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　脂質異常症は血中のコレステロールやトリグリ
セライド（中性脂肪）が表1のように異常値を呈
し、心臓（心筋梗塞・狭心症）や脳（脳梗塞）、足（閉
塞性動脈硬化症）などの血管が詰まる病気の原因
となる動脈硬化を引き起こす疾患です（図1）。コ
レステロールには血管壁に入り込んで沈着するこ
とで血管壁にコブを形成する悪玉コレステロール

（LDLコレステロール）と、コブからコレステロー
ルを引き抜く善玉コレステロール（HDLコレス
テロール）があります。この為、LDLコレステ
ロールは高いほど、HDLコレステロールは低い
ほど動脈硬化を引き起こしやすくなります。コレ
ステロールに加えて、高血圧、喫煙、糖尿病、慢
性腎臓病などがあると、より動脈硬化になりやす
くなります。このような要因を、動脈硬化を引き
起こす危険因子と呼びます。また、朝何も食べな
いで測定されたトリグリセライドが150 ～ 500
㎎ /dLで高値を呈した場合もLDLコレステロー

ルと同様に動脈硬化が引き起こされます。500
㎎ /dLを超えた高トリグリセライド血症は、動脈
硬化を引き起こしませんが、急性膵炎の原因とな
ることがあります。日本動脈硬化学会が提供する
一般の方向けの動脈硬化疾患発症予測ツールをご
紹介します。PC版は動脈硬化学会ホームページ
内 http://www.j-athero.org/general/ge_tool.
htmlで、スマートフォン版（iOS、Android）は
QRコードのリンク先サイトからアプリをダウン
ロードしてご使用ください。
　脂質異常症になる原因には、体質（遺伝）、脂
肪の多い食事（欧米スタイルの食生活）、過食、
運動不足に加えて、甲状腺機能低下症やネフロー
ゼ症候群などの他疾患の併発が挙げられます。ま
た、男性は40 ～ 50歳くらいから、女性は閉経
を迎える頃から高くなることが多くみられます。
　治療に関しては、食事運動療法が基本となりま
す。過食を抑えて過体重を改善させます。特に肉
の脂身や乳製品を控えめにして、野菜や魚類を増
やします。これで改善しない場合は薬物療法を開
始しますが、患者さん一人一人の動脈硬化疾患の
発症しやすさを加味して、治療目標を設定し、そ

れに合わせて薬剤を選択
します。目的は動脈硬化性
疾患の発症を予防するこ
とですので、設定された
目標値を下回った状態を
維持するために、治療を
継続することが重要です。

脂質異常症（高脂血症）
内分泌内科　医局長 　　　岡 島 史 宜

（おかじま　ふみたか）

表 1  脂質異常症の診断の目安（空腹時採血）*

図 1  動脈硬化から
　　  動脈閉塞への過程

LDLコレステロール
（悪玉コレステロール）

140mg/dL以上 高LDLコレステロール血症

120 ～ 139mg/dL 境界域高LDLコレステロ
ール血症**

HDLコレステロール
（善玉コレステロール） 40mg/dL未満 低HDLコレステロール血症

トリグリセライド
（中性脂肪） 150mg/dL以上 高トリグリセライド血症

non-HDLコレステ
ロール***

170mg/dL以上 高non-HDLコレステロー
ル血症

150 ～ 169mg/dL 境界域高non-HDLコレス
テロール血症**

  *：10時間以上の絶食を「空腹時」とする。ただし水やお茶などカロリ
ーのない水分の摂取は可とする。

 **：スクリーニングで境界域高LDLコレステロール血症、境界域高non-
HDLコレステロール血症を示した場合は、高リスク病態がないか検
討し、治療の必要性を考慮する。

***：トリグリセライドが400mg/dL以上や食後採血の場合はnon-HDL
コレステロール（総コレステロール- HDLコレステロール）かLDL
コレステロール直接法を使用する。ただしスクリーニング時に高ト
リグリセライド血症を伴わない場合はLDLコレステロールとの差が
+30mg/dLより小さくなる可能性を念頭においてリスクを評価する。

