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 歯科麻酔で麻酔をしたら気分が悪く
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■  共愛会病院 2019 病院祭を実施！
■  函館競輪場テレシアターで医療講演を
　 実施しました。
■  大沼老人大学で医療講演を行いました。
■  函館の五島軒で医療講演を行いました。
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■  当院では『特定行為看護師』が働いています。　 外来師長・特定行為看護師　宇美吉樹
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皆様いかがお過ごしでしょうか？

　8月 1日より院長に就任して以来、徳洲会グループの全国会議などに出席する
ようになりました。グループ病院の特徴を生かし、各病院のデータやインシデ
ントを共有することで自院での対策に役立てることができます。昨年、北海道
で起きたブラックアウトでの他院の対応や、今回の千葉県を中心とした大規模
停電の状況を共有することで当院での停電時の対策に役立てることができます。

　また、インフルエンザの全国的な発生状況なども事前に知ることができます。

　次々と超大型台風が上陸するなど昨今の自然災害は対岸の火事としていては
いけない状況で、当院でも災害に強い病院となるべく体制を整えて行きたいと
思っています。

ご
あ
い
さ
つ

院長■立石　晋

＜救急救命処置デモンストレーション＞

＜特別医療講演の様子＞

＜職員による縁日＞

＜こども絵画展表彰式＞

　令和元年９月１日（日）より、「共
愛会病院 2019 病院祭」を開催しま
した。本年は、年号が変わり、更に、
社会福祉法人函館共愛会から医療
法人徳洲会に法人変更がありまし
た。当日は晴天に恵まれ、約 400
名のお客様にお越しいただき、大盛
況に終わりました。水島名誉院長の
「知って得する長寿遺伝子のミニ知
識」の医療講演からスタートし、こ
ども絵画展示会表彰式、ちびっ子
撮影会、スタンプラリー、医療・介
護・健康相談会、フリーマーケット、
ステージイベント、職員による趣向
を凝らした出店がありました。地域
の皆様とこれからも、愛される病院
をテーマに、職員一同これからも頑
張っていきますので、よろしくお願
いいたします。

　９/1

トピックス

共愛会病院 2019 病院祭を実施！
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　令和元年９月４日（水）に、函館市競輪場　
テレシアターにて、函館市教育委員会　生
涯学習文化課主催の、令和元年度　社会学
級フェスティバルが開催されました。演者
に、当院の福島総長が招かれ「身近な人を
もっと理解するために～男と女の脳」のテー
マで、医療講演を行いました。社会学級と
は、20 代から 90 代の年齢層で、函館市に
お住いの方であればどなたでも参加できま
す。参加者は約 200 名で、出席された方か
ら、今後の人生に参考になりましたと感想
が寄せられました。これからも、地域に役
立つ医療講演を提供していきたいと考えて
おります。

　令和元年10月 2日（水）に、南北海道大沼婦
人会館にて、大沼老人大学の医療講演を実施し
ました。演者は当院の芦崎ひとみ看護部長が担
当し、「高血圧と心臓病」のテーマで医療講演を
行い、老大生 11名が参加しました。
　高血圧のしくみと、日頃から気を付ける事を解
りやすく聞けて、また生活習慣の見直しをするこ
とで、大病の予防になることを知ったとする感想
が寄せられました。自宅でできる、血流を良くす
る簡単ストレッチについては、今晩から取り入れ
てみますとの感想がありました。
　これからも、各種団体からの要望に応じて、健
康講座を実施していきます。

　令和元年10月12日（土）に、北斗ライオン
ズクラブ主催の医療講演を実施しました。演
者は当院の水島豊名誉院長が担当し、「糖尿病」
のテーマで医療講演を行いました。参加者は
35 名で、糖尿病のしくみと合併症について詳
しい内容が聞けた、また、食生活と運動につ
いて考えさせられました。食事の食べる順番を
変えて、少しずつ無理のない運動に取り組むこ
とで、予防に積極的に取り組みたいとの感想
がありました。
　これからも、各種団体からの要望に応じて、
健康講座を実施していきます。

