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ソロバ村住民医学調査:採血時の特性

小松真由三 1)、松林公蔵2)、瀬口春道3)

1)高知医科大学医学部附属病院看護部、

2)京都大学東南アジア研究センター、 3)高知医大第2解剖

し はじめに
採血は、検体採取が簡便であり患者に与えるリ

スクが少ないことから、看護婦も看護業務のひと

つとして日常的に関わっている。そのため、経験

的に対象者による採血時の相違を感知しやすい

が、採血時の特性について評価法を用いた報告例

はない。

今回、ニューギニア島イリヤンジャヤ州ソロバ

村において、石器時代の生活スタイルを残すとい

われるダニ族の医学学術調査に参加する機会を得

た。住民検診では、希望者に血液検査を行ない、

その際の採血を担当した。ソロパ村住民の採血は、

通常出会う対象者に比べると表在静脈の性状など

に相違を感じ採血が難しかった。その特性につき

考察を加えて報告する。

H.対象者と方法

対象者は、住民検診に診療所を訪れたソロパ村

の住民に、血液検査の希望を確認して募った。採

血に関わった期間は、平成 11年8月20日~同年8

月25日。

採血の方法は、lOmlのディスポシリンジに21G

の注射針をつけ、左右いずれかの上腕より、

DNA鑑定・ラボデータ用に6-8mlを採血した。

採血の難易度は、 4段階評価とした。各段階は、

難易度o(問題なく採血が可能)、難易度1(通常

の方法で採血は可能であるが時間を要する)、難

易度2(徒手的に血管を連続圧迫して採血)、難易

度3(静脈からの採血は困難で鼠径動脈で採血)、

難易度4(採血を断念)とした。

m.結果

1.対象者の背景

対象者となった住民は、検診に訪れた215名中

178名いた。これは、検診に訪れた人の82.8%を

占めた。年齢は、 8-67才と幅があり(表1)平

均年齢は 37才、性別では、男女ともほぼ同数で

あった。その内、 60才以上は 14名いた。

2.採血の実際

全対象者中に難易度4はなく、難易度3は2名、

難易度2は10名いた。他の対象者166名はw 難易

度0-1に該当したが、採血にかかる時間は測定

したものではなく、難易度OとIの判別は難しか

った。また、主観的な感覚の程度を図ることは4

段階評価ではできなかった。

対象者の表在静脈は、視覚的に確認できるほど

太く浮き出ている人が目だち、採血部位の選択・

針の刺入に限って言えば全対象者とも容易であっ

た。しかし、共通して血管は弾力性に乏しく指で

軽く圧迫すると紙をつぶすように凹んで、しまう頼

りないものであった。血液の返りも悪く、針を刺

した直後に 2mlも引けば血管は虚脱する。そのた

め、わずか6-8mlの量を確保するにも時間を要

したり、駆血帯を外し一方の手で連続的に上腕へ

の圧迫を繰り返しながら、 一方の手で注射器に少

量ずつ搾りだすよう吸引して採取しなければなら

なかった。採血後の止血に時間を要した者や皮膚

に著明な皮下出血をみた者はいなかった。採血が

難しいと感じた対象者は全体の約3割程度あり、

特に年配のホリム姿(ペニスケースを装着)の男

性に多かった。

表1 対象者の年齢層

年齢層 人数 男性 女性

10ft 14 7 7 

20代 53 26 27 

30代 35 18 17 

40代 37 14 23 

50代 25 13 12 

60代 14 12 2 
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3.採血部位の消毒

採血部位の消毒に関しては、 70%の消毒用エタ

ノールを使用したが、皮膚の汚染は挨と汗と泊と

が混在したようであり、通常の清拭では取れず丹

念に拭きとるように消毒した。

4. ソ口バ村住民検診の結果(一部)

