
池田 まず初めに、community-
acquir ed pneumonia、あるいはhospital-
acquired pneumoniaといった言葉があ
りますけれども、それらとNHCAPと
どのような位置関係にあるか。逆にい
いますと、なぜNHCAPという考え方、
概念が起こったのか、その辺からお話
をうかがいたいと思います。
寺本 今まで肺炎については、主に

起因菌ですとか重症度の違いを規定す
るために、どこで肺炎が起こったかと
いうことについて、市中肺炎、外来で
診るような肺炎（CAP）と、入院して

から起こる肺炎、院内肺炎（HAP）と
いう２つに分けて考えてきました。た
だ、医療のほうが高齢化とともに進歩
しながら、制度も変わってきたという
バックグラウンドがあって、例えば介
護施設に入っているお年寄りが外来に
来た場合、その方を、今までの分類で
いうと、CAPという扱いになるのです
けれども、もうすでに医療を受けられ
ていたのに、外来に来たらCAPという
のは少し違和感があるというふうに皆
さん思っていたわけです。
もう一つ、日本には療養型病床群と

医療介護関連肺炎（NHCAP）

筑波大学ひたちなか社会連携教育研究センター教授
寺 本 信 嗣

（聞き手 池田志斈）

NHCAP（nursing and healthcare-associated pneumonia、医療介護関連肺炎）
について以下の点をご指導ください。
１．日本呼吸器学会がガイドラインを策定したと聞くがその経緯。
２．CAP（community-acquired pneumonia）、HAP（hospital-acquired pneu-
monia）との関連。

３．主に高齢者肺炎と考えてよいか。
４．ガイドラインで記されている「治療区分」の意味。
５．日本の高齢者医療の中でどうとらえるべきか。
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いう特殊な形態がありますので、そこ
に入院されている方々が例えば肺炎に
なった場合は、それは市中肺炎ではな
くて、HAPになってしまう。それぞれ
について、皆さん少しずつ疑問を持っ
ていて、典型的なCAPでも、典型的な
HAPでもないというふうに感じていま
した。
そこで、2005年にアメリカの胸部疾

患学会（ATS）と感染症学会（IDSA）
のほうで、HCAP（healthcare associ-
ated pneumonia）、医療ケア関連肺炎
という概念が出まして、すでに医療を
受けておられる方が肺炎になられた場
合は、CAPでもHAPでもなく、その中
間ぐらいの扱いで、重症度も予後も違
うということを提案されたのです。そ
ういうバックグラウンドをもとに、日
本の医療事情に合った分類、定義がい
るのではないかというところから、医
療介護関連肺炎（NHCAP）という新
しい定義が生まれることになりました。
池田 質問にありますけれども、主
に高齢者肺炎を中心とした概念という
ことになるのでしょうか。
寺本 おっしゃるとおりでして、肺

炎が死亡原因の第４位なのですけれど
も、90歳以上でいうと第１位になるの
です。これらの高齢者のほとんどは、
全く元気にいるという方々ばかりでは
なくて、すでに何らかの医療資源を受
けておられる介護施設におられる方々
が多くを占めます。こういう方々の肺

炎をCAPとかHAPとかに分けること
に対する違和感に対して、日本呼吸器
学会のほうが新たな定義として医療介
護関連肺炎（NHCAP）というふうに
決めたわけです。そうすると、実はそ
のグループのほとんどが高齢者肺炎と
いうことに結果的になったということ
になります。
池田 日本呼吸器学会がNHCAPに

関してガイドラインを策定したとうか
がっていますけれども、その経緯はど
のようなものでしょうか。
寺本 先ほどのアメリカのHCAPと

いう、実際にはガイドラインというわ
けではなくて、HAPのガイドラインの
中にそういうステートメントが出てい
るわけですけれども、それをもとに、
日本の最も長寿社会を実現した社会に
おいて、高齢者の誤嚥性肺炎を中心と
するグループを新たにNHCAPとして
定義し直して、治療の方針、あるいは
どういう薬剤を使うかという選択につ
いてまで踏み込んだという意味で、日
本呼吸器学会がそういう分類を新たに
つくったということになります。
池田 今のお話にありましたけれど

