
国立国際医療研究センター国府台病院耳鼻いんこう科医長
渡　邊　　荘

（聞き手　池脇克則）

　鼻出血（後部）を繰り返す患者で、抗凝固薬、抗血小板薬を内服していたり、
血圧があまりに高い例があります。局所処置では止血困難な場合が多いのです
が、外来で応急的にできる投薬（止血薬や降圧薬など）、処置があればご教示
ください。

＜岐阜県開業医＞

繰り返す鼻出血の治療

　池脇　鼻は出血しやすいところです
が、どこから出血するのでしょうか。
　渡邊　まずは鼻の中の栄養血管です
が、大きく分けて内頸動脈系と外頸動
脈系に分かれます。鼻腔は多くの場合、
外頸動脈系から栄養が供給されるので
すが、一部、鼻腔上方は内頸動脈系の
眼動脈の枝から栄養が供給されるかた
ちになっています。
　池脇　動脈によって灌流領域が違う
のですね。
　渡邊　はい。
　池脇　そういった灌流領域、動脈の
部位によって違うことと、血管網とい
うのでしょうか、密なところがあって、
出血しやすい部位があるのでしょうか。
　渡邊　耳鼻科の医師でなくてもご存

じの方が多いと思いますが、鼻中隔の
前方にはキーゼルバッハ部位と呼ばれ
る部分があります。これは鼻腔の前方
から、後方から、また上方から栄養血
管の一部が集まって構成されています。
鼻出血のおおよそ８～９割はキーゼル
バッハ部位の破綻によって起こるとい
われています。
　池脇　そこが圧倒的に出血部位とし
て多い。比較的入り口に近いところで
すね。
　渡邊　はい。
　池脇　残り２割は、中隔の奧、ある
いは中隔以外ということになりますか。
　渡邊　残りの２割は後方ないし上方
からの出血になりますが、特に後方か
ら、これは蝶口蓋動脈と呼ばれる、顎

動脈の分枝になりますが、その破綻に
よって出血が見られます。
　池脇　この質問は、抗凝固薬や抗血
小板薬等々をのんでいる方、あるいは
血圧のコントロールがよくない方での
鼻出血ということですが、増えている
のでしょうか。
　渡邊　最近では確かにそういった薬
の内服や基礎疾患があることからご高
齢の方も多いので、後方ないし前方も
含めて、鼻出血の患者さんが外来に多
くいらっしゃいます。
　池脇　救急での鼻出血の患者さんに
最初から医師が駆り出される。臨床実
地の医師、あるいは耳鼻科以外の医師
が鼻出血に対して対処することに関し
てはどうなのでしょうか。
　渡邊　基本的には、まず鼻出血の患
者さんが来院された場合、患者さんの
バックグラウンドを問わず、まず一番
最初に行っていただきたいのはもちろ
ん全身状態の把握、バイタルサインの
チェックです。その次に、耳鼻科医で
あれば当然鼻の中を見て出血点を探っ
ていくわけですが、もしご覧になって
いる先生が耳鼻科でない場合は、先ほ
ども申し上げたとおり、前方からの出
血が多いことから、アドレナリン、リ
ドカインのついたガーゼを一度鼻腔の
中に挿入して、５～10分、様子を見て
いただきます。それによって止血が図
れる場合は、およそ前方からの出血と
考えて、軟膏のついたガーゼ、抗菌薬