　９/４

　10/2

　10/12

函館 競輪場テレシアターで
医療講演を実施しました。

大沼老人大学で
医療講演を行いました。

函館の五島軒で
医療講演を行いました。
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医療コラム

産婦人科部長
佐藤　賢一郎 医師

産婦人科 ピルについて
　　ピルというお薬は、 おそらく誰もがどこかで、 一度は

耳にしたことがあるのではないでしょうか。 有名なお薬で

すが、 実は詳しいことはあまり知られていないように思い

ます。 ピルは、 エストロゲン（女性ホルモン） とプロゲス

テロン （黄体ホルモン） を合わせたホルモンのお薬です。

1955 年に避妊薬として、 アメリカのグレゴリー ・ ピンカス

(Gregory Pincus) 博士によって開発され、 1960 年にアメ

リカで経口避妊薬として販売開始されました。 副作用の

軽減の目的で、 1973 年にホルモン量の少ない低用量ピ

ルが開発され、 近年ではホルモン量のさらに少ない超低

用量ピルが登場しています。 日本では、 治療目的の高用

量ピルは 1957 年に発売されていましたが、 避妊目的で

のピルの発売は1999年になります。欧米諸国と比べると、

日本での避妊目的のピルの認可は非常に遅かったのです

が、 1980 年代の海外でのエイズの流行などもあって簡単

にはいかない事情がありました。 また、 避妊薬としてのピ

ルの解禁をめぐっては 1970 年代に中ピ連 ( 中絶禁止法

に反対し、 ピル解禁を要求する女性解放連合 ) なる団体

が結成され、 当時、 社会現象にもなりました。 ピルによる

避妊が可能になれば、 妊娠するかどうかの自己決定権を

女性が持てるようになり、 女性の権利の拡大、 女性の社

会進出にもつながり、 当時、 社会的にも非常に大きな影

響があったのです。 実は、 ピルというお薬は世の中を変

えるほどの影響力を持ったお薬だったのです。 近年、 ピ

ルは避妊以外にも、 いろいろな効果があることがわかり、

いろいろな使い方をされるようになってきました。 生理痛

をやわらげる、 生理の出血を減らす、 月経周期を整える、

月経前のいろいろな症状 （月経前症候群） をやわらげる、

子宮内膜症の進行をおさえるなどです。 また、 いろいろ

な都合で月経を早めたり、 遅らせたりすることもできます。

　有名な女子サッカー選手の方が、 試合の時に生理がぶ

つかったら大変ですので、 ピルでずらしたりしていることを

お話しされていました。 アメリカでは、 かなり以前から行

われていたとのことです。 それだけで女子サッカーが強く

なったわけではないでしょうが、 生理の問題は、 全ての女

子スポーツに共通することですので重要です。 また、スポー

ツ以外にも、 試験や旅行の時に生理をずらしたりなど、 考

えてみると、 いろいろな場面に使える、 実に便利なお薬

なのです。
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　　副作用は、 初めて服用する場合には嘔気が一番問題かもしれません。 また、 むくみ、 不正出血や、

長期に服用する場合には肝機能障害、 血栓症などにも念のため注意が必要です。 体重が増えるとい

う話がありますが、お薬で脂肪がつくことはありません。むくみで多少体重が増えるかもしれないのと、

食欲が亢進してつい食べすぎてしまって体重が増えるのが大きな要因と思われます。 最近は、 副作用

をおさえるためにホルモンの量を減らした低用量ピルや超低用量ピルが主流となっており、 また、 140

日間連続服用して生理を止めておくピルや 77 日間連続服用して生理を止めておくピルも発売されて

います。 年に 3 ～ 5 回くらいの生理ですむ計算になり、 便利な場合もあると思います。 最近は、 ピ

ルは 「生活改善薬」 と呼ばれることもあり、 使い方によって様々なかたちで女性の皆さんの生活をサ

ポートすることができると思います。 また、どうしてもピルが苦手な方には黄体ホルモン治療もあります。

ピルについて詳しいことをお知りになりたい方は、 ぜひ産婦人科を受診して下さい。

●乳がん患者
●血栓症関連	 ①動静脈血栓症またはその既往
	 （心筋梗塞・狭心症、動脈系の心血管疾患のリスクのあるもの、

脳卒中、深部静脈血栓症、肺塞栓症、抗リン脂質抗体症候群など）
	 ②長期安静が臥症が必要な手術患者（大手術４週間、後２週間）
●３５歳以上の喫煙者（１５本以上は禁忌）
●高血圧（収縮期高血圧160≦、または拡張期血圧100≦は禁忌）
●肝酵素に影響を及ぼす薬剤（抗生剤、抗痙攣剤）服用
●肝硬変（非代償性では禁忌）
● DM（血管障害合併症は禁忌）
●片頭痛（３５歳以上には適さない、年齢に拘わらず巣症状あれば禁忌）
●分娩後６カ月までの授乳婦
　（授乳にかかわらず２１日以内の褥婦、産褥６週間以内の授乳婦は禁忌）
●思春期前の女性、妊婦