も、ガイドラインの概略と、特に特徴
といいますか、その辺をお聞かせいた
だけますでしょうか。
寺本 NHCAPは主に３つぐらい定

義がありまして、すでに介護を受けて
おられる方々の肺炎、それからいわゆ
る身障者の方々の肺炎、それから血管
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内治療という新しい言葉をつくったの
ですが、在宅で点滴を受けていたりと
か、抗がん剤の治療を受けていたり、
あるいは透析を受けておられる方々が
肺炎になった場合に、それはCAPでも
HAPでもなく、NHCAPという新しい
定義に入れるということにしました。
治療上の大きな違いとして、これま

では肺炎自体の重症度によって治療薬
を選択して治療しなさいということが
ガイドラインに記載されていたわけで
すけれども、今回は重症度ではなくて、
治療区分という新しい言葉をつくりま
した。何度も何度も誤嚥性肺炎を繰り
返すようなお年寄りもいらっしゃるわ
けで、そういう方々について一律に、
ただ単に重症度で治療するのではなく
て、患者さんの家族、ご本人、あるい
はその主治医と、新たに治療する側と
が合意形成を図って、腫瘍性疾患では
ないのですけれども、どのくらいまで
治療しますかということを考えながら
治療すべきだということをガイドライ
ンに記載いたしました。
池田 私が受けるイメージとしまし

て、終末期医療ということなので、が
ん患者さんとか、あるいは胃瘻がある
患者さんとか、そういった患者さんの
最終的な意思決定に似ているような過
程だと思うのですけれども、実際、高
齢者の肺炎でどういったプロセスを経
て終末期の判断を行うかということに
関しては、日本呼吸器学会のガイドラ

インはどのように書かれているのでし
ょうか。
寺本 今回のガイドラインではそこ

までは踏み込めなかったのですけれど
も、誤嚥性肺炎の方の中に外来での治
療可能なグループから、どのように治
療しても在宅に戻ることは難しい方々
とか、かなりばらつきがあるのです。
しかも、それが必ずしも肺炎の重症度
だけでは判断できない部分があります
ので、まず治療できる部分についてや
らないということではなくて、治療は
するのですけれども、そのときに、こ
れまでの病歴であるとか、背景疾患で
あるとか、社会的な事情までちゃんと
考慮して、例えば人工呼吸器を使った
ような集中治療を行うのかどうか。ど
こまで闘いながら治すべき肺炎なのか、
という判断について、最初の段階で本
人あるいはご家族、主治医とちゃんと
話し合っていこうというところまでを
今回は述べさせていただいています。
池田 将来的にはもう少し踏み込ん

だかたちのディシジョン・メイキング
という過程に関して、今ガイドライン
の改訂はどのようなステップを踏む方
向で進んでいるのでしょうか。
寺本 ガイドラインはまだできたと

ころです。日本呼吸器学会のガイドラ
インは検証型と申しまして、一度発表
したことについて、整合性、あるいは
価値があるかということをもう１回検
証することになっています。その段階
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を踏んだところで、もしかしたら終末
期肺炎という新たな問題に対してもあ
る提言ができる日が来るかもしれない
と考えています。
池田 このガイドラインに従って治

療をして、また施設に復帰しなければ
ならない人、そういったものも将来的
には想定しながら治療の程度を決める
とか複雑な要素が多いので、逆にいい
ますと、今の日本の高齢者医療の中、
いろいろ問題があります。そういった
中で、がんと変性神経疾患、それから
肺炎、そういったものが同じ見方をさ
れるようになったと理解してよろしい
のでしょうか。
寺本 今まで肺炎は、呼吸器の病気

