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おだて たくや

【高気圧酸素療法とは】
　圧力の高い部屋（高気圧治療装置）で100％酸素

を吸入し、全身に酸素を供給する治療を「高気圧酸

素治療」といいます。世界的にも確立した治療法で、

日本高気圧環境・潜水医学会や厚生労働省の基準で

は、２絶対気圧（大気圧の２倍、水深約10ｍの圧力）

で１時間以上の100％酸素を呼吸することを「高気

圧酸素治療」としています。血液中（動脈血中）で

は、通常赤血球内にあるヘモグロビンの95％以上

が酸素と結びついています。ヘモグロビンと結びつ

いている酸素を「結合型酸素」といいます。100％

酸素を吸うと、ヘモグロビンがほぼ100％、酸素と

結び付きます。さらに、「高気圧酸素治療」では高

気圧環境下で酸素を吸入することで、圧力に応じて

血液の液体成分である血清に酸素が溶け込みます。

これを「溶解型酸素」といいます。高気圧酸素治療

では、特にこの「溶解型酸素」により治療効果を発

揮し、減圧症・末梢循環不全・損傷組織の創傷不

全・感染症等に対して有効な治療法です。治療時間

は１時間程度でそれを１回/日10～30回行います。

【適　応】
救急的適応疾患
（発症後１ヶ月以内・一連につき限度７回）

　・減圧症又は空気塞栓

その他（一連につき限度10回）

　・急性一酸化炭素中毒、その他のガス中毒

　・重症軟部組織感染症、頭蓋内膿瘍

　・急性末梢血管障害

　・脳梗塞

　・重症頭部外傷後、開頭術後の意識障害、脳浮腫

　・重症の低酸素脳症

　・腸閉塞

その他（一連につき限度30回）

　・網膜動脈閉塞症

　・突発性難聴

　・放射線又は抗癌剤治療と併用される悪性腫瘍

　・難治性潰瘍を伴う末梢循環障害

　・皮膚移植

　・脊髄神経疾患

　・骨髄炎又は放射線障害

【治療の効能】
１．血流障害による組織の低酸素状態を改善
　糖尿病や閉塞性動脈硬化症などでの末梢循環不

全では、末梢組織は低酸素環境となっています。

急性網膜動脈閉塞症などの急性動脈閉塞では、閉

塞した動脈より先の組織が低酸素環境となります。

　高気圧酸素治療は溶解型酸素の上昇により低酸

素環境の末梢組織の酸素濃度を上昇させます。

２．創傷治癒を促進します
　糖尿病や閉塞性動脈硬化症などの末梢循環不全

では、時に足などに皮膚潰瘍を生じます。末梢循

環不全による皮膚潰瘍に対して、高気圧酸素治療

は潰瘍の治癒（創傷治癒）を促進します。がんに

対する放射線治療後に、時に正常粘膜が「ただれ

る」ことがあり、治療に難渋することがあります

（放射線照射後の晩期障害）。放射線照射後の晩

期障害に対する高気圧酸素治療の有効性は高く、

米国では高気圧酸素治療の適応疾患中、晩期放射

線障害患者さんが最多を占めます。子宮頸がん、

子宮体がん、前立腺がんに対する放射線治療後に

生じる直腸・膀胱からの出血や、放射線性顎骨壊

死などの放射線晩期障害では、高気圧酸素治療の

有効性も報告されています。

３．滅菌作用があります
　白血球による滅菌作用を増強するため、細菌感

染症に対して有効です。ガス壊疽、壊死性筋膜炎、

骨髄炎等に対して適応となります。

４．身体内のガスの容積を小さくする
　腸閉塞などで腸の動きが悪くなり腸内ガスで膨

れた場合、高気圧酸素治療の加圧によって腸内の

ガス容積が小さくなり、伸展した血管（循環の悪

くなった血管）が回復することで、腸の動きがよ

くなることがあります。

【治療の実際】
　HBOでは、高濃度の酸素を使用します。酸素は