ピルの副作用

ピルが適さない女性

＜当院の産婦人科外来＞
診療科名 受付時間 月 火 水 木 金 土

産婦人科
９：00～ 11：30 佐藤 福島 佐藤 福島 佐藤 担当医

13：00～ 16：00 佐藤 佐藤 佐藤 福島 佐藤 ×

※当院の医師の都合で変更がある場合があります。ご来院の際はお問い合わせ下さい。

吐き気

にきびなどの
副作用

ふくらはぎの痛
み・むくみ、手
足のしびれ

鋭い胸の痛み、
突然の息切れ

激しい頭痛､ めま
い、失神、視覚、
言語障害、目のか
すみ、舌のもつれ

１～３カ月位
で消失

ほとんどの場合ありません

乳房の張り頭　痛

体重増加

静脈血栓塞栓症
頻度は少ないものの静脈血栓症、脳卒中、心臓発作など

重大な副作用が起こることもあります。次の症状が認めら

れたら、早急に医師へ相談し、適切な処置を受けて下さい。
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医療コラム

歯科口腔外科部長
佐藤　雄治 医師

歯科口腔外科
歯科で麻酔をしたら気分が悪くなるって
局所麻酔薬アレルギー？
　　歯科治療では局所麻酔がよく使われます。 口腔内の感

覚は脳神経で最も大きい三叉神経で支配されており、 敏

感なこの部位の治療を麻酔なしで行うことはかなり困難で

す。 この局所麻酔ですが、 患者さんから 「以前歯科治療

中に体調不良になった原因が、 局所麻酔薬アレルギーだと

言われた」 という訴えを聞く事があります。 アレルギーとは

薬物などに対する免疫反応が過剰に起こることをいい、 Ⅰ

型からⅤ型まで分類されます。 最も重要なのはⅠ型のアナフィ

ラキシーショックで、 短時間に発疹、 かゆみ、 むくみ、 呼吸

困難、 喘息様症状、 血圧低下、 意識障害、 腹部痛、 嘔吐

などが生じ、 ショック状態となり、 救急処置が必要になり

ます。 以前の歯科用麻酔薬には保存剤としてメチルパラベ

ンが添加されており、 これが原因になった可能性が高かっ

たのですが、 2005 年以降は使われていません。 現在、 ア

ナフィラキシーショックが局所麻酔薬 （歯科で多いのはリド

カイン） で起こる頻度は非常に少なく 100 万人～150 万人

に 1人 (0.00007％） と推測されています。 では局所麻酔

の後に気分が悪くなったり、 ドキドキ動悸がするのはなぜ

でしょう。 この場合、 ①極度の不安や緊張から生じた血管

迷走神経反射、 ②局所麻酔薬に含まれるアドレナリンの作

用によるもの、 ③過換気症候群、 ④血管内への薬液誤注

入による局所麻酔薬中毒の４つが考えられます。

　自律神経には交感神経と副交感神経があります。 歯科

治療中の不安や緊張は交感神経を緊張させ、 脈は速くな

り血圧は上昇します。 副交感神経は脈や血圧を下げる作

用があり、 普段は交感神経と副交感神経はバランスを保っ

ています。 歯科治療で緊張して脈が早く血圧も高い状態

で局所麻酔などの痛み刺激を受けると、 それが引き金に

なって副交感神経が強く働き過ぎ、急に脈も血圧も下がり、

気分不良、 意識喪失などを起こすことがあります。 これが

①血管迷走神経反射です。 睡眠不足などでも生じやすく

なります。 この反射は安静にしてしばらく経過を観ることで

回復します。 予防としては、急いで治療を開始しないでリラッ

クスするまで待ったり、 どうしても緊張する場合は静脈麻酔

薬を使用した鎮静法を併用するといった方法があります。

その１
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　　局所麻酔薬による重症のアナフィラキシーショックの頻度は 0.00007％ほどしかなく、 麻酔薬そのも