のついたガーゼ、もしくは止血用のス
ポンジないし吸収剤を挿入していただ
くと、とりあえずの処置が図れると思
います。
　池脇　確かにバイタルサインで変化
があれば危険な状況ですから別として、
確率的に８割が前方だとすると、今言
われたことは一般の医師でも十分行え
る処置ですね。
　渡邊　もちろん前方からの出血であ
っても、うまく止血が図れない場合も
あると思いますが、そういった場合に
は躊躇せずに耳鼻科のある医療機関に
転送していただく。紹介いただくのが
よい方法だと思います。
　池脇　止血剤、あるいは血圧が高い
ときの降圧剤は、その場で使われるこ
とが多いですか。
　渡邊　これは昔の話になるのですが、
私が医師になったばかりのころは、例
えば血圧が高くて鼻出血をきたすよう
な患者さんには、ニフェジピンの舌下
投与を行ったことがありました。しか
しここ十数年、急激に血圧を下げるこ
とで臓器の虚血状態を引き起こす投与
法はすすめられないということで、血
圧自体も処置をしている間に少しずつ
下がってくることも多くあり、ほとん
どの場合、高血圧緊急症とか、そうい
ったものが考えられるような状態でな
い場合は、基本的に降圧剤を使うこと
はありません。
　池脇　基本的には先ほど言われた血
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管収縮薬と、局麻薬をしみ込ませたガ
ーゼ等を入れて圧迫、というのが原則
でしょうか。
　渡邊　アドレナリン、リドカインの
ガーゼについては、リドカインをつけ
るのは、あとから挿入するものに対し
て、入れるときの痛みをやわらげる意
味もあります。
　池脇　質問ですけれども、前方から
の出血ではなくて、後部、後方という
ことでしょうか、これを繰り返してい
る。何か出血しやすいような背景もあ
る。そういう場合の処置ですが、耳鼻
科の先生でない場合は少し難しいよう
な気もするのですけれども、どうでし
ょう。
　渡邊　確かに耳鼻科の先生の場合は、
例えばファイバースコープや硬性内視
鏡を使うことで鼻腔の後方を観察する
ことが可能です。したがって、例えば
蝶口蓋動脈領域の破綻による後方から
の出血であっても、十分に観察しなが
ら処置を行うことが可能ですけれども、
耳鼻科の先生でない場合はそこは少し
難しいと思われます。
　池脇　内視鏡による出血部位の確認
後、具体的にはどういう処置なのでし
ょうか。バルーンを挿入するなどの処
置でしょうか。
　渡邊　実際に後方からの出血に関し
ては、内視鏡、ファイバースコープを
使うことが前提になりますけれども、
十分に観察したうえで出血点が確認で

きる、もしくは、確認できなくても、
後方からの出血が疑われるような場合
は、先ほどと少し重なりますが、アド
レナリンやリドカインのガーゼをまず
いったん入れて、出血が少しやわらぐ
かどうか、まずそれで様子を見ます。
そのうえで、特に出血点がわかりづら
い場合、あるいは出血の勢いが強い場
合は、軟膏のついたガーゼ、抗菌薬つ
きのガーゼを挿入して強く圧迫を図り
ます。ただ、入れた場合に、後方を圧
迫するのは非常に難しいので、先生が
おっしゃられたように、後鼻孔にバル
ーンを留置して、押し込んだときにさ
らに咽頭に落ち込まないようにする工
夫も必要かと思われます。
　池脇　今の先生の話は、後部からの
出血で来られた方に対する処置で、仮
にこれでうまく止血できたとしても、
そういう方がまたそれを繰り返すこと
になると、出血しやすい素地があるわ
けで、焼くとか、そういう処置になる
のでしょうか。
　渡邊　例えば、開業医の施設でそう
いった処置ができれば一番いいのかも
しれませんけれども、難しい場合には、
例えば軟膏ガーゼをタンポンして、特
に奧にバルーンを入れているような場
合は、確実に耳鼻科のある高次医療機
関に紹介いただければと思います。
　また、実際に焼く場合には、我々の
施設でもそうなのですが、全身麻酔を
かけて、内視鏡を使っても患者さんが

痛がらない、動かないような状態で、
後方の原因になる血管の根元、特に蝶
口蓋動脈の部分を十分に焼灼すること
も、そんなに頻度は高くないですが、
行います。
　あと、耳鼻科の開業医でできること

としては止血剤、全身投与ではなくて、
酸化セルロース綿もしくはゼラチンス
ポンジみたいなものを患部に当てて止
血を図ることができる場合もあります。
　池脇　どうもありがとうございまし
た。

