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虚血性心疾患に対する
ライフログの可能性
中川晋一（（独）情報通信研究機構新世代ネットワーク研究センター）
八尾武憲（滋賀医科大学呼吸循環器内科）

私（中川）が 2008 年の 10 月 13 日に心筋梗塞を発症して

を覆う内皮細胞が栄養されなくなり，慢性的に炎症を繰

4 月で 6 カ月が経過した．幸運にも心臓カテーテルで処

り返していること
（血管内皮障害＝動脈硬化）
が原因であ

置のできる医療機関がいくつもある東京都の市部で，休

る．動脈硬化によって冠動脈の血管の直径は徐々に細く

日の午後 8 時前後という最も人的リソースのある時間

なってゆく
（狭心症）
．ここに何らかの理由で漂着した血

帯で発症したため，難を逃れることができた．錆びつい

栓などが詰まり，その場所から先の動脈に酸素が供給さ

てはいるが 10 年ほど前まで，医師として救命救急の最

れなくなることによって，心臓の筋肉（心筋）が死滅（壊

前線での業務をこなしていたこともあり，知識のまった

死）
することによって起こる．

くない一般人ではなかったこともリテラシーとして役立

心筋の各部分は特に重要な心尖部と呼ばれる領域を除

った．しかし，インターネットを用いた遠隔医療に関す

いて，通常 1 本の冠動脈の枝によって酸素供給を受けて

る技術開発

1）
，2）

を行ってきた者として，最近若干感じ

いるため，図 -1 左に示すように，担当する動脈枝が閉

ていたネットワーク技術や今回のライフログなどの関連

塞する
（つまる）
と，その動脈の栄養する心筋が死滅する．

技術が，いかに
「研究者寄り」
のものであり，急激に発症

この冠動脈は，全身への血圧を担当する左心室を担当す

した一患者の生命を救うためには無力なものであるかを

る左冠動脈と，全身から静脈を通じて帰ってきた血液

実感した．今回のライフログ特集に寄せて，医師免許を

（静脈血）
を肺に向けて送り出す右心室を担当する右冠動

持つ情報処理研究者として，患者としての経験をもとに，

脈の 2 種類の動脈があり，右左どちらの冠動脈が閉塞す

ライフログ実用化への期待について述べる．

るかによって心筋梗塞による全身への影響は異なる．左
冠動脈が閉塞した場合は，左心室の駆出力低下による急

心筋梗塞と虚血性心疾患

激な血圧低下，右冠動脈が閉塞した場合は心拍リズムを
つかさどるペースメーカー細胞の死滅による心停止，あ

心筋梗塞は，図 -1 左に示すように，高脂質血症（特に

るいは右心室の駆出不全による肺水腫を原因とする呼吸

中性脂肪など）や糖尿病による高血糖にさらされるなど

困難となる．このように，心筋を栄養し酸素を供給して

の理由で心臓に酸素と栄養を供給している冠動脈の内壁

いる動脈の閉塞による心筋への単位時間当たりの酸素供

左冠動脈

胸痛発作

診断：

心電図
血圧測定
血液検査

右冠動脈

狭窄を起こした
冠動脈

心筋梗塞に
なった心筋

心停止

発症

心筋梗塞？

心カテ施設への搬送

再還流時間：
早ければ早い
ほど予後良好

冠動脈造影
（心カテ）
バルーンによる治療
（ PTCA）
ステント留置
外科的治療
AC- バイパス術

血流再開
図 -1

心筋梗塞と治療の概要
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医療の担当範囲
健康診断

糖尿病
高脂血症
高血圧

心機能低下

狭心症

心室性不整脈
心不全

動脈硬化

患者の自覚症状

胸痛発作

心筋梗塞

重篤な胸痛

血圧低下

呼吸困難

失神
（意識消失）

持続的心電図記録
呼吸モニタなど
心停止，危険な不整脈の検出，末梢
酸素飽和度，脳波などのモニタリング
により異常を指摘可能な症候

ライフログによって
検出可能？

図 -2

虚血性心疾患へのライフログの可能性

給能の低下が病気の本質である．これら冠動脈の動脈硬

かわりについて図 -2 にまとめた．図 -2 に示す病態のう

化による疾患のことを虚血性心疾患という．

ち，冠動脈の狭窄によって起こる狭心症の場合は，胸痛
（胸が痛い）発作や呼吸困難を患者自ら自覚する場合が多

虚血性心疾患に対する医学的用件
全身の動脈硬化を悪化させる高血糖
（糖尿病）
，高脂血

く医療機関を受診できる（図 -2 中段）
．これに対して，心
疾患が原因となって失神などの状態を生じるアダムスト
ークス発作（心臓が原因で失神を起こす）を伴う病態では，