物が燃えるのを助ける性質（支燃性）が非常に強く、

間違った使い方をすると火災や爆発などの致命的な

事故を起こす危険が伴います。そこで安全に治療を

行うために、関連学会で定められた規約に則り、持

ち込み禁止リストを作成し、治療前にはチェックリ

ストを用いて入念なチェックを行っています。

　また、治療は加圧を開始してから約90分間、専

用のタンク（チャンバー）の中で過ごして頂きます。

一度加圧を開始すると出ることが難しいため、開始

前に排泄を済ませて頂き、血圧や脈拍、体温などを

しっかり確認してから治療を開始します。

　加圧を開始してから15～20分で治療圧力である

大気圧の２倍の圧力（2ATA）に到達し、60分間

その圧力を保持します。その後再び15～20分かけ

て大気圧（1ATA）まで減圧します。加圧・減圧時

には飛行機の中で感じるような耳の違和感・痛みを

感じることがあり、その症状を緩和させるために耳

抜きが必要です。初回治療開始前に治療の説明と、

それぞれに合った耳抜き方法を選択し指導します。

必ず耳鼻科診察も受けていただき、耳の状態も確認

します。

　治療中はTVを見たり、音楽を聞いたりしながら

過ごすことができます。もちろん入眠されても問題

ありません。チャンバーの中から外にいるスタッフ

と通話もできます。

【治療室内に持ち込めないもの】
　燃えるもの、燃えやすいもの、壊れやすいものは

持ち込むことができません。

○燃えるもの

　マッチ、ライター、使い捨てカイロ、電気製品

○タンクを傷つけるもの

　時計、ネックレス、ヘアピン、体温計、ピアス

○身体を痛めるもの

　入れ歯、コンタクトレンズ、メガネ

○故障してしまうもの

　時計、補聴器、湯たんぽ

○その他

　セルロイドなど引火性の品物、静電気の起きやす

い衣類、治療上必要以外の医薬品、化粧品、整髪料

【よくある質問】
Ｑ　治療中は、耳が痛くなりますか？
Ａ　圧力を上げる15分間は、装置内の圧力が常に

変化しているため、気圧の変化による耳痛が起こ

ります。痛みの程度には個人差がありますが、飛

行機やトンネルなどで耳痛がする方は痛みを生じ

やすく、場合によっては装置の扉が閉まった時点

で耳痛を感じることがあります。

 耳痛は、耳抜きを行うと解消されますが、解消

されない場合には、圧力の上げ方を調整し でき

るだけ 痛みが少なくなるように対応します。

Ｑ　副作用などはありませんか？ 　
Ａ　基本的に高気圧酸素療法は人体への影響は少

なく、副作用や合併症は非常に少ない治療ですが、

気圧外傷（肺外傷、気胸、鼓膜外傷、滲出性中耳

炎等）の既往歴がある方は、疾患悪化の可能性が

あります。また、まれに酸素中毒による息苦しさ、

呼吸困難、めまい、けいれん、吐き気、視野障害

等の症状が出現する可能性があります。

【治療日時】
月曜日～土曜日 

①午前 10時00分 ～ 午前 11時30分
②午後 14時30分 ～ 午後 16時00分

【おわりに】
　高気圧酸素療法は、幅広い疾患に効果が期待でき

ます。病気、怪我の初期段階から治療することで効

果が高まります。もし治療を希望される場合は、各

科担当医までご相談ください。ご不明な点、質問等

ありましたら治療を担当する臨床工学技士がご説明

いたしますので、臨床工学技術科までお問い合わせ

ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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これを「溶解型酸素」といいます。高気圧酸素治療

