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<< アナフィラキシーの診断基準 | TOP | アストラゼネカのワクチンは３か⽉開けての２回接種 >>
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アナフィラキシーの診断基準に対する備考

 
アナフィラキシーの診断基準に対する備考

  〜患者さんへの事前説明について〜

 Brightonの診断基準の中でstridorとwheezingが載っていました。
 ベンツ診察法より調べましたが、アナフィラキシーの診断の際にはどちらでも良いと思っていま

す。
 reduced central pulse volumeもいろいろ調べましたが分かりませんでした。

 中⼼静脈圧の事でしょうか。とりあえず中⼼静脈圧に関して下記に掲載します。
原⽂が最も理解しやすいのですが、やはりアナフィラキシーの診断の際には外頸静脈で内頸静脈
を代⽤するか、capillary refill timeのみで診察するかを考えています。

 携帯エコーで下⼤静脈を調べる⽅法もありか、とも思われますがどうでしょう。
 迷⾛神経反射は⼀般的に徐脈です。アナフィラキシーの場合は⾎液成分が急に⾎管外に漏出す
るので
頻脈です。これで鑑別できないかと思っています。
ワクチンの接種前にアナフィラキシーについて診断基準も含めて⼗分な説明責任があると思って
いる
のですが…

 

 私が学⽣時代に⻭科を受診した際、今と違って⻭ぐきに直接打つ⿇酔がめっぽう痛かったのを
覚えて
います。先⽣が「気分が悪くなるといけないので、しばらく経過を⾒てから抜⻭をします。」と
親切に説明
された瞬間に、座ったまま⽬の前が真っ暗になり抜⻭もせずに帰ってきたのを思い出します。
 その昔、医学部５年のとき外科のベットサイドティーチングがあり、憧れの⼥学⽣と⼀緒の班
になりま
した。外来での神経ブロック⿇酔の⾒学時に、その⼥学⽣が失神を起こして倒れてしまいまし
た。
それを⾒た私も⽬の前が真っ暗になってしゃがみこんだ思い出があります。

             

斎賀医院壁新聞
⽂献情報と医院案内 斎賀医院ホームページに戻る場合戻るボタンをおしてください
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【喘息・呼吸器・アレルギーの最新記事】
慢性蕁⿇疹
肺炎に抗⽣剤の時短療法
３剤配合吸⼊薬（ステロイド＋LABA＋L..
雷⾬は喘息発作を誘発する
喘息のレスキューにアルブテノール+ブデソ..

posted by 斎賀⼀ at 19:55| Comment(2) | 喘息・呼吸器・アレルギー

この記事へのコメント

先⽣、いろいろとご配慮いただきまして、ありがとうございましたm(__)m

ほんにんともどもとても感謝しております、よろしくお願いいたしますm(__)m

⿇酔や外科治療後に緊張し過ぎて、失神された⽅以前に、何⼈かいらっしゃいましたが…

治療前には必ずトイレを済ませておかないとと思いました、先⽣意味わかりました︖
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Posted by at 2021年03⽉21⽇ 09:22

思いがけない形で憧れの⼥学⽣との思い出が残っているんですね

Posted by at 2021年03⽉21⽇ 10:40


