学

会

記
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事

体外 に取 り出 した肝細胞 に レ トロウイルスベ クタ‑を履

辺地 区 9病院での調査 の結果, 1月 エ
アロか ら3
1日までの

いて LDL レセプ タ‑遺伝子 を導入 し 門脈 か ら再 び

急性心筋梗塞 と不安定

肝臓 払戻す とい うプ ロ トコ‑ルであったが,一過性 に敵

富同数
期に比べ約 2倍であ ったが 2月 になると昨年 とは安

中 コレステ ロール値 は低下 したが,明 らかな治療効果 は

になった.県立淡路病院での調査で も,過去 3年間 に比

認 め られなか った.冠動脈 の狭窄 に対 し,細胞増殖 を止

1日までの急性心筋梗塞の発生 が著増
して 1月1
7日か ら3

狭

心症患者の発生数が.昨 年同時

め る転写因子 CDC2 の ア ンチセ ソスによる治療 が ウサ

していた.今回の地震直後 の急性心筋梗塞患者の特徴 は

ギで試み られている.拡張型心筋症 に対 しては,心筋細

高齢者が多 く,男女差がな く,発行す る狭心症 が少ない

胞の移植 が動物実験 されてい る. (
文責 :新潟大学 小児

ことであった.震災によるス トレスを定慶評価 した ら女

科

性の方が よ りス トレスが未であった.

里方一郎)

ス トレスと急性心鷹梗塞 の関係 を考 えると,血圧上昇
とカテ コラ ミソによる心収縮性先進 か らの粥腰破綻,冠

2) 阪 神 大震 災 と循 環 器 疾 患 ‑ の対 応

動脈収縮 による血液供給減丸

神戸大学医学部第‑内科
横

山

光

宏 先生

死者 5000名,負傷者 3万人 を越 え る被害 を もた ら し

顔国縫克進 が要因 とな っ

て冠動脈 内血栓が形成 され ると推定 しているや虚血性心

2
6名の患者に地震後 ア ン
疾患で冠動脈造影 を施行 した 8
5
%か ら回答 を得た. その結果 をみ る
ケ‑ 卜調査 を行い7

7日に経験 し,神戸大学生 も3
9
た大震 災を平成 7年 1月 1

5
%の患者で 自覚症状 が悪化 し 自宅 が全半
ど,地震後 1

名が犠牲 とな った.真冬 とい う時節柄, まず避難民 の健

壊 した人 に多かった.

康時 に高齢者 の身体面,その後精神面が問題 となった.

今回の地震後,巨大陰性 T波 を望 したに も拘 わ らず急

地震発生後 3E
]間は外傷患者が大部分で, 日が経 つにつ

性心筋梗塞の所見がなか った患者 が 6名 と例年 に放 し多

DOA 患者 や内科患者 が急増 した.神戸 に地震 が起

かった, これ らは,女性 に多 く,器質的冠動脈狭窄 に乏

れ

きることは全 く予想 していなかったので,刻 々と変化す

BG シソチの取 り込 みが全 くなか った例 がみ
しく,MI

る状況のなかで考 えなが ら対応 した.救急医療 について

られた ことか ら,非常 な交感神経克進 によるのではない

は常 日頃考 えていたが,災害医療 に対す る備 えはなかっ

かと推測 している.

た.震災の初期医療 と 日常の救急医療,地域医療 との違

高血圧 で通院 していた患者 を,激震地区に住 んでい る

いを考えると,情報通信手段の確晩,医療機関への搬送,

被災群 と周辺地区の周辺群 に分けて検討す ると,地震後

診療機能の確保, ボ ランテ ィア活動 を含めた市民防衛 シ

服薬継続者では被災群で血圧 が地震後 6週 までやや上昇

ステムの構築 などの問題 があ り, 災害医療独 自の問題 と

していた.服薬で きなかった患者では,被 災群,周辺群

しては, トリア‑ ジ医療 (
治療優先順位 に基づ く負傷者

5mmH宮上昇 していた.
にかかわ らず平均 1

選別 上 クラ ッシュ症朕群, 胃液癌 などの震災関連疾患

地震 に対す る備 えが全 くなか った近代都市神戸 は今回

などがあ った. タラッシュ症候群などの重傷者は大阪 に

多 くの犠牲 を出 し,大地震 に対す る多数の教訓を学 んだ.

搬送 した.
循環器疾患 に対 して兵庫県循環器診療 の緊急支援 ネ ッ

8日には発足 させ対応 した.被災地 と周
トワ‑ 夕を 1月2

今回の地震 が循環器疾患 などに与 えた影響 をさらに調査
検証 し,将来的 な対応 を積極的 を
こ提言 してい きたい,