というか、肺の病気という認識だった
わけですけれども、少なくとも高齢者
肺炎は脳神経疾患をベースとした全身
疾患の要素がかなりあります。そうい
う方々について、肺だけを取り出して
きて治せばいいという時代ではなくな
っていますので、今回のガイドライン
を示したことによって、介護を受けて
おられる方はみんな肺炎のリスクを持
っておられる。100年前にウィリアム・
モスラー先生がおっしゃった「肺炎は
老人の友だ」ということがまさに現実
に起こっているということをガイドラ
インとして明文化できたのではないか
と考えています。
それから、日本老年医学会が胃瘻の

是非について、必ずしも胃瘻の適応が

あっても全例に施さなくてもいいとい
う立場を表明していただいているので
すけれども、同じように、肺炎につい
ても、全症例について一律、同じ治療
を最大限までするわけではないという
一定の方向性だけは今回のガイドライ
ンで示せたのではないかと考えていま
す。
池田 先ほどガイドラインで記され

ている治療区分というお話が出ました
けれども、それに関してもう少し詳し
くお話しいただけますでしょうか。
寺本 今申し上げましたように、

NHCAPに当たる高齢者の肺炎という
のは極めてバラエティに富んでいるの
です。重症なものから、比較的外来で
治療可能なものまで、かなり広範な肺
炎が含まれてきます。ですから、肺炎
だということが診断できたときに、こ
れを外来で頑張って治療するグループ
とするのか、入院にするのかというこ
とでまず大きく分けます。
さらに、入院症例については、これ
までに胃瘻もすでに受けているとか、
あるいは何度も肺炎で入院されている
という方々は、耐性菌、MRSAを中心
とする耐性菌のリスクが増えてきます
ので、そういうグループかどうかとい
うふうに、またさらに分けます。
さらにそのグループの中で、やはり

この方々については人工呼吸器も使っ
て集中治療するのだというグループと、
そこまでは頑張らないグループに分け
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て治療戦略を考えてはどうかというこ
とが治療区分の大きな柱です。
池田 その治療区分のどのステップ
にいくかという意思決定はどのように
なされるのでしょうか。
寺本 まず肺炎について医師が診断

します。その段階で、外来でいけそう
か、入院でやるべきかというところを
判断すると思うのです。それについて、
外来で頑張れそうだというときに、ご
家族と、この方は外来で頑張れるので、
外来でなるべく頑張りましょう。それ
が合意できれば外来で頑張りますし、
その時点でご家族が「いや、ぜひ入院
で」ということであれば、その意思を

優先する。
さらに、人工呼吸器を使って集中治

療まで行いますかということについて、
ちゃんと合意を得て、そこを最初に決
めておけば、どのくらいまでこの肺炎
と闘うのかということが明確になって、
お互い納得したうえで治療が進められ
るということになりますので、特に１
度目の入院ではなくて、何度も肺炎を
繰り返されているという方のときに、
こういうことをあらかじめ決めておく
ということはとても大事なことではな
いかと思います。
池田 どうもありがとうございまし

た。
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山内 多田先生、腫瘍性の膵臓の囊
胞の中で最も多いのはIPMNと考えて
よろしいのでしょうか。また、膵管上
皮に発生するものなのでしょうかとい
う最初の質問です。
多田 囊胞性の膵腫瘍の中で一番多

いのはIPMNで、圧倒的に多いです。囊
胞性の膵腫瘍の中で多分９割以上を占
めていると考えられます。その他のも

のはまれです。IPMNは膵管上皮に発
生する腫瘍です。
山内 次の質問になります。この

IPMNと、今の囊胞性の腫瘤の悪性の
変化、あるいは通常のがんとの関連性
ということですが、囊胞ですと、いろ
いろと意見があるのかもしれませんが、
この場合はどうなのでしょうか。
多田 IPMNは悪性ポテンシャルを

