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ドクター のリレー講座

く、
“ 運動や強いストレスが加わっても全く発作

食物アレルギー
食物アレルギーは乳幼児の約10％、学童の約

に重い影響を及ぼし、時に命にかかわる重大事故

その値が正常である”状態を長期間保つことを意

1.3％にみられる疾患で、近年、増加してきまし

につながることがあります。過剰でもなく、不十分

表１

気管支喘息の治療目標

じんましん

た。蕁麻疹や嘔吐、咳、ゼーゼー、意識がなくなる、

でもない「原因となる食品の適切な除去」が必要で

眠くなるなど様々な症状が出現します。血液など

す。

の検査だけではっきりと診断を確定するのが難
しく、さらに、治療には保育園や幼稚園、学校での

症状のコントロール
・気管拡張薬の頓用が必要ない

給食対応などが必要となり、多くの人びとの連携
と協力が不可欠な疾患です。

・昼夜を通して症状がない
呼吸機能の正常化

小児科専門科長
はやし

だいすけ

林

大輔

・呼吸機能検査がほぼ正常で安定している
・運動や冷気などによる症状誘発がでない
生活の質の改善

小児アレルギーについて
小児アレルギー疾患の代表的なものは
“気管支
ギ
喘息”と“食物アレルギー”です。ここではこの２

・スポーツを含んだ日常生活を普通に行う
ことができる
・治療に伴う副作用が見られない

食物アレルギーの診断
対象となる食物を摂取したときの状況や、

（小児気管支喘息治療管理ガイドライン2012より改変抜粋）

表2

アレルギーの検査

血液検査
・特異的IgE検査 ・ヒスタミン遊離試験
・リンパ球刺激試験

育っていく段階での食物の摂取歴が診断に大き

皮膚試験

く役立ち、問診が診断に必要な情報の90％を占

・プリックテスト ・パッチテスト

めるといっても過言ではありません。そのため、

・皮内テスト

医師はかなり細かいところまで問診をします
（食物の調理の仕方や、よそい方等）。また、多く
の場合“血液検査”として食物の特異的I g Eを測
定しています。この特異的I g Eは、対象となる食

呼吸機能試験
・呼吸機能試験 ・呼気中一酸化窒素測定
・気道過敏性試験

物に対するアレルギーの可能性を示す検査で、

負荷試験

その値が大きいほどアレルギーの可能性は高く

・食物負荷試験

治療の基本はお薬の投与です。ロイコトリエン

なります。食物アレルギーの確率とI g Eの値の

・薬物負荷試験

拮抗薬とステロイド薬の吸入が主体となります。

関連性は食物によって異なり、I g Eの値が陰性

すが、小学生で６～14％、中学生で５～８％程度

特にステロイド薬の吸入は気道（気管）の炎症を

でも食物アレルギーは完全に否定できず、高値

と罹患頻度は高く、小児では良く見かける疾患と

抑える作用があるため、現在の治療法としては最

でも食物アレルギーでないことがあります。そ

気管支喘息も食物アレルギーも医師とよく相談

言えます。

も望ましい薬と考えられています。ステロイド薬

のため、I g Eの値だけを参考に食物アレルギー

しながら、診断・治療を進めていく必要がありま

気管支喘息の症状は咳と喘鳴です。咳がもっと

の吸入だけでは十分な効果が得られない場合、ス

の診断を行い、該当する食物の摂取の是非を決

す。かかりつけの医師と良くご相談ください。

も出やすい時間帯は明け方ごろで、肺炎や気管支

テロイドと気管支拡張薬の合剤に変更すること

定すると、誤った判断につながります。食べられ

炎などの感染症の咳とは少し時間帯が異なるよ

があります。ステロイド＋気管支拡張薬の合剤は

ない食物を食べて、重篤な症状を引き起こした

うです。息を吐くときにゼーゼー・ヒューヒュー

使用ステロイドの量を増やすことなく、ステロイ

り、食べられるはずの食物を除去しつづけ、その

と言う「喘鳴」が、咳と一緒に出現するときは喘息

ドの気管への到達や効き具合を改善します。

結果、当初アレルギーではなかった食物がアレ

つの病気について説明していきます。
治療方法

気管支喘息
気管支喘息のお子さんは近年減少傾向にありま

ぜんめい

の可能性が高くなります。一度かかりつけ医と相
談してください。
治療目標
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ギー事故を頻発させ、お子さんの呼吸や血圧など

