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総説（循環器病予防総説シリーズ30：要因編15）

災害と循環器疾患
東條美奈子＊1,2
である。ところが、一旦、災害が生じると、より多

Ⅰ．循環器病予防と災害

くの被災者に最大公約数的な必要最低限の医療提供

近年、集中的な豪雨による水害や土砂災害、地震

を行うための災害医療を優先しなければならない状

や津波による震災、など種々の災害におけるストレ

態となる。このため多くの疾患において、必要な治

スが様々な循環器疾患の発症・増悪の原因となるこ

療が受けられずに病状が悪化したり、診断や治療が

とが広く知られるようになった。循環器系は最もス

遅れたり、といった二次的な要因による病態悪化が

トレスの影響を受けやすく、震災や水害等の災害時

懸念される。循環器病においては、一刻を争う時に

にはストレス関連循環器疾患と呼ばれる、たこつぼ

必要な急性期治療が受けられない場合は、時に死を

心筋症 、肺血栓塞栓症 、高血圧 、血圧上昇を引

意味する。日本循環器学会・日本心臓病学会・日本

き金とする脳卒中4）、急性心筋梗塞・狭心症5）～8）、

高血圧学会は合同で、これまでの大震災等の災害時

不整脈 、心臓突然死 、心不全 の発症リスクが急

を通して得られた循環器疾患に関する多くのエビデ

激に増加し、数ヶ月におよび持続する。表 1 に災害

ンスをまとめて「2014年版災害時循環器疾患の管

の急性期と慢性期において発生しやすい代表的な循

10）
理・予防に関するガイドライン」
を作成し、2018

環器疾患の疾患名とその対応を示す。

年 7 月に「避難所における循環器疾患の予防」に関

1）

2）

9）

8）

3）

5）

一方で、循環器疾患は急性期の対応が重要な疾患

する学会声明11）を提示するなど、災害時における循

であり、慢性期においても継続的な疾病管理が必要

環器疾患の予防に関する情報提供を積極的に行なっ

表1

災害に関連して発症しやすい代表的な循環器疾患

代表的な循環器疾患

急性期

急性期から
慢性期にかけて

慢性期

対

＊2

10

治

療

高血圧

血圧測定
高血圧治療歴の確認

減塩、睡眠の確保
降圧薬

急性心筋梗塞

救命治療のできる医療機関への搬送

心臓カテーテル治療、冠動脈バイパス術

大動脈解離

救命治療のできる医療機関への搬送

厳格な血圧管理
人工血管置換術、ステントグラフト内挿術

不整脈

検脈、心不全の徴候の有無を確認

抗不整脈薬、抗凝固薬

急性心不全
たこつぼ心筋症
慢性心不全急性増悪

体重増加、浮腫、息切れ、胸痛などの確認
心不全治療歴確認

脳卒中

救命治療のできる医療機関への搬送

血栓溶解療法、カテーテル治療、手術

静脈血栓症

脱水予防、体を動かす

肺血栓塞栓症

救命治療のできる医療機関への搬送

弾性包帯・弾性ストッキングの使用
抗凝固療法
カテーテルや手術による血栓溶解・除去
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てきた。さらに日本循環器学会では、内閣府防災対

な疾病管理による病態悪化、塩分の多い食事や脂肪

策ページの「避難所における新型コロナウイルス感

と炭水化物が多い非常食など、余儀なくされる食生

染症対策関連情報」
（http://www.bousai.go.jp/index.