症，高血圧の状態が続いている限り，冠動脈硬化による

医学においても長時間にわたる心電図の記録や血圧の変

動脈の狭小化（細くなること）
は進行し続ける．この過程

化について検討することもまれではない．後述するホル

で，動脈の供給する酸素量が相対的に少ない状態となっ

ター心電図（24 時間の心電図記録）やイベント心電図によ

たとき，心筋は酸素不足による障害を受け，これが患者

って得られている診断が，ライフログによって実現され

にとって「痛み」となって自覚される．このとき，心筋は

る可能性がある．ライフログによる持続的心電図記録や

完全に死滅したわけではないが，障害を受け自己防衛過

呼吸状態のモニタリングによって，従来不可能だった無

程として不全死の状態で動かない状態になっていると言

症候の病態に関する新たな診断的価値が期待される．特

われている（stunned myocardium）
．冠動脈が完全に閉

に，自覚されない不整脈（心室性不整脈の大多数は患者

塞して心筋が死滅した病態を心筋梗塞，規定の酸素需要

の自覚がない）や失神発作（患者自身は気づかない場合も

をまかなうことができなくなり，心筋が障害を受け胸痛

多い）を検出し，不整脈や虚血性疾患の原因として冠動

などの症状を呈するものを狭心症とよぶ．心臓カテーテ

脈病変の悪化を事前に検出できれば，完全に閉塞し心筋

ル（心カテ：図 -1 中）の目的は，冠動脈の閉塞部位を検

が死滅する重篤な病態である心筋梗塞に至るまでに診断

出し，心筋への酸素供給を増大させたり，完全閉塞時に

に結びつく有用な情報を提供できる可能性がある．

は再開させることにある．そのため，心筋梗塞の治療は，
図 -1 右に示すように発症後できるだけ早期に（1 分でも
早く：可能であれば 2 時間以内に）冠動脈の閉塞を取り

心筋梗塞治療の実際

除き，Stunned Myocardium への酸素供給を再開させる

以下，今回経験した心筋梗塞の病態と治療について説

ことによって，心筋として再び作動させることを目的と

明する．なお，発症から救急隊が病院に搬送するまでの，

して行われる．発症してから血流再開までの時間をどれ

実際の会話などの記録
（私の生命ログ＝ライフログ）は後

ほど短縮できるかが，直接患者の予後
（生存）
に関係する．

述のコラムをご参照いただきたい．心臓は，人体の胸郭
（胸全体）
真ん中
（正中）
からやや左側に左心室，正中に右

虚血性心疾患に対するライフログの
可能性と期待
虚血性心疾患と，現在提案されているライフログのか
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心室が位置している．心電図は心臓の表面を通電してゆ
く生体電流を体表
（皮膚を通して）
から観測できるように
アースと左右の手足の 4 つを基準としてそれぞれの電位
差の時間経過を記録する．コラムの救急隊員と私の会話

6「虚血性心疾患に対するライフログの可能性」

a. 右冠動脈の完全閉塞

b. 病変部を通過し右冠動
脈末梢までガイドワイヤ
を挿入

d. バルーンによる前拡張後（血管壁に粥状
硬化を示唆する造影剤の残存を認める）

c. 血栓吸引後：血栓吸引により
末梢までの血流が再開（再灌流）
矢印部に狭窄を認める

e. 冠動脈ステント留置後（完全に末端までの
血流を認めることができる）

の中にも出てくるが，左冠動脈が閉塞した心筋梗塞の場

図 -3 心臓カテーテルによる右
冠動脈起始部閉塞を原因とする
心筋梗塞症の治療

ができた．いくつもの幸運に恵まれた結果である．

合であれば，左心室の心筋が死滅するため，心電図の変
化（ST 変化と呼ぶ）は，左心室を示す I, aVL という方向で
表れ，右冠動脈が詰まった場合は，真ん中に位置する右