では、特にこの「溶解型酸素」により治療効果を発

揮し、減圧症・末梢循環不全・損傷組織の創傷不

全・感染症等に対して有効な治療法です。治療時間

は１時間程度でそれを１回/日10～30回行います。

【適　応】
救急的適応疾患
（発症後１ヶ月以内・一連につき限度７回）

　・減圧症又は空気塞栓

その他（一連につき限度10回）

　・急性一酸化炭素中毒、その他のガス中毒

　・重症軟部組織感染症、頭蓋内膿瘍

　・急性末梢血管障害

　・脳梗塞

　・重症頭部外傷後、開頭術後の意識障害、脳浮腫

　・重症の低酸素脳症

　・腸閉塞

その他（一連につき限度30回）

　・網膜動脈閉塞症

　・突発性難聴

　・放射線又は抗癌剤治療と併用される悪性腫瘍

　・難治性潰瘍を伴う末梢循環障害

　・皮膚移植

　・脊髄神経疾患

　・骨髄炎又は放射線障害

【治療の効能】
１．血流障害による組織の低酸素状態を改善
　糖尿病や閉塞性動脈硬化症などでの末梢循環不

全では、末梢組織は低酸素環境となっています。

急性網膜動脈閉塞症などの急性動脈閉塞では、閉

塞した動脈より先の組織が低酸素環境となります。

　高気圧酸素治療は溶解型酸素の上昇により低酸

素環境の末梢組織の酸素濃度を上昇させます。

２．創傷治癒を促進します
　糖尿病や閉塞性動脈硬化症などの末梢循環不全

では、時に足などに皮膚潰瘍を生じます。末梢循

環不全による皮膚潰瘍に対して、高気圧酸素治療

は潰瘍の治癒（創傷治癒）を促進します。がんに

対する放射線治療後に、時に正常粘膜が「ただれ

る」ことがあり、治療に難渋することがあります

（放射線照射後の晩期障害）。放射線照射後の晩

期障害に対する高気圧酸素治療の有効性は高く、

米国では高気圧酸素治療の適応疾患中、晩期放射

線障害患者さんが最多を占めます。子宮頸がん、

子宮体がん、前立腺がんに対する放射線治療後に

生じる直腸・膀胱からの出血や、放射線性顎骨壊

死などの放射線晩期障害では、高気圧酸素治療の

有効性も報告されています。

３．滅菌作用があります
　白血球による滅菌作用を増強するため、細菌感

染症に対して有効です。ガス壊疽、壊死性筋膜炎、

骨髄炎等に対して適応となります。

４．身体内のガスの容積を小さくする
　腸閉塞などで腸の動きが悪くなり腸内ガスで膨

れた場合、高気圧酸素治療の加圧によって腸内の

ガス容積が小さくなり、伸展した血管（循環の悪

くなった血管）が回復することで、腸の動きがよ

くなることがあります。

【治療の実際】
　HBOでは、高濃度の酸素を使用します。酸素は

物が燃えるのを助ける性質（支燃性）が非常に強く、

間違った使い方をすると火災や爆発などの致命的な

事故を起こす危険が伴います。そこで安全に治療を

行うために、関連学会で定められた規約に則り、持

ち込み禁止リストを作成し、治療前にはチェックリ

ストを用いて入念なチェックを行っています。

　また、治療は加圧を開始してから約90分間、専

用のタンク（チャンバー）の中で過ごして頂きます。

一度加圧を開始すると出ることが難しいため、開始

前に排泄を済ませて頂き、血圧や脈拍、体温などを

しっかり確認してから治療を開始します。

　加圧を開始してから15～20分で治療圧力である

大気圧の２倍の圧力（2ATA）に到達し、60分間

その圧力を保持します。その後再び15～20分かけ

て大気圧（1ATA）まで減圧します。加圧・減圧時

には飛行機の中で感じるような耳の違和感・痛みを

感じることがあり、その症状を緩和させるために耳

抜きが必要です。初回治療開始前に治療の説明と、

それぞれに合った耳抜き方法を選択し指導します。

必ず耳鼻科診察も受けていただき、耳の状態も確認

します。

　治療中はTVを見たり、音楽を聞いたりしながら

過ごすことができます。もちろん入眠されても問題

ありません。チャンバーの中から外にいるスタッフ

と通話もできます。

【治療室内に持ち込めないもの】
　燃えるもの、燃えやすいもの、壊れやすいものは

持ち込むことができません。

○燃えるもの

　マッチ、ライター、使い捨てカイロ、電気製品

○タンクを傷つけるもの

　時計、ネックレス、ヘアピン、体温計、ピアス

○身体を痛めるもの

　入れ歯、コンタクトレンズ、メガネ

○故障してしまうもの

　時計、補聴器、湯たんぽ

○その他

　セルロイドなど引火性の品物、静電気の起きやす

い衣類、治療上必要以外の医薬品、化粧品、整髪料

【よくある質問】
Ｑ　治療中は、耳が痛くなりますか？
Ａ　圧力を上げる15分間は、装置内の圧力が常に

変化しているため、気圧の変化による耳痛が起こ

ります。痛みの程度には個人差がありますが、飛

行機やトンネルなどで耳痛がする方は痛みを生じ

やすく、場合によっては装置の扉が閉まった時点

で耳痛を感じることがあります。