活の偏りなどが問題となる。

html）を参考にし、2020年 7 月に「避難所における

自治医科大学循環器内科学部門の苅尾七臣教授ら

新型コロナウイルス感染症に配慮した循環器疾患の

が開発した「災害時循環器予防リスクスコア・予防

予防と対策」に関する声明

スコア」は、被災地における循環器病発症・増悪リ

を出した。

12）

本稿では、これらの実践的かつ、大変、有用な情

13）～15）
。 7 項目の
スクの層別化に有効である（表 2 ）

報に基づき、被災された方々の循環器病発症・増悪

うち 4 項目が当てはまる場合は、災害関連死のハイ

予防のための活動に従事するメディカルスタッフの

リスク群であるため、より早期から医療者・専門家

方々に今すぐに役立つ情報をまとめてご紹介する。

による生活指導や手厚い支援が望まれる13）。被災者

Ⅱ．被災地での循環器病発症・増悪リスク
大規模震災直後から 3 日間は、災害による直接的
な健康被害による圧死や水死などの災害直接死がほ

には災害時循環器予防スコア（表 3 ）を手渡し、 1
つでもできている項目が多くなるように心がけても
らうよう、より具体的な指導を行う。

とんどであるが、避難所生活が始まる 4 日目から数

Ⅲ．災害時における循環器病予防の心がけ

週間以降は循環器疾患、感染症、精神疾患などの災

被災地の住民が受ける生活上の制限や過剰なスト

害関連死が増加する 。循環器病予防においては、

レスは、健康状態を蝕む大きなリスクとなる（図

ストレスや不眠による血圧上昇や不整脈、定期的に

1 ）。被災による環境の変化や精神的なストレスに

服薬していた薬剤が内服できないことによる不十分

より体調を崩しやすくなり、頭痛やめまい、下痢・

13）

表2

 災地における循環器病発症・増悪リスクの層別化に有効
被
な災害時循環器予防リスクスコア
災害時循環器予防リスクスコア（AFHCHDC7）

1 ．年齢（A）
2 ．家族（F）
3 ．家屋（H）
4 ．地域社会（C）
5 ．高血圧（H）
6 ．糖尿病（D）
7 ．循環器疾患の既往（C）

75歳以上
死亡・入院（伴侶、両親、または子供）
全壊
全滅
治療中、または血圧 160 mmHg 以上
あり
あり（心筋梗塞、狭心症、脳卒中、心不全）

＊上記 7 項目を、それぞれ 1 点とし、合計 7 点。 4 点以上をハイリスク群とし、そ
の場合は特に予防スコアが 6 点以上になるように努める。
（文献13）図 5 より引用）

表3

被災者指導に有効な災害時循環器予防リスクスコア

災害時循環器予防スコア（SEDWITMP8）
被災者への手渡し用

できているものに
✓

1 ．睡眠の改善（S） 夜間は避難所の電気を消し、 6 時間以上の睡眠をとりましょう
2 ．運動の維持（E） 身体活動は積極的に（ 1 日に20分以上は歩きましょう）
食塩摂取を控え、カリウムの多い食事を心がけましょう（緑黄色野菜、果物、海藻類を、
3 ．良質な食事（D）
1 日 3 種類以上とれれば理想的）
4 ．体重の維持（W） 被災前の体重からの増減を、±2 kg 未満に保ちましょう
5 ．感染症予防（I） マスク着用、手洗いを励行しましょう
6 ．血栓予防（T）
水分を十分に摂取しましょう
7 ．薬の継続（M）
降圧薬、循環器疾患の薬は、できるだけ継続しましょう
8 ．血圧管理（P）
血圧を測定し、140 mmHg 以上なら医師の診察を受けましょう

□
□
□
□
□
□
□
□

＊チェック項目が、 1 つでも多くなるように、心がけましょう。
（文献13）図 6 より引用）
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1 ．避難所生活や車中避難における静脈血栓症予
防
静脈血栓症は、長時間にわたって身体活動が低下
した状態に加え、脱水、足の怪我などで起こる危険
が高い。発症予防のための指導として、①長時間自
動車のシートに座った状態で眠らない、②足首の運
動やふくらはぎのマッサージを頻回に行う、③十分
な水分補給を行い、トイレは我慢しない、④可能で
あれば避難所で簡易ベッドを使用する、などが有効
である16）。
積極的な運動や歩行、長時間の不動状態を避け
る、など避難所生活における血栓症発症予防に関す
る注意喚起や啓発活動は災害時の循環器病予防対策
として重要である17）。日本心臓病学会のホームペー
ジでは、災害時に多いエコノミークラス症候群予防
の啓発活動として「被災者に対する心臓病予防啓発
ポスター」18）が公開されている。やむを得ず車中泊
図1