心筋梗塞を悪化させる要因

心室の心筋の変化を示す II, III, aVF に変化が表れる．心

本例（私の例）のように，心筋梗塞の治療は，発症して

電図で心筋梗塞症の診断がついたら，冠動脈に造影剤を

できるだけ早い時期（急性期）に，これらの処置をどれだ

注入して診断する心臓カテーテル検査を行い，どの冠動

け早く受けることができたかが患者の予後を決める．た

脈が閉塞しているのかを診断する（図 -3a 矢印部分）
．今

だし，表 -1 に示す要因によって，どれほど優秀な医療機

回の場合，右冠動脈の起始部（大動脈から右冠動脈が出

関であっても，どんなに軽症と思われる患者の場合であ

てすぐのところ）から冠動脈が造影されないことから完

っても容易に重症化する．実際に再疎通までの時間がか

全閉塞していることが分かる．

かりすぎて多くの心筋が失われ，重い心不全を後遺症と

閉塞している部分にガイドワイヤと呼ばれる細いワイ

して残す場合も少なくない．驚くべきは，心筋梗塞をは

ヤを通し（図 -3b）
，血栓を直接吸引することによって再

じめとする救命措置に関して我が国では，世界最高水準

疎通させる（図 -3c）
，さらにバルーン（本当に空気圧で

の救命率をほとんどの地域で達成しつつあることである．

風船状のもの）を患部に挿入してゆき，空気圧で押し広

我が国の心臓カテーテルによる救命率は，高価な医療

げる（図 -3d）．最近では，さらにこの部分に，ステント

機器や魔法の薬，あるいは人海戦術で達成されている

と呼ばれる網目になったストロー状の物体を挿入し内側

のではない．各種メディアでも報道されているが，最

からバネのように押し広げる（図 -3e）ことによって，再

近の急激な保険料改定（切り下げ）などによる，いわゆ

狭窄（再度狭窄すること）
を防止する．これら処置によっ

る「医療崩壊」のため，昔のように我が国では，合衆国

て，従来行われていたバイパス手術に相当する治療成績

で行われている重厚長大で高コストな機材を用いること

（ほぼ後遺症を残さない状態で復帰することが可能）
が得

や，潤沢な資金で多数のスタッフを雇用し動かす余裕は

られている．幸いにして私の場合，図 -3e のステント留

ない．これらのリスクを減らすために，その患者にかか

置まで発症後約 85 分であり，後遺症なく治癒すること

わる医師だけではなく，地域の救急隊員，看護士，医療
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No. 想定されるリスク
1