 耳痛は、耳抜きを行うと解消されますが、解消

されない場合には、圧力の上げ方を調整し でき

るだけ 痛みが少なくなるように対応します。

Ｑ　副作用などはありませんか？ 　
Ａ　基本的に高気圧酸素療法は人体への影響は少

なく、副作用や合併症は非常に少ない治療ですが、

気圧外傷（肺外傷、気胸、鼓膜外傷、滲出性中耳

炎等）の既往歴がある方は、疾患悪化の可能性が

あります。また、まれに酸素中毒による息苦しさ、

呼吸困難、めまい、けいれん、吐き気、視野障害

等の症状が出現する可能性があります。

【治療日時】
月曜日～土曜日 

①午前 10時00分 ～ 午前 11時30分
②午後 14時30分 ～ 午後 16時00分

【おわりに】
　高気圧酸素療法は、幅広い疾患に効果が期待でき

ます。病気、怪我の初期段階から治療することで効

果が高まります。もし治療を希望される場合は、各

科担当医までご相談ください。ご不明な点、質問等

ありましたら治療を担当する臨床工学技士がご説明

いたしますので、臨床工学技術科までお問い合わせ

ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　

耳抜きの方法
治療開始３～５分程で耳が痛く、つまった
感じになった時
①口の中に唾液を少しためる

②軽く息を吸って止める

③鼻をつまむ

④唾液をゴックンとのむ
※耳を押さえても効果はありません
※どうしても痛みが治らないときはお知らせください。

岡城址　竹田市

大分県竹田市竹田にある城址。
1185年、源義経を迎えるため
に築城したと伝えられています。
大野川の支流が合流する台地上
に建てられ、難攻不落の天然の
要塞として知られていました。
竹田の地で少年時代を過ごした
滝廉太郎の作曲による唱歌「荒
城の月」のモデルとも言われて
います。
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誕生会の様子(デイケア)
　秋らしい季節になってきました！朝晩は肌寒く感じるようになってきましたので風邪を引かない様注
意して過ごしましょう。
　さて、今回はデイケアでのお誕生日会の様子をご紹介致します！このお誕生日会は毎月１回行ってい
ます。職員が司会者となり、対象のご利用者のご紹介をさせて頂き、職員とご利用者全員でハッピー
バースデイの歌を歌います。その次にプレゼントを贈呈し（中身は毎年違い内緒です）、次にお誕生日の方
から一言お言葉を頂くのですが、皆さんそれぞれの想いが伝わる言葉を頂きシェモアでの思い出話も出
てきたりしてこちらもウルッときてしまう事も・・・。
　そして次はお待ちかねのお誕生日会ならではのお祝いメニューを栄養士さんにご紹介して頂きます。
「豪華で美味しそう～。」というお言葉を聞きます。
　最後に代表の方に乾杯のご発声をして頂きます。笑いあり・涙ありのお誕生会となり、私達職員も嬉
しい時間だと感じております。



TEL:0977－23－7112（代表）　FAX:0977－23－7976 http://www.ok-kenkou.com/

厚生連だより 大分２ 厚生連だより 大分６

タバコについて
　日本でタバコを吸っている人の割合は男性
27.1%、女性7.6%であり、この50年で減ってきて
います。（2019年厚生労働省データより）

　タバコを吸うと、スト
レスが軽減する、気持ち
が落ち着く、やる気が出
る、コミュニケーション
が円滑になるなどのメ
リットがあるのでやめら

れない方も多いと思います。一方でタバコが体に
及ぼすデメリットについても知っておくことは大
事です。

タバコのデメリット
①がんのリスクが増加
　タバコには多くの発がん性物質が含まれており、
肺がんだけでなく、鼻、口、のど、食道や胃など
の消化器、膀胱、子宮など様々ながんのリスク因
子になります。

②呼吸器系の病気のリスク増加
　慢性閉塞性肺疾患（COPD：ch r o n i c　
obstructive pulmonary　disease）という病気が
あります。これまで肺気腫や慢性気管支炎と呼ば
れていた病気のことで、気管支や肺胞が炎症を起
こし、ひどくなると息切れや咳、痰などの症状が
起こります。原因の多くはタバコです。
　残念ながら一度タバコで壊れた肺はもう元には
戻りません。タバコをやめて進行を抑える、症状
を抑えることが治療になり
ます。
　またタバコは気管支や肺
を弱らせ、気管支喘息を悪
化させ、肺炎や肺結核など
の感染症にかかりやすくな
ります。

③動脈硬化の進行やその他のリスク増加
　タバコは血圧や心拍数を上げます。血糖値や脂
質にも悪い影響を与えます。さらにタバコに含ま
れる物質は血管内の細胞を傷つけ動脈硬化を進ま
せ、心筋梗塞や脳卒中などの病気のリスクになり
ます。また胃や十二指腸潰瘍、歯周病になりやす
く、妊娠中のタバコは流産、早産、新生児死亡な
どの確率が高くなります。