災害後の慢性的ストレスと循環器病発症の関連仮
説

災害による住居や家族などの突然の喪失は精神的、物理・化
学的（寒冷暴露、汚染など）、生物学的（感染、飢餓など）急性
ストレス要因となる。これらが互いに影響し、慢性期には精神
的ストレス要因が優勢になると考えられる。精神的ストレス要
因は中枢神経に作用し、視床下部̶下垂体̶副腎皮質系に影響
するだけではなく、行動様式（過食、飲酒、活動性低下など）に
も影響を及ぼす。これらの因子が生活習慣関連の動脈硬化危険
因子に悪影響を及ぼすため、循環器疾患を発症しやすくなると
考えられている。
（文献10）P10、図 3 より引用）

をする場合や避難所の中で運動などがままならない
場合には、弾性ストッキングを適切な指導のもとに
使用することで、静脈血栓症や肺血栓塞栓症の予防
効果が高まることが知られている。
2 ．災害高血圧への対策
発災時には強いストレスや降圧薬の中断により災
害高血圧が生じやすく、プラーク破裂や動脈血栓の
原因となり、急性心筋梗塞や心不全、脳出血や脳梗
塞、深部静脈血栓症や肺血栓塞栓症、突然死など
様々な循環器病発症の引き金となる10）。被災地では、

便秘、不安感による不眠など、心身の不調を生じる

少しでも早くから血圧測定が実施できるための方策

ことが多い。災害時であっても循環器病予防のエッ

を講じ、収縮期血圧が 140 mmHg 以上では医師の

センスは日常生活での予防対策が重要である。具体

診察が受けられるような災害時の循環器病予防体制

的には、十分な睡眠の確保、身体活動および運動の

を整える。

継続、良質な食事と体重の維持、内服薬の継続、血

震災後の 2 ～ 4 週間は収縮期血圧が平均で 5～25

圧の管理、禁煙など、包括的なリスク管理が基本と

mmHg 上昇するという14）,19）。ただし災害後の血圧

なる11）。さらに災害時において留意すべき事項とし

上昇は、通常は一過性であり、震災後 4 週間目から

ては、水分をこまめに摂取することを心がける。心

は落ち着いてくることが多い13）。しかし、高齢者、

不全や腎臓病のために決められた水分制限がある場

慢性腎臓病、肥満・メタボリックシンドロームなど

合を除いて、血栓症予防のために 1 日あたり 1 L の

食塩感受性が亢進している患者では、血圧上昇が遷

水分確保が推奨される。特に喫煙者では血栓症発症

延するため注意が必要である19）。特に大きな災害で

リスクが高いため、災害時にこそ禁煙を勧めるべき

は、急性期の状態が落ち着いた後も、長期間にわ

である。

たって避難所生活の継続が必要となる場合が少なく

被災地における循環器病予防対策について、以下
に具体的な指導内容について解説する。

12

ない。その場合には、塩分過剰摂取による血圧上
昇、不安や喪失感などの強いストレス、睡眠障害、
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飲酒量増加、脂質や炭水化物の多い食事の過量摂