意識がないなど，発見されるのが遅れた

2

胸が痛いのに我慢して救急車を呼ぶ時間が遅れた

3

救急隊が搬送先を決めるのに時間がかかってしまった

4

心筋梗塞の診断が遅れたため，心カテの処置を受けるまで時間がかかってしまった

5

梗塞を起こした部分が重篤な場合や，術者の力量が不足で再疎通までの時間がかかった

6

ガイドワイヤの挿入を行えない梗塞であり，心臓血管外科の措置までに時間がかかった

7

心カテ中予想外の事故（突然の心停止など）が起こった

8

心カテを行うためのスタッフ（医師，看護士，放射線技師）が時間内に集合できなかった

9

心カテは家族の同意を必要とするため，医療機関と家族の意思疎通に時間がかかった

10

心筋梗塞で大量の心筋が死滅し，救命不可能な病態に陥った

表 -1 心筋梗塞を悪化させるリ
スクの例

器具，カテーテルの用具，ガイドワイヤを提供する企業，

を行ったとき，和田英一先生（東京大学名誉教授，現 IIJ

医療事務を担当し患者家族との連絡を行う事務職員，社

技術研究所）に「そんな内視鏡，僕は死んでも飲みたくな

会システムとしての公的扶助（健康保険）による個人医療

い」と，お叱りいただいたことを改めて想起する．シス

費負担軽減，患者さんの家族，そして何よりも患者自身

テムを動かす人々の超人的な努力が奇跡的な確率を可能

の努力，このようなすべての登場人物たちが，1 分 1 秒

にしていることはいうまでもない．しかし，表 -1 のリ

を削るための見識と行動を達成していることである．今

スクのうち，4，5，6，7，10 に関しては今後の医療技

回の私の例は，表 -1 に挙げたリスクすべてに対しての条

術の発展によるところが多いが，逆に私が感じたように，

件がそろった結果である．昨年突然死で亡くなった本会

1，2，3，8，9 は携帯電話やライフログなどの IT の貢献

会員の平原正樹氏や，本年心筋梗塞で亡くなられた石田

できる可能性があるのではないだろうか．若干医学の専

晴久先生と同じ危険にあった私が，幸運にも生還できた

門的内容となるが，以下にライフログに関連する心電図

のは奇跡的な確率を神が与えてくださったからである．

の伝送や長時間記録についての検討を述べる．今後の実
用化と応用研究の一助としていただければ幸いである．

心筋梗塞に対してライフログを
はじめとする ICT は本当に役立つだろうか
では，表 -1 のリスク軽減に対して，現在の情報処理・

心電図ライフログに関連する
可能性のある疾患

情報通信技術は貢献できるだろうか．倒れたとき，私は

1960 年代から遠隔医療を研究してきたアメリカ国立

携帯電話を持っていた．携帯電話から自分で救急車を呼

衛生研究所を中心とするグループでは，図 -4 に示すよ

ぶことも考えた．しかし，電話しているときに，電波状

うな装置を用いて，不整脈をはじめとする各種心疾患の

態で不通になってそのまま意識がなくなったりしたら，

診断（表 -2）が行われてきた 7 ．医師は図 -4 の病院内の

あるいは自分の居るトイレがどこなのかを正確に救急隊

記録装置に蓄積された波形をもとに診断を行うか，電話

に伝えることができるだろうか．練習場の人が知らない

受診した患者と話しながら本装置を用いて伝送された

ままに救急車がやってきて，みんなで探すということに

波形を参照しながら遠隔地にいる患者の状態を診察した．

なるのではないだろうか．なぜ，携帯電話には，救急用

本系は，今日も携帯心電図と呼ばれる装置として知られ

のビーコンやサイレンがついていないのだろう．21 世紀

ている．この装置系の特徴は心電図波形をリアルタイム

にもなって，どこの病院の心カテが空いていて，救急車

に伝送できることである．また，同じ動作原理で波形を

から見てどの病院に運べば最もリスクが少なくなるか等

テープレコーダ
（現在ではメモリレコーダ）
に記録するホ

のリソース配分をなぜコンピュータプログラムで行うこ

ルター心電図という記録計も使用されている．通常この

とができないのだろう．そして，自分に起こった最も大

ような装置では，心筋梗塞の障害個所を特定するのに必

きな出来事を，家族に自分で伝えることができないとい

要な 12 波形（I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6）を

うのはどうしたことなのだろう．1997 年，未熟だった

同時に送信することはできず，
1 波形のみ（多くとも 2 つ）

私が情報処理学会モーバイルコンピューティング研究会

の伝送となるため，心筋梗塞や狭心症などの診断は困難

で遠隔内視鏡（インターネットを通じて動画像を配信し，

だが，動悸，めまい，失神などの症状の原因であり，と

内視鏡を遠隔操作する可能性）の技術要素に関する提案

きには心停止によって突然死に至る場合もある不整脈の
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）

6「虚血性心疾患に対するライフログの可能性」
電極
心電図

症状コード

バンドパス
フィルタ

FMオシレータ

タッチトーン
エンコーダ

入力用
キーボード

受話器

アンプ

病院

スピーカ

記録

原因となる，心停止発作，心房細動や心室性期外収縮等

心拍の状態
・ 心停止
・ 心室性頻拍
・ T波を伴う心室性期外収縮
・ 連続する心室性期外収縮
・ T波を伴うQRS波形
・ 心房細動
・ 頻拍
・ 徐脈
・ 許容可能な心室性リズム