・LDLコレステロールはFreidewald式（総コレステロール-HDLコレス
テロール-トリグリセライド/5）または直接法で求める。

日本動脈硬化学会編：動脈硬化性疾患予防ガイドライン2017年版. 2017 
p26；日本動脈硬化学会, 東京より改変
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治療の話
　　　　　　白内障手術の歴史

眼科　部長　　亀谷　修平
（かめや　しゅうへい）

　白内障はお歳を重ねると誰にでも現れる老化現象
です。眼の中の水晶体というカメラのレンズに相当
する部分は子供のころは特別な病気がない限り皆さ
ん透明ですが、この水晶体が年齢と伴に濁ってくる
ことを白内障といいます。早い人では40歳くらいか
ら現れて、70歳から80歳くらいになるころには進
行して混濁が強くなります。混濁が強くなると濁っ
た部分で光が散乱するため、かすんだり、まぶしく
見えたりなどの症状が出現します。眼鏡のレンズが
傷だらけになってしまうと、眼鏡のレンズを交換し
ないとよく見えないのと同じように、白内障が進行
してかすんだ症状が取れない時は、手術で濁った部
分を取り除いて新しいレンズを入れなければよく見
えるようになりません。
　白内障手術は古くは紀元前800年ころのインドで
の記録が残っており、その方法は熱く焼いた針で眼球
の表面の角膜を突き刺し、眼の中の濁った水晶体を眼
の中の奥の方に落としてしまう方法でした。とても
怖い方法ですが、すごく濁って全く光の通らなくなっ
た白内障をそのままにしておくよりはよく見えたか
もしれません。日本でも200年くらい前まではこの
方法で手術が行われていたそうです（図1）。

　しかしこの方法では、濁った水晶体がなくなってか
すみはとれますが、レンズがなくなってピントが合わ
なくなるので分厚い眼鏡を使わないとほとんど何も
見えません。このため水晶体を取り除いた後に眼の中
に入れる眼内レンズが発明され1950年ころから使わ
れるようになりました。私が医者になりたての25年

前の手術は眼を1cm近く大きく切開して、水晶体の
中身をそのまま眼の外に取り出して眼内レンズを入
れる方法でしたが、まだまだ危険度が高く、毎回冷や
汗が出るような手術でした。その後、超音波で3mm
以下の小さい傷口から水晶体を壊して吸い出す方法
が普及し、小さな傷口から入れられる眼内レンズも
作られるようになって、とても安全になり冷や汗を
かくことはほとんどなくなりました（図2）。

　それでも水晶体の袋が元々弱いために眼内レンズ
が入れられない状態になってしまうことが稀にあり
ます。その場合、眼内レンズを眼の中に縫い付ける手
術が必要でしたが、この場合の方法も著しく進化しま
した。2本の針で眼内レンズの一部を目の外に抜き出
して固定する方法はとても洗練された方法で、この2
～ 3年で急速に普及し当院でも取り入れています（図
3）。このような手術の進歩を日々勉強し、常に新しく、
安全で、完成度の高い手術を提供できるように引き
続き精進していきたいと考えています。

図 3：Geuder ホームページより引用

図 2　Alcon ホームページより引用

図 1　病草紙２より引用
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病気の話
筋肉のつっぱり｢痙縮（けいしゅく）｣のお話

日本医科大学大学院医学研究科リハビリテーション学分野　大学院教授
リハビリテーション科　部長　　

松元　秀次
（まつもと　しゅうじ）

痙縮（けいしゅく）とは？
　脳や脊髄の病気になると痙縮（けいしゅく）とい
う症状がみられます。痙縮とは筋肉が緊張しすぎて、
手足を動かしにくかったり、勝手に動いてしまった
りする状態のことをいいます。痙縮では、手指が握っ
たままになって開こうとしても開きにくい、肘が曲
がって伸びない、足先が足の裏側のほうへ曲がって
しまうなどの症状がみられます（図をご参照）。痙縮
が長く続くと、筋肉が固まって関節の動きに制限が
生じて、日常生活へ影響します。また、痙縮はリハ
ビリテーション治療の妨げになるため、対策が必要
となります。
痙縮の治療は？
　痙縮の治療には、内服薬、ボツリヌス療法、神経
ブロック療法、外科的療法、バクロフェン髄注療法
などがあります。患者さん個々の病態や治療目的に
あわせて、リハビリテーション治療とこれらの治療
法を組み合わせて行います。
①内服薬（飲み薬）：緊張している筋肉を緩める作用