況によっては、処方薬の持ち出しが出来ず、普段、

取、身体活動量低下による肥満など、高血圧を悪化

内服している薬の種類や量が不明な場合も少なくな

させる多様な因子についても対応が必要となる。被

い。身を守るための避難からある程度落ち着いた状

災地における循環器病予防においては、これらの状

況になったところで、可能な限り、医療機関や避難

況に対する包括的な指導や対策が重要であり、多職

所を巡回する医師に相談できるような仕組みを構築

種による介入が有効である。

すべきである。
災害時には内服が不定期になりやすいため、服薬

3 ．災害時の体重管理
血圧管理とともに重要な循環器病予防対策に、体

中断が不可能な病態の患者については、特に注意が

重管理がある。災害前よりも体重が 2 kg 以上減少

必要である。具体的には、（1）人工弁手術などでワ

している場合には、脱水や栄養障害を疑い、心房細

ルファリンを内服中、（2）冠動脈にステント治療を

動など不整脈の発症や、血栓症などの重篤な疾患を

している、（3）高血圧で 3 種類以上の薬をのんでい

防ぐ対策を講じる。一方で、体重が 2 kg 以上増加

る、（4）心不全で治療を受けている、といった状況

してむくみを認める場合には、心不全の発症や慢性

の患者については、可及的速やかに医師に相談す

心不全の急性増悪、慢性腎臓病の悪化がないかの

る。

チェックが必要となる。特に高齢者では災害をきっ

災害規模が大きく、広範な地域が被災した場合、

かけに心不全悪化を認めることが多いため、体重増

交通のインフラが破壊され、医薬品の物流が途絶え

加を伴う夜間の息苦しさや食欲不振などを認めた場

る可能性についても、あらかじめ想定しておく必要

合には、医師の診察につなげる。

がある。いざという時に備えて、薬剤情報や既往

長期の避難所生活において体重が増加する状態が

歴・疾病管理状況に関する情報など、医療データの

継続している場合には、摂取カロリーの過多と運動

医療機関の相互保存は、ICT 利活用啓発の一環とし

不足による肥満が懸念される。急激な体重増加は、

ても重要と考えられる。また、普段からの処方薬の

血圧上昇や糖脂質代謝異常、体重増加による関節痛

ストック、製薬メーカー・卸からの薬剤補充、物流

などに起因する更なる身体活動量の低下など、動脈

のバックアップ体制、後方病院の患者支援体制など

硬化性疾患発症リスクを増大させるため、注意が必

を充実させておくべきとされる10）。

要である。

被災地の外から災害時診療のサポートとして被災

4 ．たこつぼ心筋症を見逃さない

地での医療活動に携わる場合、必要な携行品は自給

強い痛み刺激や、大規模災害などにより、精神的

自足を原則とする。災害医療コーディネータが設置

な過度のストレスを受けた後に、心臓の収縮機能が

されている場合には、その指示に従い、情報伝達・

低下し、ポンプ不全を来たす状態を「たこつぼ心筋

指揮系統の一元化に努めるとともに、異なる医療

症」と呼ぶ。突然、大きなストレスがかかることに

チームが情報を共有できるような形で、診療記録を

より、自律神経が極度に混乱することにより生じる

保存する。できるだけ被災地の情報を集め、現地の

と考えられている。胸痛や胸部圧迫感、呼吸困難な

状況に応じた医療を行うことを心がけ、現地で得ら

ど急性心筋梗塞に似た症状が出るため、循環器診療

れた情報については、全体で共有できるように迅速

のできる医療施設への搬送が必要となる。阪神淡路

に報告する。平常時から災害時を想定した医療連携

大震災や新潟中越地震の時に、被災者のうちでも特

や援助活動のネットワークを構築しておくとよい。

に中高年の女性に多く発症した 。
10）

5 ．循環器病増悪予防のための治療継続

6 ．被災地における突然死をどう防ぐか
大震災の発災に伴い、急性心血管疾患が多数発生

災害時における循環器病増悪の因子として内服薬

し、同時に心停止・突然死が増加することが知られ

の中断がある。循環器疾病管理の継続には降圧薬や

ている10）。災害の現場では、多職種が協力して定期

その他の心血管病治療薬の内服継続が必須である。

的な討議を行い、被災者の突然死防止策について検

被災時には内服薬やお薬手帳を携帯して避難するよ

討する必要がある。災害時の突然死を引き起こす疾

う指導することも重要であるが、その時の危機的状

患発生を防止するとともに、これらの疾患の発生時
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の対応にあたり、居住環境の整備、被災者教育、医