）〜 5）

の不整脈の診断には有効である 3

．

ホルター心電図と携帯心電図の
長所短所とライフログへの期待
また，図 -4 と同様の動作原理で得られた波形をテー
プレコーダ（現在はメモリレコーダ）に記録するホルター

図 -4 1960 年代にアメリカ合衆国
で使用された遠隔心電図伝送装置
の概要

表 -2

遠隔心電図伝送により診断可能な心電図変化の例

心電図は，不整脈や虚血性心疾患の発作の診断に不可欠
だが，波形をメディアに記録終了後に医療機関でデータ
を解析する必要があること，長時間記録による患者への

果を人類普遍の財産とするために，より慎重な倫理的配

肉体的・精神的負担が少なくないことから，24 時間を

慮や生命科学的合理性への説明責任は当然のことである

超える連続的な記録を行うことは現実的ではない．携帯

が，ライフログデータはあくまで人間が何らかの情報工

心電図の一種である「イベント心電図」は図 -4 に類似の

学的処理を人体そのものに及ぼした結果初めて得られる

系であり，データ蓄積型だけでなく記録終了後に PHS 回

データであり，これらデータを発信するユーザと活用す

線でデータを送信可能な機種も存在するが，不整脈発作

る人すべてに利活用に伴うリスクと責任が生じる可能性

による意識消失でイベントボタンが押されなければ記録

がある．以下に医家としての意見を参考までに述べる．

自体が行われないことが欠点である．また，ホルター心
電図とイベント心電図との比較では，発作頻度の少ない
不整脈の場合，ホルター心電図による 24 時間 1 回の記
録よりも，イベント心電図による間欠的記録の方が異常
）

医療から見たライフログの
倫理面での問題点

の検出率が高いという報告もあり 5 ，いずれの方式にも

現在検討されているライフログは 1 拍 1 拍の心臓の拍

欠点を有する．さらに，すべてのケースにおいて言える

動間隔（R-R 間隔という）は記録するが，情報処理学の研

ことは，検査中に患者が致死性不整脈により危機的な状

究者側からは，医学で検査として使われる R-R 間隔では

況となった場合，それをリアルタイムに確認することは

なく，たとえば，1 日の総心拍数と拍動間隔（周波数）の

できない．最悪の場合，患者の死後にデータを確認する

スペクトル分析の結果を自然現象として捉えること（多

6）

ことになる場合も報告されている ． ライフログや周辺

くは f 分の 1 ゆらぎに帰着することがすでに報告されて

技術であるセンサネットワーク，あるいはインターネッ

おり科学的な新規性はないと思われる），あるいは疾患

ト上の情報通信技術は，これら従来型の心電図記録の短

概念とは別の生物学的パラメータを発見することを指向

所を改善することが期待される．たとえば，体表面伝送

しておられるものもある．これらの
「数理モデル」は本誌

技術（NTT，レッドタクトン）などの応用により，心電図

49 巻 7 号の書評で取り上げた神経回路学会監修の「脳科

から電極とリード線をなくすことができるかもしれない．

学のテーブル」において，指摘したように，モデルとして

また，ライフログのような 1 年 365 日 24 時間の心拍記

人体に関する現象を捉えること自体は何通りもの答えと

録を何万ものユーザが行うことによって，本人が自覚し

それなりの科学的興味を鼓舞するものだが，たとえ，自

ていない不整脈発作の検出なども可能になる可能性（現

分自身が電極を自分で埋め込んで何らかの記録をとるこ

在の記録解析系では 24 時間が限度だが，もっと長い周

とに関してさえ，医学的には
「自傷行為」
であり，それらの

期での不整脈発作周期の検出による新しい疾患の発見の

処置を人体に行うことは，厳密には医師法に抵触する危

可能性）もある．そのためにライフログから得られた結

険性さえある．そのため，これら電気信号の記録をはじ
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めとする人体に関する何らかの操作は慎重な倫理的考察
7）