膵管内乳頭粘液性腫瘍と粘液性囊胞腺腫

東京大学消化器内科講師
多 田 稔

（聞き手 山内俊一）

膵管内乳頭粘液性腫瘍（IPMN：Intraductal papillary mucinous neoplasm）、
粘液性囊胞腺腫（MCN：mucinous cystic neoplasm）について以下の点をご教
示ください。
１．tumorous pancreatic cystで最も多いのはIPMNと考えてよいか。また膵
管上皮に発生するか。

２．IPMNと「pancreatic cystic tumorの悪性変化」、あるいは「通常のpan-
creatic cancer」との関連。

３．IPMNとMCNの異同。
４．IPMNはadenomaを経てcancerに進行するのか、あるいは大腸の ‘de novo’ 
cancerのような発育もあるのか。

５．IPMNの良悪性の鑑別法。
６．MCNがほとんど女性に発生する背景

＜岡山県開業医＞
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持つ囊胞性の腫瘍でありまして、すべ
てではないのですが、一部のものが悪
性化すると考えられています。
山内 一部といいますと、パーセン
テージとしてはかなり低いほうなので
しょうか。それとも、けっこうな割合
なのでしょうか。
多田 それはもともとのIPMNの程

度といいますか、病態、大きさなどに
かかわってくるので、割合には幅があ
ります。
山内 あとの質問にも絡むのですが、
通常の膵臓がんとはまた別のものと離
して考えられているのでしょうか。
多田 もともとは通常の膵臓がんと

は別のものと考えられていまして、囊
胞状を呈するその壁の腺腫ががんにな
っていく。いわゆる大腸のポリープの
がん化がよく知られていますが、大腸
の腺腫が一部がん化して、全体ががん
になって浸潤化していく。それと同じ
ようなものの膵臓版と考えられていま
して、これが一番多いIPMNの悪性変
化です。
ところが、それ以外に、IPMNを持

っていると、そこが悪性化、変化する
のではなくて、それを持っている患者
さんの別の膵臓の部位に、普通の、通
常の膵臓がんが発生しやすいというの
が最近わかってきています。
山内 そうすると、通常の膵臓がん

のほうにも目配りしないといけないと
いうことになるわけですね。

多田 そうなのです。
山内 なかなか厄介ですね。
多田 そうです。
山内 次の質問と絡むかもしれませ

んが、IPMNはアデノーマを経て、がん
に移行するのか、あるいは大腸のde 
novoのがんのような発育もあるのか。
ちょっと類似の質問になるかもしれま
せんが、もう一度まとめていただけま
すか。
多田 IPMN自体ががん化するのを

IPMN由来浸潤がんと呼ぶのですけれ
ども、この場合は、先ほどお話しした
とおり、アデノーマを経てがん化する
と考えられております。大腸のde novo
というのは、ポリープではなくて、が
んが出るというふうにとらえますと、
先ほどお話ししたとおり、IPMNを持
っている人は、それ自体は変化しなく
ても、普通の膵臓がんが別のところに
出やすいというのがありますので、そ
れをde novoというふうにとらえます
と、大腸がんのde novoに相当するも
のがあるという答えになると思います。
これが最近のIPMNにまつわる最も

ホットな話題の部位のところです。
山内 わかってき始めたという感じ

ですか。
多田 そうです。日本はけっこう検

査をたくさんやりますので、例えば
IPMNで、がんではない人でも、がん化
のリスクがあるということで、画像な
どで経過を追っていく症例がたくさん
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あるわけです。それから、手術をして
も、その後に再発がないかとフォロー
していくので、多分こういうことがわ
かってきたのだと思います。海外では、
例えば手術してしまうと、日本ほどき
ちんとその後を診ないのではないかと
思われまして、IPMNの患者さんが通常
型膵臓がんを合併する、もしくは併存
するというのは、海外ではあまり認識
されていませんで、Japanese disease
ではないかといわれたりすることもあ
るのです。
山内 実際に日本人に特に多いかは