ドクターサロン61巻６月号（5 . 2017） （437）  3736 （436） ドクターサロン61巻６月号（5 . 2017）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
一
二
三
四
五
六
七
八

詰
碁
解
答

（問題P.４）

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

黒先・白死
黒１から３が筋で
右方に連絡できます。

②
⑥

④❶
❼

❺❸

1706本文.indd   36-37 17/05/12   9:44



管収縮薬と、局麻薬をしみ込ませたガ
ーゼ等を入れて圧迫、というのが原則
でしょうか。
　渡邊　アドレナリン、リドカインの
ガーゼについては、リドカインをつけ
るのは、あとから挿入するものに対し
て、入れるときの痛みをやわらげる意
味もあります。
　池脇　質問ですけれども、前方から
の出血ではなくて、後部、後方という
ことでしょうか、これを繰り返してい
る。何か出血しやすいような背景もあ
る。そういう場合の処置ですが、耳鼻
科の先生でない場合は少し難しいよう
な気もするのですけれども、どうでし
ょう。
　渡邊　確かに耳鼻科の先生の場合は、
例えばファイバースコープや硬性内視
鏡を使うことで鼻腔の後方を観察する
ことが可能です。したがって、例えば
蝶口蓋動脈領域の破綻による後方から
の出血であっても、十分に観察しなが
ら処置を行うことが可能ですけれども、
耳鼻科の先生でない場合はそこは少し
難しいと思われます。
　池脇　内視鏡による出血部位の確認
後、具体的にはどういう処置なのでし
ょうか。バルーンを挿入するなどの処
置でしょうか。
　渡邊　実際に後方からの出血に関し
ては、内視鏡、ファイバースコープを
使うことが前提になりますけれども、
十分に観察したうえで出血点が確認で

きる、もしくは、確認できなくても、
後方からの出血が疑われるような場合
は、先ほどと少し重なりますが、アド
レナリンやリドカインのガーゼをまず
いったん入れて、出血が少しやわらぐ
かどうか、まずそれで様子を見ます。
そのうえで、特に出血点がわかりづら
い場合、あるいは出血の勢いが強い場
合は、軟膏のついたガーゼ、抗菌薬つ
きのガーゼを挿入して強く圧迫を図り
ます。ただ、入れた場合に、後方を圧
迫するのは非常に難しいので、先生が
おっしゃられたように、後鼻孔にバル
ーンを留置して、押し込んだときにさ
らに咽頭に落ち込まないようにする工
夫も必要かと思われます。
　池脇　今の先生の話は、後部からの
出血で来られた方に対する処置で、仮
にこれでうまく止血できたとしても、
そういう方がまたそれを繰り返すこと
になると、出血しやすい素地があるわ
けで、焼くとか、そういう処置になる
のでしょうか。
　渡邊　例えば、開業医の施設でそう
いった処置ができれば一番いいのかも
しれませんけれども、難しい場合には、
例えば軟膏ガーゼをタンポンして、特
に奧にバルーンを入れているような場
合は、確実に耳鼻科のある高次医療機
関に紹介いただければと思います。
　また、実際に焼く場合には、我々の
施設でもそうなのですが、全身麻酔を
かけて、内視鏡を使っても患者さんが

痛がらない、動かないような状態で、
後方の原因になる血管の根元、特に蝶
口蓋動脈の部分を十分に焼灼すること
も、そんなに頻度は高くないですが、
行います。
　あと、耳鼻科の開業医でできること

としては止血剤、全身投与ではなくて、
酸化セルロース綿もしくはゼラチンス
ポンジみたいなものを患部に当てて止
血を図ることができる場合もあります。
　池脇　どうもありがとうございまし
た。

ドクターサロン61巻６月号（5 . 2017） （437）  3736 （436） ドクターサロン61巻６月号（5 . 2017）

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

1706本文.indd   36-37 17/05/12   9:44


	02-0017-1
	02-0017-2
	02-0018-1
	02-0018-2