が誘発されない”、
“呼吸機能検査等を実施しても
味しています。

小児アレルギーについて

われています。一方で不十分な除去は、食物アレル

する」です。これは、発作を起こさないだけでな

多くのお子さんでステロイド薬の吸入もしく

ルギーに変わることもあります。特異的I g Eの結

は合剤の吸入により発作のない良好な生活を送

果は上手に使用しないとお子さんに害をなす可

ることができます。一方、ごく一部のお子さんは

能性があり、問診と検査をうまく組み合わせて

これらの治療で十分な効果を得ることができま

診断を進めていかなくてはなりません。

以前は「発作を起こさない」ことが気管支喘息

せん。そのような場合、新しい薬である抗I g E抗体

の治療目標でした。しかし、発作を起こしていな

を用いることがあります。この薬は体の免疫機構

いときも、気管の中には炎症が起きています。発

に作用し、アレルギー反応で気管が収縮するのを

食物アレルギーの治療の中心は原因となる食
ギ

作がはっきりしなくても、炎症を起こした気管

防ぐ役割をします。ステロイド薬が効かない気管

物の「除去」です。正しい診断に基づき、必要最小

をそのままにしておくと、どんどん細くなって

支喘息のお子さんの多くに有効ですが、この薬を

限の除去を行う必要があります。過剰な除去はお

いってしまいます。これを防ぐため、現在の治療

使う時でもステロイド薬の吸入は継続する必要

子さんの栄養や社会活動への参加に影響を及ぼ

目標は「気道（気管）の炎症を抑え、無症状状態に

があります。

すだけでなく、アレルギーの改善を阻害するとい

・運動負荷試験

アレルギーの原因となる食品（一部）

Alle

rgen

食物アレルギーの治療
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がんのリハビリテーション
リハビリテーション療法科副科長

峯岸

忍

がんのリハビリテーションと聞いて、
「がんに対し

り、また、手術や抗がん剤、放射線治療などを受け

てどんなリハビリテーションをするのだろう？」とイ

ることによって身体の機能が落ちたり、損なわれる

メージが沸かない方が多いのではないでしょうか。

ことがあります。
このような状況において、がんのリ

診断技術や治療法の進歩により、がんが不治の

ハビリテーションではこれまでの生活をできる限り

病であった時代から、がんと共存する時代に変化し

維持し、自分らしく生活を送ることを目的として、機

ています。

能練習や動作方法のアドバイス、コミュニケーショ
ン方法や食事についての助言、福祉用具の利用に

酬改定により、
「がん患者リハビリテーション料」が

より家庭復帰や社会復帰がスムーズにできるよう

新設されたのは大きな変化です。

にサポートを行っていきます。

がんのリハビリテーションを病期別にみると、そ
の目的と役割は図 1 のようになります。

また、緩和ケア病棟でもリハビリテーションを
行います（表 1）。
日常生活動作（ADL）の改善が困

がんになると、がんそのものによる痛みや食欲低
下、息苦しさ、だるさ等によって寝たきりになった

難な場合でも、多職種による心理的サポートや緩
和的リハビリテーションにより、生活の質（QOL）
の改善を支援することが重

図１

がんのリハビリテーションの病期別の目的

がん診断

治療開始

再発/転移

積極的な治療が
受 けられ なく
なったとき

要です。小さな目標をひと
つひとつ達成に向けて支援
していくことは、患者さんの
生きる希望を支えることに
なります。
がんのリハビリテーショ

予防的

回復的

維持的

緩和的

部咲きの見頃で
駐車場の前の桜がちょうど七
護師さんが車イ
し た。さ ま ざ ま な 病 棟 か ら 看
て来ていまし
スで患者さんをお花見に連れ
れぞれの患者さ
た。 人程の看護師さんが、そ
嬉しそう
ます。
んに話しかけ、お花見をしてい
。１ 組 は ベ ッ ド
に桜を見上げている患者さん
。日曜日なので検
で連れて来てあげていました
んなサービスを
査帰りにではないでしょう。こ
心温まるひとときでした。
して下さる病院に、

リハビリテーションの領域でも 2010 年の診療報

4月の桜が綺麗な時期に、
4月の桜が綺麗
麗な時期
麗
な時期に、
時 に 1通の
「患者の声」を投函頂きました。
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ンは、診断された時から様々
な状況でかかわっていくも
のです。
リハビリテーション