難所に残す記録用紙（図 4 ）が、日本心臓病学会の

療機器の準備、ならびに薬物治療などを行う。

ホームページからダウンロードできる20）。

大規模災害の発災後、ただちに突然死が増加する

被災地においては、日常生活とは全く異なる環境

わけではなく、被災後の時間経過によって突然死の

の避難所での生活を余儀なくされている状況にある

原因となる疾患も異なる。24時間以内の心停止の原

ため、メディカルスタッフは限られた医療資源のな

因としては低体温症、24～72時間には、急性心筋梗

かであっても、できるだけ被災者に寄り添う生活指

塞、たこつぼ心筋症、心室性不整脈、急性心不全、

導が求められる。

急性大動脈解離、腎不全増悪、低体温症が原因疾患

1 ．十分な睡眠の確保とストレス対策

となる。 4 ～ 7 日には急性心筋梗塞、急性心不全、

被災者が避難所でも十分な睡眠が取れるような工

肺血栓塞栓症、脳卒中、腎不全増悪による心停止が

夫として、夜間消灯、アイマスクや耳栓の使用、振

多くみられ、 7 日以降にはたこつぼ心筋症が原因と

動防止のマットレス使用などの工夫が睡眠環境の改

みられる心停止の頻度が多い。医療の需要と供給の

善に有用である。 6 時間以上の良質な睡眠の確保に

バランスについては、発災 4 日後には供給が増加す

努めるべきとされる。

るとされている。地域的な不均衡、患者発見の遅

不眠が続く、あるいは、パニック・興奮・放心な

れ、情報交換不足による供給不良などの要因は、適

どが強い場合には、できるだけ早期に専門家に相談

切な災害時医療の実施のために十分に解決されなけ

するような「こころのケア」に配慮した対応をする

ればならない 。

必要があるが、直ちに医学的な対応が困難な場合も

10）

Ⅳ．避難所における循環器病予防

少なくない。そのような時には、「災害の後で新た
に生じた不安・落ち込み・苛立ち・焦りなどは、誰

避難所においては、できるだけ早期から医師やメ

にでもあることで、多くは一時的であること」と

ディカルスタッフを中心とする医療チームを構成し、

「しかし程度がひどくなった場合には、迷わずに電

避難者の血圧の管理や治療継続をサポートする体制

話相談や相談室などを利用すること」を伝えて落ち

を整える必要がある。災害時には様々な施設が避難

着いて様子を見ることとし、精神的な援助を受けら

所として利用されるため、居住環境のアセスメント

れる体制を確認すべきである21）。

を行い、改善に役立てることが望ましい10）。具体的

大きな集団災害が発生した場合、被災地域の精神

には、避難者 1 人あたりの居住スペースの確保状態

保険医療機関の機能が一時的に低下し、さらに災害

（理想的には 1 人あたり 3.5 m2 以上）、世帯ごとの

ストレス等により新たに精神的問題が生じるなど、

間仕切りの有無、決まった消灯時間の有無、室温は

精神保健医療への需要が拡大する。災害時に精神科

適当か、避難所内は土足か、発電やガス・給水など

専門医療の提供と精神保険活動の支援をおこなうため

のライフラインは十分に確保できているか、携帯電

に、都道府県・政令指定都市において DPAT（Disas-

話や衛星携帯電話による通話などの通信手段の確

ter Psychiatric Assistance Team）と呼ばれる災害

保、マスクやアルコール消毒・食器類などの衛生用

派遣精神医療チームが組織される（http://www/

品の充足状況と風呂・トイレなどの衛生環境の状

dpat.jp/）。DPAT が派遣される大規模集団災害で

態、要介護者や体調に悪い人の有無、などについて

ない場合も、中期や長期の保健活動において災害時

把握する。

支援の経緯が分かるよう、個別の業務記録からも災

避難所を中心とした被災地での医療活動は異なる
医療チームが日々入れ替わって担当する場合も多

害時対応の記録が参照できるようにしておく22）。
被災地では、毛布の奪い合いや手元に置いてあっ

く、情報の共有が医療の効率化には不可欠である。

たものが盗まれる、災害時の暴力と性被害など、さ

被災者自らが診療記録を携帯し、診察時に医療従事

らなるストレスの原因となるトラブルが多く報告さ