別にしても、日本では世界に比べると
報告が多い疾患なのですね。
多田 そうです。日本で発見されて

発信された腫瘍です。
山内 次の質問は、具体的なものに

なりますが、IPMNの良性・悪性の鑑
別方法についてです。もともと膵臓と
いうのは腫瘍自体の発見も非常に難し
い感じがありますが、そのあたりも含
めて少しお話をうかがえますか。
多田 膵臓は、胃や大腸と違って組

織診が得にくいというのが弱点であり
まして、例えば膵液細胞診、これは間
接的な細胞を取る方法なのですが、こ
れで細胞が陽性になれば悪性というこ
とがいえますけれども、逆にそれでが
ん細胞がなくても、良性とはいえない
というところがあります。
ではほかに何があるかというと、ま

ず症状ですが、がん化すれば閉塞性黄

疸を起こすことがありまして、この場
合はがんと考えていいと思います。あ
とは膵炎があるのですが、膵炎は良性
と悪性の鑑別ではわからない。良性で
も膵炎が起こることがあり、症状や膵
液細胞診では発見に限界があります。
山内 具体的にやはり画像系にいく

のでしょうね。
多田 結局は幾つかの画像を駆使し

て評価するわけですけれども、まずは
主膵管型と分枝型に分けます。主膵管
型というのは、膵臓の真ん中に走って
いる主膵管にIPMNができた場合で、
この場合は悪性の頻度が高いといわれ
ていまして、この場合は全例、手術し
たほうがいいとなっています。
山内 そのあたりの見極め方法です

が、比較的簡単なのでしょうか。
多田 IPMN、MCNの国際診療ガイ

ドラインがあって、大まかな説明はあ
るのですが、明確にはされていません。
主膵管が太い場合、だいたい７㎜とい
う先生もいますし、10㎜という先生も
いますが、通常、主膵管は１～２㎜が
正常なので、それから見ると相当太い、
こういうものが主膵管型と考えていい
と思います。
山内 そこのところでわかってくる

ということですね。
多田 そうですね。ただ、最も多い

のは分枝型といって、もっと奥の細い
膵管のところに腫瘍ができたものです。
これはけっこう良性・悪性の鑑別が難
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しくて、画像的には３つのポイントが
いわれています。一つは囊胞の中に壁
在結節が出てくるものに悪性のリスク
が高い。それから、分枝型でも主膵管
が太いものは悪性のリスクが高い。こ
の辺が参考になります。
もう一つ、昔のガイドラインには囊

胞の径が３㎝を超えるものが悪性のリ
スクが高いといわれていたのですが、
これは見直しが進んでいまして、ガイ
ドラインの新版が2012年、もうすでに
電子版で出ているのですが、ここでは
前あった３㎝は削られまして、３㎝以
上は要注意で精査が必要だが、即切除
の対象とはならないというように最近
変更になりました。
山内 そのあたりは超音波ではわか
らないですね。
多田 見えるものならわかると思い

ますが、壁在結節の小さいものとかに
なりますと、さらに詳しい超音波内視
鏡による検査が必要になってきます。
山内 超音波内視鏡と、それからい

わゆるCT、MRIになるのでしょうか。
多田 超音波内視鏡や、あとは造影

CTとか、全体像の評価にはMRI、こ
の辺が主流の検査で、場合によっては
ERCPということになると思います。
山内 かなり専門的なものになって

くるということですね。
多田 そうですね。
山内 次の質問ですが、MCN、粘液

性囊胞腺腫の話に移ります。ほとんど

女性に発生する背景は、という質問で
すが、これは実際そうなのでしょうか。
多田 これはもともと定義が卵巣様

間質を持つ囊胞性の膵腫瘍で、腫瘍の
間質のところに卵巣に見られるような
間質がある、これをMCNと定義して
います。この卵巣様間質というのは女
性ホルモンと関係がありまして、切除
標本を免疫染色しますと、エストロゲ
ンとかプロゲステロンレセプターが陽
性になる。もともとそういうものを持
っているものを今はMCNとしましょ
うという定義ですので、女性に関連し
ています。
山内 当然そうなってしまうわけで