が んと診 断 され
てから早 い 時 期
（手術、抗がん剤
治療、放射線治
療の前）に開始。
機能障害は起
こっておらず、そ
の 予 防 を目 的と
します。

機能障害や筋
力や体力の低
下 が ある 患 者
さ ん に 対 して
最大限の機能
回復を図ります。

がんが増大し機能障害が
進行しつつある患者さん
に対して運 動 能 力 の 維
持・改善を試みます。
自
助具の使用、動作のコツ
などのセルフケア、関節
が 動く範 囲 が 狭くなっ
こうしゅく

たり、
拘縮や筋力が低下

患 者さん の 要 望

の必要性を理解し、主治医

を尊重しながら、

と相談しながら、サポートを

身体的、精神的、
社 会 的 にもＱＯＬ
を高く保てるよう
に援助します。

当院を利用された方が「心温まるひととき」
を過ごして下さった事をとても嬉しく感じます。
これからも、
職員一同さらなる努力を重ね、患者さんにとって良い病院であるよう頑張って参ります。

受けていくことが大切です。
当 院 は が ん のリハ ビリ
テーションを積極的に実施
しています。

はいようしょう

したりするなどの廃用症
こうぐん

候群の予防も含みます。

表1

治療や療養の時期におけるがんのリハビリテーション
（「国立がん研究センターがん情報サービス」
http://ganjoho.jp）

緩和ケアにおけるリハビリテーションの 1 例
ベッドやその周囲の環境整備の指導
補助具や自助具の検討
動作方法の指導、練習および介助方法の指導
食事の形態や姿勢の指導、代償方手段の提案
浮腫への対応
自宅の環境調整や介護指導

入口、外来フロアに飾られたお花をご覧になったことはございますか？
これらは、ボランティアさんが、季節の花々を病院前の「紡ぎの庭」やご自宅より用意し
活けて下さったものです。患者さんからは、
「いつも癒されます」
「ホッとします」
といっ
たお声をかけて頂いております。ぜひ探してみて下さい。

海外に行くときは
予防接種を受けましょう
7月1日より感染症内科外来を開設しました。出張や海外赴任・
留学・旅行などで海外に行かれる方、医療関連機関に入学・実習・
就職される方、免疫能低下（脾臓摘出後）がある方に対して専門的な
予防接種や抗体測定を行います。
海外旅行先で麻疹（はしか）にかかって、帰国してから発症する事例が
増えています。予防接種は自分だけでなく大切な人を感染症から守ります。
これま
では、一部の病院でしか接種できなかった輸入ワクチンも取り扱っています。
詳しくはホームページをご確認ください。

つくば市と共催
未来の医療人へ

つくばメディカル塾開講！
TXつくば駅に隣接したターミナルビル
「BiViつくば」2階にある
「交流サロン」をご
存知ですか？
「つくば市からの情報発信、誰でも自由に
利用できるこのスペースを使って、医療をテーマに

か総勢10人の外科医が37人の中・高生に本物の針

したイベントを企画してもらえませんか？」
と、つくば

と糸を使った縫合テクニックを指導しました。皮膚

市からお声かけいただきました。

を模したパッドの練習に続き、血管モデルにチャレ

医師が主人公のドラマや健康番組は人気があり、

ンジしました。
これは、研修医が練習するのと同じ体

病院やそこで働く医療人への関心も、
とても高いよ

験です。皆とても真剣に取り組んで、指導した医師

うです。
そこで、将来医療職に就きたいと考えている

達も驚くほどの上達ぶりでした。

学生を対象に、
プロの医療人ならではの技を披露し

「病理標本を観察して病気を診断する〜君は見

て学生自身も体験ができる
「つくばメディカル塾」
を

分けられるか、がん細胞の顔つき〜（9/28）」、
「ケガ

企画しました。

や病気で失った機能を取り戻せる！〜リハビリテー

開講は6月22日。
「 外科の基本 針と糸を使うテク

ションの世界〜（10/26）」などの企画

ニック〜これができれば血管も縫える〜」当日は、軸

が続々登場します！未来の医療人を

屋病院長をはじめ整形外科診療科長の岩指先生ほ

目指すあなた！お待ちしています。
詳細はこちら

● 受診スケジュール
通常は2〜3回の受診で必要予防接種及び、抗体価測定を行います。初回受診時には20-30分
の相談時間が必要になります。
※中学生以下のお子さんは、
ご家族で海外赴任する場合に渡航前予防接種を受け付けます。