者に提示できるよう、患者自身が病歴や内服薬、症

れている。被害に合わないための避難所内での注意

状などを記す記録用紙（図 2 、図 3 ）や医師・メ

喚起や啓発活動、夜警や日中のパトロールなど、避

ディカルスタッフが循環器疾患について記録して避

難者がお互いに協力して犯罪を減らすような危機管
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図2

第57巻

第1号

命のカルテ（被災者持参用）20）

理が有効とされる。

発してしまう場合が少なくない。

2 ．身体活動および運動の継続

3 ．良質な食事

身体活動としては、毎日20分以上の歩行を心がけ

非常食でも減塩に努め、カリウム摂取を心がけ

るべきである。特に車中泊や狭い避難所において長

る。ただし、慢性腎臓病など高カリウム血症の懸念

時間にわたって座り続けたり、体を動かさない状態

がある場合には、カリウム摂取制限が必要な場合も

が続いたりすることにより、深部静脈血栓症から肺

あるため、注意が必要である。避難所での食事には

血栓塞栓症を発症する可能性が高まるため、注意が

様々な制約が伴うが、緑黄色野菜、果物、海藻類、

必要である。定期的な運動や歩行を行うことによ

無塩の野菜ジュースなど、カリウムが豊富な食品を

り、下肢の静脈血栓形成を防止する必要があるもの

多めに摂取できれば理想的である。

の、避難環境によっては身体的に不活発な状態を誘

高血圧や心不全の患者では、 1 日の食塩摂取は 6
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図3

2022年 3 月

初めて会う医師や看護師に伝えたい健康の基本情報（被災者持参用）20）

g 未満とする。非常食は塩分が多い傾向があるため、

ター発生予防、梅雨～夏季には食中毒予防のための

たとえ避難所生活のために「まわりの目が気にな

衛生管理、などに配慮する必要がある。避難所全体

る」場合であっても、カップ麺の汁やおにぎりの具

で協力し、感染症の蔓延を予防する。

など塩分を多く含む食品については、残す必要があ
ることを指導する 。
16）

近隣の避難所や他の地域における感染症発症の状
況についての情報を得ることにより、早期に感染症

4 ．感染症予防

予防対策が可能となる。一方で、自らがサポートし

感染症予防の基本として、マスクの着用、アル

ている避難所における感染状況についても常に情報

コールによる手指消毒や手洗いの励行、感染症が疑

をアップデートし、得られた情報を集約して地域の

われる患者の隔離や治療体制など感染症のクラス

保健機関と共有していく必要がある。
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図4

第57巻

第1号

災害時循環器疾患病歴チェックリスト（医療者による確認）20）

5 ．内服薬の継続、血圧の管理、禁煙

を巡回する医師や近隣の医療機関の医師に相談でき

降圧薬や抗凝固薬などの定期処方が必要な患者に

る体制づくりを構築する。

ついては、血圧測定やこれまでの疾患の管理状況に

災害高血圧をコントロールすることにより、避難

ついて、わかる範囲で詳細な情報を収集し、早めに

所での循環器病発症予防が期待できる。各避難所に

医療的介入が必要な患者のリストアップを進める。

おいて血圧測定が可能な状況を目指す。喫煙は血圧

お薬手帳がない場合や、常備薬が被災時に持ち出せ

を上昇させるだけでなく、血栓形成を促進するな

ずに、普段、飲んでいる薬の内容や量がわからなく

ど、脳卒中や急性心筋梗塞の引き金となるため、禁

なってしまっている場合も少なくないため、避難所

煙は避難所においても重要な循環器病発症予防策と
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earthquakes on Takotsubo cardiomyopathy. JAMA

被災地において高血圧患者をケアしているメディ

2005; 294: 305-307. doi: 10.1001/jama.294.3.305.