があります。
②ボツリヌス療法：筋肉を緊張させている神経の働

きを抑えるボツリヌストキシンという薬を注射し
ます。

③神経ブロック療法：筋肉を緊張させている神経に
フェノールやアルコールなどを注射し、神経伝達
を遮断します。

④外科的療法：筋肉を緊張させている神経を部分的

に切断したり、神経の太さを縮小したりする手術
法です。

⑤バクロフェン髄注療法：バクロフェンという薬を
脊髄腔に投与する方法です。

ボツリヌス療法とは？
　ボツリヌス療法とは、ボツリヌス菌（食中毒の原
因菌）が作り出す天然のたんぱく質（ボツリヌスト
キシン）を有効成分とする薬を筋肉内に注射する治
療法です。ボツリヌストキシンには、筋肉を緊張さ
せている神経の働きを抑える作用があるため、注射
することで痙縮を軽減することができます。ボツリ
ヌス療法は世界80カ国以上で認められ、広く使用さ
れています。日本では痙縮以外では、眼瞼けいれん、
顔面けいれん、痙性斜頸、斜視などの疾患に対して
認可されています。
　ボツリヌス療法により痙縮が軽減する（筋肉がや
わらかくなる）ことで、日常生活が行いやすくなり
ます。リハビリテーション治療や運動が行いやすく
なる、痛みが和らぐ、介護負担が減るなどの効果が
期待されます。
痙縮に困っている方、相談されたい方へ
　痙縮の治療は、患者さん個々の病態や治療目的で
異なります。医師と相談の上で治療計画が必要にな
ります。
　手足の筋肉のつっぱりに困っておられる方はぜひ
一度われわれリハビリテーション科専門の医師にご
相談ください。

　手指の握りこぶし状変形
手指が握ったままになって開こ
うとしても開きにくい

　　  足部の内反変形
足が内部にねじれて歩きに
くい

肘関節の屈曲
肘が曲がって伸びない

足部の尖足変形
かかとが浮いて
転びやすい
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　　　治験ってご存知ですか？
治験推進室　　廣田　明子

（ひろた　 めいこ）

お薬の話
　病気の際、「くすり」を医師から処方されたり、薬
局・薬店・ドラッグストアなどで販売されているも
のを購入して服用していらっしゃるかと思います。
これらすべては「臨床試験」を経て皆さんの元へ届
いています。最近、マスメディアで『臨床試験デー
タ公開！』などとよく耳にしませんか？今回は、こ
の臨床試験のうち『治験』についてご紹介いたします。
　皆さんは、『治験』と聞いてどんなイメージを持た
れていますか？『治験』と検索をすると≪怖い・怪

しい高額バイト・危険≫と言ったようなマイナスな
ワードがたくさん並びます。本来『治験』とは、ま
だ治療薬のない病気や、より良い新しい「くすり」
の誕生には欠かすことができない重要な過程の１つ
であることを皆さんに知っていただきたいです。「く
すり」が出来るまでには、大まかに6つの工程で構
成されています。『治験』はその中の3番目の工程に
当たり、国（厚生労働省）に認めてもらうため、人
を対象に行う治療試験のことを『治験』といいます。

　『治験』は国や世界の定めた厳しいルールや法律に
則って行われます。ルールの中には参加する方の≪
人権・安全性・プライバシー≫を守るためにこんな
ルールがあります。
　①患者さんに十分な説明を行い、説明の内容をよ