　現在息切れ、咳などの症状
がある方は是非とも禁煙を考
えてほしいです。まずは呼吸
器内科を受診しましょう。
　最近は飲食店などを含む屋
内での喫煙が原則禁止になっ
たため、タバコを吸える場所も減ってきており、
禁煙を考えている人も多いのではないでしょうか。
禁煙外来を行っている病院も増えています。相談
してみましょう。

　タバコによる健康被害を早めに見つけるために
も、健康診断は毎年受けましょう。

①現在タバコを吸っている。
②以前多く吸っていた。
③副流煙を多く吸っている。

　当てはまる方は40歳を過ぎたら年１回の胸部
レントゲンに加え、数年に１度（ヘビースモー
カーは毎年）はCTによる検査を
お勧めします。
　当センターでは肺気腫検査も
行っています。タバコによって肺
胞が破壊された範囲を数値化して
病変の程度を測定します。気にな
る方は気軽にご相談ください。



厚生連だより 大分 ７
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ビーコンプラザ

市役所

別府公園 鶴見丘高校

緑丘小学校
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マルショク
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実相寺サッカー
     競技場

実相寺野球場

鶴見台
中学校
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　今年も残すところあと２カ月

となりました。11月になると気

温が下がり、乾燥もして風をひ

く人が増えます。コロナ・イン

フルエンザと感染症もあるなか

で、ウイルス予防することが大

切になってきます。

　生活習慣が乱れないよう整え

ていきましょう。　 （Ｎ.Ｓ）

9月の健診/受診結果
国 東
姫 島
杵 築
山 香
大 分
由 布
臼 杵
野 津
佐 伯
豊後大野
竹 田
豊後高田
中 津
宇 佐
安心院
日 田
玖 珠
九 重

Ｊ
　
Ａ
　
お
　
お
　
い
　
た

受診者数総合計
4,648名

（うちJA 1,069名）

Ｊ Ａ べ っ ぷ 日 出
大 分 大 山 町 農 協
J A 下 郷

《９月健診》

東部事業部

中部事業部

南部事業部

豊肥事業部

北部事業部

西部事業部

260
5

218
23
45
26
94
17
32
43
15
62
30
46
5
4
33
0
96
11
4

名
名
名
名
名
名
名
名
名
名
名
名
名
名
名
名
名
名
名
名
名

編集後記

健康の
ワンポイント 毒 有毒植物に要注意
山菜狩りなどで誤って有毒な野草を採取し、
食べたことにより、食中毒が発生しています。

有毒植物による食中毒で、死者も発生しています。

野草を食べて体調が悪くなったら、すぐに医師の診察を！

食用の野草と確実に判断できない植物は
絶対に

採らない！ 食べない！
　売らない！ 人にあげない！
◎家庭菜園や畑などで、野菜と観賞植物を一緒に栽培するのはやめましょう。
◎山菜に混じって有毒植物が生えていることがあります。山菜狩りなどをする
ときは、一本一本よく確認して採り、調理前にもう一度確認しましょう。

見分けに迷ったら、最寄りの保健所へご相談ください！

〈食用と間違いやすい有毒植物の例〉
イヌサフラン

【中毒症状】
嘔吐、下痢、皮膚の
知覚減退、呼吸困難。
重症の場合は死亡す
ることもある。

【間違えやすい植物】
（　葉　）
・ギョウジャニンニク
・ギボウシ　と類似。
（球根）
・ジャガイモ
・タマネギ　など

スイセン 及び スノーフレーク
【中毒症状】
食後30分以内で、吐き気、嘔吐、
頭痛など。
（スイセンでは。悪心、下痢、
流涎、発汗、昏睡、低体温など
もある。）

【間違えやすい植物】
・ニラ　など
（スイセンは、ノビルや
タマネギにも間違われや
すい）

トリカブト
【中毒症状】
食後10～20分以内
で、口唇、舌、手足
のしびれ、嘔吐、腹
痛、下痢。不整脈、
血圧低下、けいれん、
呼吸不全に至って死
亡することもある。

【間違えやすい植物】
・ニリンソウ
・モミジガサ　など

ヒメザゼンソウ
【中毒症状】
食後すぐに唇のしびれ、口腔内
の腫れ、胃痛などを起こす。

【間違えやすい植物】
・オオバギボウシ（ウルイ）など

スイセン

スノーフレーク
若い葉（左上１枚は別の植物）

展開した葉

大分県／食品・生活衛生課 検索