すね。最後の質問になります。IPMN
とMCNの異同ということになります。
今までのお話ですと、けっこう物が違
うような気がいたしますが、実際、臨
床的にはいかがなのでしょう。
多田 手術で取ったもので、卵巣様

間質というのが病理学的に証明される
とMCNになりますけれども、臨床的
には、それ以前ですと鑑別が難しいこ
とがあります。
両方とも囊胞の中の液体が粘液性の

ものである、囊胞性の腫瘍であるとい
う点で同じです。
違いについては画像診断である程度

鑑別できます。まずはMCNですと、ほ
とんど女性である。それから発生部位
にも特徴がありまして、膵頭部にはほ
とんどないということが特徴的です。
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あとは、形とか個数とか、膵管の拡張
があるかとか、粘液が十二指腸乳頭や
主膵管内に出ているかとかで、術前に
画像診断を中心に鑑別します。
山内 最終的には、取った標本の組

織診というかたちになるわけですね。
多田 現在はそれが必須になってい

ます。
山内 どうもありがとうございまし

た。
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池田 質問では、注射・点滴に対す
る恐怖からか、注射・点滴中に血管迷
走神経反射を起こして失神状態となる
ことを経験します。その場合、薬剤に
対するアナフィラキシーショックとの
鑑別はどのようにしたらいいでしょう
かということです。
まずこの質問の血管迷走神経反射に

ついてお聞かせください。
児玉 人間の体は、交感神経と副交

感神経のバランスによって、うまく全
身状態が維持されています。ただ、注
射・点滴による恐怖があったり、ある
いは強い痛みがあったりすることによ

って、副交感神経が過度に緊張して徐
脈あるいは血圧低下が起こることによ
り、一過性に脳への血流が低下して意
識を失う、あるいは意識を失いそうに
なるということが起こります。これら
の病態を血管迷走神経反射と称します。
池田 次に、特に薬剤に対するアナ

フィラキシーショックについてお話を
していただきたいと思います。
児玉 人間の体は、薬剤に限らず、

様々な物質に対してアレルギー反応を
起こすことがあります。その強いアレ
ルギー反応が起きた場合が、アナフィ
ラキシーであり、その際に血圧低下を

血管迷走神経反射とアナフィラキシーショック

聖マリアンナ医科大学救命救急センター医長
児 玉 貴 光

（聞き手 池田志斈）

注射・点滴中の血管迷走神経反射とアナフィラキシーショックについてご教
示ください。
注射・点滴に対する恐怖からか、注射・点滴中に血管迷走神経反射を起こし
て、失神状態となることを経験します。その場合、薬剤に対するアナフィラキ
シーショックとの鑑別は、どのようにしたらいいでしょうか。また、アトロピ
ンとボスミン（アドレナリン）はどのように使ったらいいでしょうか。このよ
うな場合の対処方法についてご教示ください。

＜広島県開業医＞
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伴う場合をアナフィラキシーショック
と定義します。
池田 点滴・注射中に意識レベルが

下がるといったほかに、そういった病
態はありますでしょうか。
児玉 可能性としては、痛み等によ

っててんかん発作が誘発されて意識を
失うということも考えられなくはあり
ません。
池田 その際に、緊急の場合ですの

で、鑑別といいますか、血管迷走神経
反射による失神状態か、アナフィラキ
シーショックによる血圧低下か、そう
いった鑑別について教えていただけま
すでしょうか。
児玉 最も簡便な鑑別方法としては、

頻脈の有無がよいかと思われます。血
管迷走神経反射の場合は、当初は徐脈
状態であることが多いです。それに対
して、アナフィラキシーショックの場
合は当初から頻脈を呈していることが
多いこと、もしくは皮膚症状が出てい
ることがポイントです。特に膨疹ある
いは丘疹等の皮膚症状が出ているとい
うのが大きな違いになるかと思います。
池田 粘膜疹はいかがでしょうか。
児玉 場合によっては粘膜にも膨疹