と人体に対する合理的合法的根拠に基づく必要がある ．
たとえ傷を残さないなどのことであったとしても，生
命現象の記録を行う上において倫理的配慮なく興味本

する生命倫理面からの合理性の説明は，優秀な本技術の
開発者なら容易に行うことが可能であると考える．今後
のライフログが，医学に対する多大な貢献を可能にする
「情報薬」
となることを心から期待する．

位からの報告は研究として認められず，欧米の Science，

まとめ

Nature 等では必ずそれらの現象を記述するために記録
をとることの倫理的配慮が生命科学的合理性に基づくも
のであることを事前に求められるのが通例である．

急性心筋梗塞を発症した経験をもとに本疾患の医学的

受益者である患者個人の寿命を伸ばす目的のために

説明と病状悪化に関するリスクの分析を行い，情報通信

R-R 間隔を長時間記録することが，たとえ技術的に可能

技術
（特にライフログ）
の応用による予後改善の可能性を

であったとしても，後述のように 24 時間以上を超える

検討し考察した．

ホルター心電図記録が可能であってもなされず，たとえ
不正確でも症候の現れたときにボタンを押して記録する
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求められ，より重い負担を強いる場合には明確な生命に

瀬一洋 順天堂大学教授から貴重なご示唆をいただいた．

対するメリットが合理的に示される必要があるからであ

また滋賀医科大学呼吸循環器内科，堀江稔教授ならびに

る．たとえば心電図の長時間記録は，十分旧来の技術で

伊藤誠准教授からも貴重なご指導をいただいた．謝意を

なし得た可能性が高いが，実際の医療では使われず，医

表する．

学的にもそれによって得られる結果に基づく疾患は報告
されていないことは，合理的な倫理的配慮からメリット
なしと判断された可能性も高いことを銘記し，軽々にロ
ギングを行うべきではないだろうというのが，厳格な倫
理面での配慮を行って臨床試験を施行した経験のある医
師としての意見である．

今後のライフログへの期待
以上のように，ライフログは虚血性心疾患の発症予防
や発症時の迅速な診断を補助する有力なツールとなるこ
とが期待される反面，インターネットが未完の技術であ
るのと同様に，データを発信するユーザと活用する人す
べてにデータの利活用に伴うリスクと責任が生じるこ
とはいうまでもない．特に人体に関する記録である以上，

私の心筋梗塞からの生還を助け本報告を可能に
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（平成 21 年 6 月 10 日受付）

倫理面での配慮を医療における臨床試験に準じて行う必
要があり，軽々に商業的・技術的可能性や科学的興味か
ら考えるべきではなく，技術の導入にあたって得られる
結果に対する倫理的メリットが明らかであることを事前
に示した上で開発を行うべきである．また，本稿では触
れることができなかったが，
『情報セキュリティ̶理念
と歴史』（名和小太郎，2005，みすず書房）に詳しく述
べられているように，これら技術がプライバシ権の情報
コントロール権の中で
「ほっておいてもらう権利」
を侵害
することもあり得る．これら個人情報の扱いに関してプ
ライバシとセキュリティの問題も検討解決しなければな
らない．今後の検討課題としたい．これら問題点に対
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6「虚血性心疾患に対するライフログの可能性」
【コラム】
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急性心筋梗塞からの生還の記録
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私が経験した心筋梗塞は，実際の医療における ICT の問
A

題点を想起させるものであった．以下に今回経験した会話
打席

の内容や考えを生命の記録（ライフログ）としたい．実際
の場における緊迫感を実感していただければ幸いである．

突然の発症：いつもと変わりなく

Green

昨年（2008 年）の 10 月から，お茶の水女子大学で，
「生
活世界の安全保障」という講義を始め，
「インターネット
をはじめとするメディアに流通する情報は，真の情報か

