、痛いから
いろいろな動作ができなくなるという
ことがもちろんありますので、その辺
は注意深い診察が必要になると思いま
す。
　池脇　私は病院の医療安全を担当し
ているのですけれども、起こったとき
の対処というのが大事ではないかと思
います。そのあたり、読者の先生方に、
ポイントというか、重要なところを教
えていただきたいのですが。
　加藤　おっしゃるとおりです。研修
医が採血するとき、あるいは外来で採
血者、検査技師さんが実施する場合な
ど、様々な場合が想定されます。初期
対応として一番大事なことは、医療従
事者は患者さんが「痛い」と言った場
合、まずは痛みの辛さを受け入れる必
要があります。すなわち、患者さんの
声にしっかり耳を傾けるということで
す。「そんなはずはない」とか「局所
が腫れてないから平気だろう」とか、
推測で「しばらくしたら治りますよ」
とか、何も根拠がないままでその場を
取り繕ってしまう。これは逆効果で患
者さんの不信感、怒りを買ってしまい

ます。
　ですから、当然私たち医療従事者は、
侵襲的な行為をやったときに、少しで
も「あっ、痛い」「辛い」と言われた
ときは、まずは瞬間的には「ごめんな
さい」という言葉を一つ発します。そ
して改めて、「じゃあもう一回気をつ
けてやるからね」という一言を添えて、
常に信頼関係を維持しながらやってい
く。こういった小さな侵襲行為でもこ
れが非常に重要な点だと思います。
　池脇　一回「痛い」ということにな
ってしまうと、なかなか繰り返して採
血するというのも難しいように思うの
ですけれども。
　加藤　おっしゃるとおりです。
　池脇　なかなかうまくいかなければ、
ほかの人に替わるというのも方法です
か。
　加藤　それも非常に重要な点であり
まして、世の中には３回ルールとかあ
るのですけれども、私たちは２回ルー
ル。同じ医療従事者が２回やって、患
者さんが強い痛みを訴えた、あるいは
入らない場合には、その人でなければ
ならない理由はありませんので、同僚
あるいは上級者に替わるといった措置
を院内では徹底しています。
　池脇　起こったときはそういう対処
ということですけれども、予測はでき
ないとはいっても、採血するというと、
基本的には肘のあたりを見て、それで、
ないとなれば、手背、あるいは前腕の
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領域、その中で、先生から見て、ここ
は安全、ここはちょっと気をつけたほ
うがいい、そういったところはあるの
でしょうか。
　加藤　私が言うまでもなく、成書が
そういったものを私たちに教えてくれ
ています。肘部からの採血の場合には、
内側、尺側側からの静脈穿刺は最初に
すべきでないとされています。そこま
でなぜ強調されて言われているかとい
いますと、冒頭に申しましたように、
その部位は正中神経が走行しているか
らです。実は正中神経は、これは釈迦
に説法で恐縮ですが、実は真ん中を走
っていません。かなり肘部の内側を走
っているのです。
　最近の文献では、これは興味深いの
ですけれども、静脈穿刺前に上腕動脈
に触れなさいという論文があります。
静脈穿刺なのに、それはなぜかといい
ますと、上腕動脈に沿って内側に正中
神経が走っているからです。そこを先
に触れておきますと、内側と外側の境
がわかる。この方法は臨床上、正中神
経損傷を避けるために非常に有益かつ
簡便な確認方法です。
　肘部の内側は絶対刺してはいけない
というのではなくて、ほかの外側や真
ん中、中正肘から刺すことを基本とし
ますが、どうしてもそこにしか血管が
ない場合があります。そのときは患者
さんに一声添えて、「ここは神経が走
っているので、注意深くやっても時に

針が神経に触れて痛みが走ったりする
ことがありますから、そのときはすぐ
抜きますので言ってください」という
ことを一言添えます。患者さんとコミ
ュニケーションを取りながら針を刺す。
そういったお互いの信頼関係を保ちな
がらやることが、こういった医療行為
には非常に大切だと考えています。
　池脇　どこから刺しても入るような
方もいらっしゃるのでしょうけれども、
今先生が言われた中でとても印象に残
ったのが、正中神経を傷つけないのが
とても大事だと。正中神経と上腕動脈
というのは並行して走っているから、
上腕動脈を探して、それよりも尺側側
はできるだけ刺さないということです
ね。
　加藤　その通りです。ただ、そこで
一つ申し忘れましたが、その内側には
正中神経以外に前腕内側皮神経という、
細い神経が、まるで内側をすだれのよ
うに尺側皮静脈に併走して走っていま
す。そうしますと、先人たちが言った
ように、内側というのは神経が密集し
ている場所なので、最初からそこを刺
していくということは、もちろん予見
できないにしても、あまり望ましくな
い。つまり、私たちとしては最初は内
側からの穿刺は避けるべきと考えてい
ます。
　池脇　肘に血管がなかなかなくて、
手首の橈側のほうは比較的太い血管が
見えますので、そこをという気持ちに

もなるのですけれども、どうなのでし
ょう。
　加藤　実はそこも大きな落とし穴が
あります。私が30年前に研修医になっ
たときは、特に手関節部の橈側皮静脈、
これを最初に刺しなさいと指導者に習
いました。ところが、これもこの10年、
20年の研究の結果、そこには橈骨神経
の皮神経が橈側皮静脈に網目状にまた
がっていることが明らかにされました。
つまり採血時、静脈穿刺時の注意すべ
きレッドゾーンが２カ所、明確に打ち
出されている時代になってきています。
　池脇　今先生に２つ大きなレッドゾ
ーンを示していただきましたので、最

後に治療ということに関して、最近の
トレンドみたいなものはあるのでしょ
うか。
　加藤　最近はこういった神経を障害
した痛みを神経障害性痛と申します。
それに対して、日本では約４年前から
本疾患に対して初めて保険収載された
薬が市販されるようになりました。こ
の薬は誰でも、どこでも使えます。で
すから、早期診断をして、このような
患者さんに遭遇したら、なるべく早く
消炎鎮痛薬とともに、神経障害性痛に
効く薬としてプレガバリンを併用する
ことをおすすめします。
　池脇　ありがとうございました。
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