が出ることはあり得ます。ただし、体
表しか迅速に観察できないため、直後
の粘膜観察は困難ではないかと考えま
す。
池田 そのほか、てんかん発作が誘

発されるというお話もありましたけれ

ども、その場合はどのような症状にな
りますか。
児玉 てんかんの場合は、既往歴で

すとか、あるいは痙攣の有無とかが鑑
別の目安になるかと思われます。
池田 血管迷走神経反射の失神状態

と、アナフィラキシーショックの失神
状態の出現の時期といいますか、時間
帯の違いはありませんか。
児玉 血管迷走神経反射の場合は、

針の刺入と同時に起こることが多いと
考えられます。しかし、アナフィラキ
シーショックに関しましては、薬剤が
体内に注入されてからということにな
りますので、少し遅れて数分後に発症
することが多いかと思います。
池田 この質問によりますと、そう

いった状態において、アトロピンとア
ドレナリンはどのように使ったらいい
でしょうかということですけれども、
そのあたりはいかがでしょうか。
児玉 通常の血管迷走神経反射で、

強い徐脈症状が出ている場合はアトロ
ピンの投与が第一選択となります。た
だし、アナフィラキシーショックの場
合、あるいは心停止もしくは心停止に
近い状態の場合はアドレナリンが第一
選択となります。
池田 おそらく質問の内容としては、

診断が誤っている場合、アトロピンあ
るいはアドレナリンを使った場合にど
ういうことになるかということだと思
うのですけれども。
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児玉 アトロピンの投与の場合、副
作用としては頻脈が挙げられると思い
ます。ただし、この頻脈に関しまして
は、多くの場合は命にかかわるもので
はありません。ただし、アドレナリン
が必要な病態の場合、深いショック状
態あるいは気道閉塞症状が疑われる場
合は、アドレナリンを投与しないこと、
あるいはアドレナリンの投与が遅れる
ほうが、患者さんの命に対して非常に
危険であると考えます。
池田 迷った場合はアドレナリンと

いうことでしょうか。
児玉 アドレナリンの投与を優先す

ることが望ましいと思います。
池田 ２つの病態にもよりますけれ

ども、そのほかの対処法としてどのよ
うなものがありますか。
児玉 一番重要なことは気道をきち

んと確保するということ、もう一つは
脳への血流を確保するということにな
ります。ですから、患者さんがもし座
位あるいは立位でいらっしゃる場合は、
まず臥位にするということ。そのうえ
で、気道が開通しているかどうかを確
認し、酸素を十分に投与するというこ
とが望ましいと思います。
池田 具体的にそういった患者さん

に遭遇した場合、順番といいますか、
それを含めた経過について、あるいは
対処法について、一つひとつお話しい
ただければと思います。
児玉 まず、患者さんの生命の維持

のためには気道の確保が重要になりま
す。そのため、きちんと気道が確保さ
れているということを確認することに
なります。そのうえで、可能であれば
高流量酸素を投与するということ、ま
た循環の維持のために患者さんを臥位
の状態にする、あるいはすでに点滴が
確保されている場合は、その静脈路か
ら細胞外液を大量に投与するというこ
と。そして薬剤に関しましては、アナ
フィラキシーショックの場合はアドレ
ナリンを0.2～0.5㎎、筋肉注射をすると
いうことが推奨されています。
池田 少し前後するのですけれども、

緊急時ですので、治療的診断といいま
すか、そういったことも踏まえてアド
レナリンを投与するということはある
のでしょうか。
児玉 実際の臨床では、本当にアナ

フィラキシーショックが起きているの
かどうか、確定診断を下すことは難し
いと考えます。可能性を疑った場合は
アドレナリンの投与をすることが望ま
しいと思います。
池田 そして、アドレナリンが著効