カルスタッフにとって、いつでも相談できるサポー

2）Watanabe H, Kodama M, Tanabe N, et al. Impact of

ト体制の充実は心強い。日本高血圧学会では、被災

earthquakes on risk for pulmonary embolism. Int J

地や避難所において高血圧患者のケアを行うメディ

Cardiol 2008; 129: 152-154. doi: 10.1016/j.ijcard.2007.

カルスタッフを対象に、高血圧に関する様々な問題

06.039.

について質問できる相談窓口を設置している。メー

3）Satoh M, Kikuya M, Ohkubo T, et al. Acute and

ル（office@jpnsh.jp）か FAX（03-6801-9787）で

subacute effects of the great East Japan earthquake

の質問を学会事務局に送り、転送による専門医から

on home blood pressure values. Hypertension 2011;

の回答となるため、少し時間がかかるが、返信先と

58: e193-e194. doi: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.

して氏名、電話番号、FAX、e-mail などを知らせて

111.184077.

おくと、回答が得られるシステムとなっている23）。

Ⅴ．備えあれば憂いなし
災害は「忘れたころにやって来る」といわれる
が、「備えあれば憂いなし」は災害時の循環器病予
防においても重要である。高血圧や心血管病などの

4）Tsuchida M, Kawashiri M, Teramoto R, et al. Impact
of severe earthquake on the occurrence of acute
coronary syndrome and stroke in a rural area of
Japan. Circ J 2009; 73: 1243-1247. doi: 10.1253/circj.
cj-08-0812.
5）Aoki T, Fukumoto Y, Yasuda S, et al. The Great

持病がある人にとって、もしもに備えた「備蓄薬」

East Japan Earthquake Disaster and cardiovascular

や「お薬手帳」は常に持ち出せるように準備してお

diseases. Eur Heart J 2012; 33: 2796-2803. doi:

くべきである。災害に備えて、お薬手帳のコピーを

10.1093/eurheartj/ehs288.

財布の中に入れておく、内服薬そのものや薬剤情報

6）Fuster V, Badimon L, Badimon JJ, et al. The pathogen-

提供書を携帯電話のカメラで撮影して記録として保

esis of coronary artery disease and the acute coronary

管しておく、 1 週間分ほどの薬を非常用に準備して

. N Engl J Med 1992; 326: 310-318. doi:
syndromes（2）

おく、など出来るだけ具体的な対策指導が有効であ

10.1056/NEJM199201303260506.

る。また、避難所や関連施設においては、体温計・

7）Fuster V, Badimon L, Badimon JJ, et al. The pathogen-

体重計・血圧計と同様に、血糖自己測定器を備える

esis of coronary artery disease and the acute coronary

必要があるという点を強調したい。

. N Engl J Med 1992; 326: 242-250. doi:
syndromes（1）

循環器病の発症・増悪予防には、予防に関する知

10.1056/NEJM199201233260406.

識の習得や疾病管理に関する患者教育が有効であ

8）Leor J, Poole WK, Kloner RA. Sudden cardiac death

り、日本循環器病予防学会では専門人材育成と国民

triggered by an earthquake. N Engl J Med 1996;

啓発に力を入れている。災害時の循環器病予防にお

334: 413-419. doi: 10.1056/NEJM199602153340701.

いては、災害時だからこその循環器病予防策を理解

9 ）Zhang XQ, Chen M, Yang Q, et al. Effect of the

して迅速に対応できる医療従事者の育成と、災害時

Wenchuan earthquake in China on hemodynami-

も含めた循環器病予防に対する国民全体のヘルスリ

cally unstable ventricular tachyarrhythmia in hos-

テラシー向上が望まれる。そのためには、災害時を

pitalized patients. Am J Cardiol 2009; 103: 994-997.

想定した循環器病予防についても知識を深めて備え

doi: 10.1016/j.amjcard.2008.12.009.