血圧測定を受けた住民209名の平均収縮期血圧

は101:t 13mmHg (最小値74mmHg)、張期期血

圧は56:t9mmHg (最大値36mmHg)で、男女差

はなかった。また、血液検査では、平均総コレス

テロールは、 112:t 6mg/dl (最小値62mg/dl、最

大値 192mg/dI)、平均血性蛋白は8.8:t 5.7g/dl 

(最小値7mg/d、最大値83lmg/dl)で、あった。

N.考察

採血を困難にする と思われる要因について、心

理的影響、血液循環動態、栄養状態、風習との関

係、評価方法について考察する。

1.心理的影響

ソロパ村には、医療施設はなく病気になっても

医者にかかる習慣はない。医師が検診に訪れる機

会も年に1度あるかないかという医療とは無縁の

生活地域であり、採血の経験はないに等しい。そ

のため、採血に対する不安・緊張は、迷走神経反

射を誘発し採血を困難にするのではないかと考え

ていた。しかし、住民検診に訪れた人の82.8%が

血液検査を希望し、採血の途中で気分不良や拒否

を訴えたり痔痛に過敏な反応を示した者はいなか

った。また、緊張による迷走神経反射では血管は

収縮するものと思われるが、血管が細く採血が困

難であった人はいなかったことから、ソロパ村住

民には心理的影響による問題はなかったと考える。

2.血液循環動態との関係

採血が困難である理由のひとつに血液の返りが

悪いことがあった。表在静脈の虚脱は、循環血液

量の減少によって生じる。今回の調査ではソロパ

村住民の平均血圧は、収縮期血圧101:t 13mmHg、

張期期血圧56:t9mmHgでLあり、高血圧の者はい

なかった。また、住民は、飲料水に川の水を使用

しているが、村に貯水槽のようなものはなく、垣

間見た彼らの生活では食事時ですら水を飲んでい

る場面をほとんと守昆なかった。貴重品である塩も

取らない。不感蒸j世においては、赤道直下という

地理的環境から裸同然のホリム姿の高齢者など

は、不感蒸滑による体液量の喪失も大きく採血に

影響するのではないかと思っていた。しかし、 I

次隊の調査報告(同年 7124~ 8/12) では、ソロ

パ村の日中の平均気温は24.9度、湿度は59.8%で

あった。ソロパ村では、年間を通じて気候の変化

が少ないと言われており、滞在期間中の気候を前

提とすれば不感蒸植が多いとは考えにくかった。

今回の調査では、住民の1日飲水量や尿量・比

重は測定していないが、上記のことから慢性的に

軽い脱水傾向にあり、このことが血液の返りに関

与しているのではないかと考えられた。

3.血管の性状と栄養状態

対象者の表在静脈は、太く浮き出ている者が多

かったが、弾力性に乏しく指で軽く圧迫すると紙

をつぶすように凹んでしまうものであった。ソロ

パ村住民の食事は、主食の大半を芋とし時々米、

パイナップルなどの果実、冠婚葬祭や観光客向け

の豚まつりの際に一頭の豚を村人で、分かち合って

食する質素な内容である。このことから、栄養不

良による血管壁の脆弱を考えたが、対象者の平均

総コレステロールは 112:t 6mgl dlと低く、平均

血築蛋白は8.8:t5.7g/dlと高かった。しかし、血

紫蛋白は、水分の摂取不足でも高値を示す傾向が

ある。調査結果では、血管の性状と栄養状態とは

裏付けられないが、栄養状態との関係を否定でき

るものでもない。

4.風習との関係

採血部位の皮膚の汚染は、通常のアルコール清

拭では取れず丹念に拭きとらなければならなかっ

た。ソロパ村の住民には、入浴の習慣がなく湯を

使うということがない。その上、身体の表面に豚

の油を塗る風習があるO 体脂や油のような脂溶性

の汚れは、水浴び程度では取れない。考えにくい

ことではあるが、採血部位に針を刺す際、皮膚の

表面に付着した油脂が針の内腔に付着し採血を困

難にするということがあるのだろうかと考えた

が、確信はない。
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5.評価方法について

ソロパ村滞在中に対象者の特性を採血の難易度

として順位尺度で表わそうと試みたが、充分に熟

考したものではなく、指を通して感知する微妙な

主観的難易度は図れなかった。主観的に感知する

採血時の特性は、データとしては客観的な評価対

象にはなり得ず、採血者が感知する対象者の特性

ついて、第三者に伝えるための標準スケールの報

告も見ない。しかし、日常においては容易なこと

でもフィールドにおける限られた条件下でのデー

タ採取には限界があるため、対象者の傾向を把握

する簡易な評価としての意義はあると考える。

v.結語

今回の調査で主観的に感知したソロパ村の採血

時の特性は以下のよ うで、あった。

1) 採血の実際の4段階評価では、難易度4(採

血を断念)はなく、難易度3(静脈からの採血

は困難で鼠径動脈で採血)は2名、難易度2

(徒手的に血管を連続圧迫して採血)は10名、

他の対象者の 166名は、難易度1(通常の方法

で採血は可能であるが時間を要する)-難易度

o (問題なく採血が可能)に該当したが、難易

度Iと難易度Oの段階分けは困難であった。

2)表在静脈は、太く浮き 出ている者が多かった

が、共通して血管は弾力性に乏しかった。

3)針を刺入した際の血液の返りは悪く、針を刺

した直後に2mlも引けば血管は虚脱した。

4)難易度が特に高かった対象者は全体の約3割

程度あり、年配のホリム姿の男性に多かった。

5)採血部位の汚染は挨と汗と油の混在状態にあ

り、通常のj青拭で、は取れなかった。

VI.おわりに

国外をフィールドとする医学学術調査に参加し

たのは、今回がはじめてである。多くの対象者に

対して、経験的に得意とする採血で、文明社会に

生活する我々とは明かに違う相違を感じたことは

一種の驚きと発見であった。今後は、対象者によ

る相違について科学的根拠に基づく 裏付けがとれ

るように継続的に分析できればと考える。
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Summary 

Feasibility Study of Drawing Blood in Native People in Soroba 

Mayumi Komatsu， Kozo Matsubayashi， Harumichi Seguchi 

Kochi Medical School 

The technique of drawing blood for native people in Soroba was more difficult than usual due to 

easy collapse of vein and pig-Dil painted skin. especially in naked men with only penis case. The reason 

for easy司collapsingvein was supposed to be due to hyponutrition and chronic dehydration in the native 

soroba p巴opl巴relatedwith their daily life style. They were always naked except penis case in men and 

waist cape in women resulting in chronic dehydration. They painted pig oil on their whole skin and 

seldom washed their body. Their daily foods were mainly potatoes and rarely vegetables and pig flesh 

with little water. Their lifestyle and related biological condition is supposed to be an important factor for 

difficulty in drawing blood. 
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