するといいますか、どちらにしても効
果はあるわけですね。
児玉 はい。ただし、ここで注意し

なければいけないのは、血管内水分量
が減少している場合、あるいは座位に
よって心室内に十分に血液が充満して
いない場合、アドレナリンの投与によ
って心臓の空打ちが起こり心拍出量が
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低下する（Empty Ventricle Syndrome）、
あるいはそのことによって心室細動が
誘発される危険性があることを忘れて
はいけません。
池田 治療によりまして、それぞれ
の状態がどのように回復していくか、
いつまで確認作業を行わなければいけ
ないかについてお話しいただきたいと
思います。
まず、血管迷走神経反射のほうから

お願いします。
児玉 血管迷走神経反射の場合は、

多くは外来で数時間も経過観察すれば
十分かと思います。ただし、血管迷走
神経反射を起こしてしまった原因がし
っかりと究明できない場合は、念のた
め後日でもけっこうですので精査が必
要になるかと思います。
一方でアナフィラキシーショックの

場合は、いったん症状が改善したとし
ても、24時間あるいは36時間以内にも
う一度同じような症状が出現すること
があり得ます。そのリスクを考慮して、
入院加療ができる施設への搬送、ある
いは24時間程度の経過観察入院が望ま
しいと思います。
池田 それで36時間あるいは丸２日

経過してしまえば一安心ということに
なるのでしょうか。
児玉 初発の症状としては一安心で

すが、原因となる薬物あるいは物質の
究明が必要になりますので、後日、皮
膚科あるいはアレルギー科での精査が

望ましいと思います。
池田 われわれもよく麻酔剤で経験

するのですが、麻酔剤の種類が幾つか
ありますけれども、次回に使用すると
いいますか、そういったものの選択は
アレルギー科か皮膚科で検査してもら
うということになるのでしょうか。
児玉 はい、それが望ましいと思い

ます。
池田 あと、ご家族に対するご説明

ですが、緊急時でなかなか時間はない
と思うのですけれども、診断がつかな
い状態においても、家族が理解できる、
あるいは納得できるようなご説明の仕
方というのはありますか。
児玉 患者さんのご家族に対しては、

強いアレルギー反応が起きているとい
うことをご説明することが不可欠です。
そのうえで、迅速で確実な治療が行わ
れた場合は生命予後が悪くないという
ことを確実にお伝えすることが重要で
す。併せて、原因物質を究明しなけれ
ば、また同じようなことが起きうると
いう、その危険性についても指摘する
必要があると思います。
池田 場合によっては、血管迷走神

経反射であるということも説明する必
要があるのでしょうか。
児玉 その可能性も否定はできない

でしょうから、同じようなシチュエー
ションを繰り返さないように、患者さ
んに生活の注意を促すことが必要でし
ょう。
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池田 まとめさせていただきますと、
血管迷走神経反射を起こして失神状態
にあっても、アナフィラキシーショッ
ク状態にあっても、バイタル等をよく
取って鑑別して、どうしてもという場
合はアドレナリンを使っておく。そし
て経過を見て、アナフィラキシーショ

ックが疑われれば検査科に回す。血管
迷走神経反射であれば、その状態を自
分が生じうるということを頭に入れて
生活をしていただくということになり
ますね。
児玉 はい、そのとおりです。
池田 ありがとうございました。

76 （76） ドクターサロン57巻１月号（12 . 2012）

小誌をご愛読いただきまして誠にありがとうございます。
※第57巻（新年）１月号をお届けいたしました。
※巻頭言には、日本医師会長の横倉先生から『年頭所感』を頂戴いたしました。
※〔新年の展望〕欄には、９領域の先生方に、平成25年の学会（総会）を中
心に各科領域における最近の動向を踏まえて展望していただきました。
ご多用の中ご執筆賜りましたこと改めて厚く御礼申し上げます。

※〔DOCTOR-SALON〕欄には、３篇を収録いたしました。
※ご執筆（ご登場）賜りました先生方には厚く御礼申し上げます。
※尚、新年号では〔海外文献紹介〕欄は、休載させていただいております。
※2013年も変わらぬご指導（ご支援）・ご鞭撻（ご教示）賜りますようお願
い申し上げます。

後記にかえて