図 -1

発症したゴルフ練習場の概観

ら必ず何らかの修飾を受けるものであり，情報の信憑性
に関して判断するための基礎知識を身につけること，自
らの生命に関する危険を察知し排除する知識を有するこ

が保てなくなって意識がなくなる……．トイレで？鍵か

とこそ，最も重要なリテラシーである」と説明していた

かってる．発見されない．心筋梗塞ではなく，狭心症だ

矢先のことである．

ったとすれば．幸運に恵まれてこの発作だけで収まれば，

3 連休中に投稿していた論文の書き直しを行い，夕方

トイレから出て，救急車を呼んでもらって，運んでもら

書き上げ，夕飯後，ちょっと体をほぐしに行ってくるよ

えば何とかなるかもしれない．しかし，ともかく閉鎖さ

と，いつものように，近所のゴルフ練習場（図 -1）に行

れたトイレの中でそのまま意識を失ってしまったら，叫

き，少し待って，打席（図 -1A）についていつものように

ぶこともできない．まだ 8 時 30 分だ．出て行くしかな

ピッチングウェッジで 50 ヤードのアプローチを 5 打ほ

い．一か八かトイレットペーパーで拭き，そっとズボン

ど打ったところで，急に前胸部の筋肉が痛いような感じ

を上げて，立ち上がらないように這ってトイレから出て

が走った．恐らくパソコンの打ちすぎで大胸筋が鈍って

ロビーへ（図 -1C）
．ちょっと立ち上がろうとしたら起立

いるのだろうと，そのまま数発打ったところで，今度は

性低血圧．まずい．やっぱり血圧下がってる．間違いな

上腹部に鈍い痛みが走り，上腹部
（みぞおちのあたり）
が

く心筋梗塞だ．ひょっとすると，血圧 60 台？脈の欠落

急に気持ち悪くなった．席について休み，落ち着いてき

は，はっきりしない．

たので打席へ．数発打ったところで，上腹部の気持ち悪
さが増してきた．たまらず，トイレ（図 -1B）に駆け込ん

トイレからの脱出：そして病院へ

だ．着座するなり，水様の下痢を数回．変なもの食べた

ロビーにあったソファで横になり，少し落ち着くかと

わけじゃないのに，どうしてだろう．今度は嘔吐．つき

思ったが，今度は下腹部の力が急に抜けていく感じがし

あげるような激しい嘔吐である．さらに水様の下痢．食

てきた．まずい，ソファを汚してしまう．床に転がった

べてから約 1 時間，アニサキス（寄生虫の一種，サケや

ところで，もう力が入らない．尿も便も失禁状態に．幸

サバの筋肉に寄生し，食後約 1 時間で激しい腹痛を起こ

いロビーには数人の順番を待つ人とフロントの人が 2

す．胃壁を食い破った場合は緊急手術を必要とする）や

名ほどいた．
「すみません！心筋梗塞起こしてるみたい．

毒素性食中毒（黄色ブドウ球菌の有する毒素で発症）
なら

すぐに救急車を呼んでください！僕は医師です！！」と

夕飯に生ものはなかった．
「いよいよおかしい．食中毒

力の限り叫んだ．周りの人はただ驚く様子．フロントの

じゃないぞ」と思いだした．

人が来て，
「すぐ呼びますから」
と言ってくれた．数分後，

自己診断：心筋梗塞？この僕が？
「待てよ．これは，ただの食あたりなんかじゃない」
突

救急車の音．救急隊の人が来た．
「心筋梗塞起こしておられる？お医者さん？」

然嘔気が襲い，激しく数回の嘔吐の後，全身の発汗．あ

「はい，多分心原性ショックを伴っているので，最悪の

れ？と思って脈を診るが，欠落はない．脈拍は 70 から

場合前壁梗塞かもしれません．その場合，血圧が下がっ

80 程度だった．が，発汗．ここで，頭を冷やして考えた．

て意識がなくなります．すみません，リバーストレンデ

上腹部症状，激しい発汗……，もしかして心原性ショッ

ンベルグ体位（心臓に対して足を上げて血圧を上げる体

ク？かも……．もし，心筋梗塞だったら，このあと何が
起こるか分からない．前壁梗塞だった場合，恐らく血圧

位）
にしてください」
「分かりました．先生，循環器内科の先生ですか？」
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「カテ台空いてるって？」