ること、さらには、非常時においても循環器病予防

10）日本循環器学会，日本高血圧学会，日本心臓病学会．

の観点から指導力を発揮できる人材の確保が急務で

2014年版 災害時循環器疾患の予防・管理に関するガ

ある。

イドライン（2014）．https://www.jpnsh.jp/Disaster/

文

献

1）Watanabe H, Kodama M, Okura Y, et al. Impact of

18

guidelineall.pdf（2021年 9 月 3 日アクセス可能）
11）日本循環器学会，日本心臓病学会，日本高血圧学会．
「避難所における循環器疾患の予防」に関する学会声明

2022年 3 月
（2018/7/10）．http://www.j-circ.or.jp/nishinihon2018/
20180710_hinan.htm（2021年 9 月 3 日アクセス可能）

日本循環器病予防学会誌

第57巻

第1号

ス可能）
18）日本循環器学会，日本心臓病学会．災害時にはエコ

「避難所における新型コロナウイルス
12）日本循環器学会．

ノミークラス症候群に注意してください（2018.7.

感染症に配慮した循環器疾患の予防と対策」に関する

10）．http://www.jcc.gr.jp/info-gakkai/dinfo/data/

声 明（2020/7/7）．https://www.j-circ.or.jp/cms/wp-

jcc-poster-es.pdf（2021年 9 月 3 日アクセス可能）

content/uploads/2020/07/避難所における新型コロ

19）Kario K, Matsuo T, Shimada K, et al. Factors asso-

ナウイルス感染症に配慮した循環器疾患の予防と対

ciated with the occurrence and magnitude of

策 .pdf（2021年 9 月 3 日アクセス可能）

earthquake-induced increases in blood pressure.

13）苅尾七臣．災害時の循環器疾患：内科診療の留意点，
日本内科学会，2016．https://www.naika.or.jp/saigai/
kumamoto/circulatory/（2021年 9 月 3 日アクセス可
能）
14）Kario K. Disaster hypertension-its characteristics,
mechanism, and management. Circ J 2012; 76: 553562. doi: 10.1253/circj.cj-11-1510.

Am J Med 2001; 111: 379-384. doi: 10.1016/s00029343（01）00832-4.
『循環器内科医のための災害時医療ハ
20）日本心臓病学会．
ンドブック』．日本心臓病学会編集．http://www.jcc.
gr.jp/info-gakkai/dinfo/kmedstaff.html（2021年 9 月
3 日アクセス可能）
21）西大輔．e-ヘルスネット［情報提供］災害とこころの健

15）Kario K, Nishizawa M, Hoshide S, et al. Development

康．厚生労働省（2021.1.12）
．https://www.e-healthnet.

of a disaster cardiovascular prevention network.

mhlw.go.jp/information/heart/k-06-002.html（2021

Lancet 2011; 378: 1125-1127. doi: 10.1016/S0140-6736

年 9 月 3 日アクセス可能）

（11）61187-2.

22）「災害派遣精神医療チーム（DPAT）と地域精神保健

16）苅尾七臣．災害時は高血圧に注意！死亡リスクも上昇

システムの連携手法に関する研究」研究班．自治体の

非常食での減塩など対策，NHK 健康チャンネル，
（2021.

災害時精神保健医療福祉活動マニュアル（2021.3）．

6.6）．https://www.nhk.or.jp/kenko/atc_1320.html

https://www.mhlw.go.jp/content/000772549.pdf

（2021年 9 月 3 日アクセス可能）

（2022年 3 月 7 日アクセス可能）

17）日本循環器学会．避難所でご注意いただきたいこと

23）日本高血圧学会．被災地で高血圧患者さんをケアさ

（2021.8.14）．https://www.j-circ.or.jp/topics/避難所

れているコメディカルの皆様方へ．http://www.jpnsh.

でご注意いただきたいこと（2021年 9 月 3 日アクセ

jp/topics/140.html（2021年 9 月 3 日アクセス可能）

19