のは安全で、 不快症状の原因は①血管迷走神経反射、 ②局所麻酔薬に含まれるアドレナリンの作用

によるもの、 ③過換気症候群、 ④局所麻酔薬中毒の４つがあると説明しました。 今回はこの②以降

を説明します。

　多くの歯科用局所麻酔薬には血管収縮剤のアドレナリンが含まれています。 このアドレナリンは体内

にある副腎髄質ホルモンで、 麻酔薬にいれることで注射部分の血管を収縮させ、 薬をその部分に留

まらせ麻酔を長く効かせています。 しかし一部は血液に溶け込み心臓に作用して脈や血圧を上げるた

め、 麻酔後には多少ドキドキする事があるわけです。 麻酔薬 1本にはアドレナリン 12.5 μ g が含まれ

ており 40 μ g まで一度に使用しても安全とされていますが、 まれにアドレナリンに敏感な方がいて少量

でも脈や血圧が上がり不快症状がでます。 この場合アドレナリンの含まれていない麻酔薬を使用する

ことで対応できます。

　次に、 ③過換気症候群ですが、 強い緊張から呼吸が荒く早くなり、 血液中の二酸化炭素の量が低

下し過ぎて、 息苦しさ、 動悸、 頻脈、 めまい、 手足のしびれ、 時にはけいれんや意識消失などを生じ

るものです。 呼吸をゆっくり規則的にし、 紙袋を鼻と口に当てて吐いた息を再呼吸することで改善し

ます。 それでも改善しないときは、 精神安定剤を使用します。 ④の局所麻酔薬中毒は、 歯科での通

常量では起きませんが、 誤って血管内に針先が入り、 血液中に直接薬が入った場合に起こり得ます。

血液中の薬の濃度の上昇により、 不安、 興奮、 多弁、 口周囲や舌のしびれ、 めまい ・ ふらつきなど、

重症では意識障害、 全身痙攣が生じます。 中毒症状が出た場合は治療を中止し、 血圧や心電図、

動脈血酸素飽和度などを計りながら安静にすることで麻酔薬は徐々に代謝され症状は改善します。

　局所麻酔は歯科治療において必須のものです。 治療に際して不快な経験をした方は原因をはっきり

させることで対応が可能となります。 気になる方は病院の歯科等に相談の上で安心した状態で治療を

受けられることをお勧めします。

その２

＜歯科口腔外科　診療予定表＞
受付時間 月 火 水 木 金 土

午前部 ９：00～ 12：30 〇 〇 〇 〇 〇 〇

午後部 13：30～ 17：00 〇 〇 〇 〇 〇

夕　診 17：00～ 19：00 〇 〇 〇

備考 予約制になっておりますので、必ず事前にご連絡ください。
午前診療の受付開始時刻は 8：00です。

歯科口腔外科　お問い合わせ　直通（0138）51-2112



当院の特定行為看護師は以下の処置ができます。
〇呼吸器管理関連→気管カニューレ交換など
〇呼吸器管理関連→挿管チューブの調整など
〇創傷管理関連→褥瘡や慢性的な傷に対する処置など
〇瘻孔管理関連→胃ろう、腸ろう、膀胱ろうの交換など
〇動脈血ガス分析→動脈の採血など

そのほか、処置だけではなくケアに関する相談も
受け付けています。何かありましたら、遠慮なくご
相談ください。

当院では『特定行為看護師』
が働いています。

当院の特定行為看護師ができること

外来師長・特定行為看護師

宇美　吉樹

特定行為看護師とは？
医師又は歯科医師の判断を待たずに、手順書により、
一定の診療の補助を行う看護師のことを言います。

■ホームページ随時更新しております。ぜひ、ご覧ください。http://www.kyoaikai-hosp.com/

病　院　案　内

医療法人  徳洲会　共愛会病院　広報紙編集委員会　

〒040-8577　函館市中島町 7番 21号　

急患の方はいつでもご来院ください。　

この広報誌に使用されているイラスト及び写真はすべて許可されたものです

バス／函館バス 64 系統・46 系統「共愛会病院正門前」下車
函館バス 46・53・62・63・64 系統「共愛会病院前」下車
市電／最寄駅「堀川町」下車
タクシー／函館駅から約 10 分

《ACCESS》

TEL	 （0138）51-2111（代）
FAX	 （0138）51-2631

受付
時間

○午前診療（月～土）　  ８：３０ ～ １１：３０
 
○夜間診療（月～金）  １７：００ ～ １８：３０
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←ガス会社方面

共愛会病院

医療法人　徳洲会

共愛会病院の理念
生命を安心して預けられる病院
健康と生活を守る病院

計184台完備
地上駐車場　76 台
地下駐車場　108 台

共愛会病院