N
新青梅

「はい，カテ OK だそうです！」

街道

「ありがとう！助かった……」
搬送は一瞬だった．血圧が下がっていたようで，うとう

発症した
ゴルフ練習場

としていたからかもしれない．救急車に乗ってから，す
ぐに病院についた感じがした．図 -2 に搬送された経路

公立昭和
病院

搬送経路
約２Km
青梅街道

小金井街道

を示す．わずか約 2 キロメートル．看護士さん，お医者

200m
自宅まで３km

図 -2

搬送経路

さんが飛び出してくる．6 人くらい．どこが医療崩壊な
んだろう，現場でこんなに皆一生懸命，戦ってくださっ
てる．本当に神様，ありがとう．
「心筋梗塞？お医者さん？」
「はい，ST あがってるそうです．昨年から糖尿病治療今
は HbA1C6 前後，LDL120 位まできていたと思います」
「ゴルフ練習なさってたんですか？」
「ほんの 10 発くらい打ったところで，消化器症状でて，

「はい，僕はあそこの電波研（情報通信研究機構の旧称）
に勤めているのですが，医師です」

トイレで倒れたらあかんと思い這い出しました」
「発症後どれくらい？」

「了解しました．このあたりですと，府中病院，武蔵野

「8 時 30 分にレンジに立ったと思いますので，今で 1 時

日赤，公立昭和病院，杏林大学，榊原記念がエリアです

間位だと思います．ゴールデンアワーに間に合うのでは

が，どこに運べばいいですか？」

ないかと思います」

「まだ発症して間もないので，うまくいけば，ゴールデンア

「はい，再貫通できれば大丈夫でしょう」

ワーに再疎通できる可能性が高いです．ですから一番近い

「あ，先生，点滴漏れました」

公立昭和病院（図 -2）
に，まず問い合わせてください」

「あ，すみません．ご家族は？」

「分かりました」

「さっき，救急隊の人に自宅の電話番号言って連絡して
もらいましたので，恐らく妻が向かってると思います」

こんなやりとりで，すぐに携帯電話で公立昭和病院に問

「奥さんこられましたー」

い合わせてくださった．幸い心臓カテーテル室が空いて

「待っててもらって」

いるとのこと．まったくの幸運だった．昨年話題になっ

「12 誘導つけて」

た
「たらいまわし」はこの一瞬の空きベッドの有無で決ま

「ズボンもシャツもだめなので，ハサミで切っていいで

るからである．わずか 3 分でたどりつける病院で心カテ
をしてもらうことができるのだ．術者の上手い下手は神
様が決めてくれるだろう．

すか？」
「はい，なんでもしてください」
服を脱がされ，そのまま心カテ用の服に．
「あ，自分で動かないで！全部やりますから」

「どこの梗塞だと思われますか？」と，AED（自動体外式
除細動器：Automated External Defibrillator, AED）を装着
しながら救急隊員が聞く．

「ありがとう」
「12 誘導では，II, III, aVF で ST 上がってます．下壁梗塞．
右です」
「ありがとう．前壁じゃなかったんですね．右で助かった」

「消化器症状が強いので，下壁梗塞の可能性があると思
いますが，前壁だったら何が起こるか分かりません」

「これから，心カテいきます」
「よろしくお願いします」

「了解しました」
「あ，先生，ST 上がってます．心筋梗塞です」

ここまで約 1 時間．私が医師をしていた 15 年前に比べ

「外側ですか？」

て心カテの技術は飛躍的に伸びた．不摂生を妻に謝りカ

「下壁のようです」

テ室へ．しかし，ラプチャー（心破裂）を起こしたらこ

「じゃあ，右か．あとはラプチャー（心破裂）
起こさなか

れでもう会えない．祈るしかない．たった 1 カ月ほど前

ったら助かるかもしれませんね．もし，急激に血圧が下

に後輩の医師と「そうやなぁ，今は病棟で亡くなる人な

がったら，ラプチャーの危険がありますので，すぐに心

んて，ほんとに少なくなったんやなぁ」と話をしたとこ

臓マッサージをお願いします．早く搬送してください」

ろだった．まさか自分が．あとの祭り．まな板の上の鯉

「了解しました．公立昭和病院 OK だそうです」
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だった．心カテの結果は本文中に述べた通り．