5月より新CT（320列）が導入されました

放射線技術科長

宮本勝美

「大切なおもちゃや道具の中ってどうなっているんだろ

● 健康診断が必要な方へ
赴任前・就職前・留学前で予防接種に加え定期健康診断が必要な方に対して、つくば総合健
診センターと協力して1日3名まで対応しています。
● 英文診断書を発行します

う？」
と思ったことが一度くらいはありますよね？ しかし壊
して中を見ることはなかなかできません。CT（ Computed
Tomography）
はそんな疑問を解決できる検査の装置です。
右の画像は時計を撮影したものです。内部の様子がよく
わかりますよね。人の体も同様です。常に動き続けている心

予防接種は完全予約制です

連絡先

電話による予約受付時間

月〜金

9：30〜16：30

029-851-3511

（筑波メディカルセンター病院 ワクチン予約係）

臓も最新のCTで撮影すれば止まって見えます。それもその
はず撮影時間はなんと0.3秒以下！
撮影室の滞在時間は10〜15分です。寝ているだけで体の
隅々まで覗ける装置です。

見たい中身も壊さず確認できます
へ～
中はこんなふうに
なってるんだ

海外渡航に関する情報はこちらから

海外渡航の際に必要なワクチン接種の検索
外務省ホームページ：世界の医療事情 http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/medi/index.html
渡航前の予防接種が可能な医療機関の検索
厚生労働省検疫所
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FORTH

高速な撮影スピードを利用
すれば、常に動き続けてい
る心臓も止まって見えます。

http://www.forth.go.jp/moreinfo/vaccination.html
撮影したデータを利用してさまざまな見え方に加工できます
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救急診療科 新井晶子医師

密着番組

BS日テレ「ドクターウーマンPART2」
放映
今年２月、救急医療の最前線で働く新井医長に密着取材
の依頼がありました。
出勤から退勤まで、
もちろん日祝日の勤務や夜間当直の勤務
中にもカメラが回ります。初めは依頼を受けるか迷っていた新
井医師でしたが、救急医療に携わる医師や看護師、救急隊の活
動を伝えるという番組の趣旨に協力することになりました。
撮影は、救急外来や病棟などで3週間にわたり行われまし
た。当院では、緊急性の高い患者さんを救命するために、消防からの要請を受けて医師と看護師が現場まで向かう 『ドク
ターカーシステム』
を運用しています。
このドクターカーに同乗して、急性心筋梗塞の患者さんのもとに駆けつけ、治療する
新井先生の様子も撮影されました。
撮影を承諾してくださった患者さんやご家族のほか、９消防本部のご協力のもと、番組は6月14日に放映されました。
救急医療の最前線で働く仲間の活動に、私達も胸が熱くなり、
そして誇らしく感じました。
これからも地域の救急医療を担
う病院としての使命を果たして参ります。

病院を彩る

お庭たち

紡ぎの庭

おはなばたけ
にじ
（小児外来の庭）

病院前のペデストリアン（つくば市遊歩
道）に、職員や地域のボランティアさんに
よって整備されたお庭があります。季節を

はじまりの庭

小児外来の待合室の奥に小さな花壇

感じられる花々が咲き、５月頃には甘い香

リハビリテーション室横の空き地にあ

があります。植え替えは年２回職員ボ

りを放つスタージャスミンがパーゴラ
（円

る小さなお庭です。長い廊下の途中

ランティアが行い、日々の水やりなど

柱）から香りはじめます。

で、ホッと息をつけるような空間を目

は小児科の看護師が手入れをしてい

患者さんだけでなく、地域の人たちにとっ
ても憩いの場所となっています。

指し、
リハビリスタッフが中心となり、 ます。子どもさんたちに、少しでも元
気になってもらえるようにと、明るい
毎日のお手入れを頑張っています。

紡ぎの庭のラベンダーを使った毎年恒例

12月にはクリスマスツリーなども飾ら

「ラベンダースティックをつくろう」は、入院

れ、季節を感じられる場所でもありま

患者さんや来院者などたくさんの方が参

す。
ぜひご覧になってみてください。

色の花々を植えています。

加しています。皆さんも来年はご一緒にい
かがですか？
じくや

つくば市天久保１－３－１
TEL０２９－８５１－３５１１

〒305-8558

ともあき
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