く理解いただき同意を得た上で実施すること。
　②患者さんが治験の参加をいつでも取りやめるこ

とができること。
　③患者さんが治験に参加しない又は取りやめたこ

とで不利益な扱いを受けないこと。
　当院でも『治験』は実施しております。この先ど
こかで『治験』にご協力いただきたいと主治医から
言われることがあるかもしれません。　診察の際に、

主治医から声をかけられたら、お話を聞いてみてく
ださい。≪先生には話しづらいんだよなぁ。≫とい
う方も『治験』には『治験コーディネーター』とい
う治験の担当者がおりますので遠慮せずにご相談く
ださい。
　日々、医学は進歩し昔では想像が出来なかった「く
すり」の発見や進化に伴い、多くの病気を治療でき
るようになりましたが、現在でも有効な「くすり」
がなく、十分な治療のできない病気もあります。また、
海外では承認されていても日本では認められておら
ず使えない「くすり」も数多くあります。
　未来の医療の為に、有効で安全に使用できる「く
すり」の開発にご理解、ご協力をお願いいたします。 

筆者作成
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　　　　　　認知症の予防の話
看護部　老人看護専門看護師　　齋藤  多恵子

（さいとう　たえこ）

　いまや2025年には約700万人が認知症と診断さ
れると言われています。
　アルツハイマー型認知症は、神経細胞に老廃物が
たまって細胞を壊してしまう病気で、その老廃物は、
実は40歳を過ぎたころから徐々にたまりはじめま
す。では発症を予防したり、発症してもその進行を
ゆるやかにするにはどうしたらよいのでしょうか。
1．なぜ、認知症になるのでしょうか
　人の脳は神経細胞同士で信号をやりとりしていま
す。そのやりとりをした老廃物が神経の継ぎ目にた
まっていきます。アルツハイマー型認知症は、その
老廃物がたまって神経細胞を壊してしまうのです。
アルツハイマーの遺伝子もみつけられていますが、
その遺伝子をもっているからといって必ずしも認知
症になるわけではありません。では、どのようにす
れば認知症になることを予防できるのでしょうか。
2．日常生活の食事・睡眠・運動のバランスを保つこと
　睡眠は特に大切です。というのも睡眠中私たちの
身体でミクログリアという物質が老廃物を掃除して
くれています。つまり睡眠をとることが認知症の予
防に深く関わっています。良質な睡眠を促すメラト
ニンというホルモンは、朝日を浴びて光を眼から感
じ取ると徐々にその量を減らし、夜になるとまた増
えて眠りを誘います。メラトニンのもとは食べ物か
ら得られる必須アミノ酸で作られるので、良質な睡
眠をとるためには十分な蛋白質をとること、そして
それを吸収するためのビタミンをとることも必要で
す。また運動は、認知機能を活性化します。ある研

究では、1日30分、週3回程度の運動で認知機能の
低下を防ぐ効果があると言われています。

3．新しいことにチャレンジすること
　ある海外の研究で、75歳以上の修道女の20年間
を追跡した結果、死亡後の脳解剖で認知症の兆候が
見られたにもかかわらず生前の生活では認知症の症
状は現れていなかったそうです。これは、生前の社
会的生活、知的な活動などによって新しい神経細胞
が作られていたということです。つまり、認知症の
予防には、まず規則正しい生活をして、ウォーキン
グなどの運動を日常的に行いながら、どんどん新し
いことにチャレンジすることが大切です。

予防の話
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します
お知らせ

「入院診療費自動支払機導入」について

　導入から長らくご利用頂いておりました「外来診療費自動支払機」ですが、多くの患者さんから
のご要望にお応えいたしまして、新たに入院診療費につきましても自動支払機でのお支払いが可能
となりました。

令和元年５月２日より使用可能となっております。
　・５台全台対応いたしております。
　・ご利用時間は、平　日：午前８時３０分～午後４時００分
　　　　　　　　　土曜日：午前８時３０分～午後３時００分
　※上記時間外および休診日のご利用は出来ません。 

医事課　課長補佐　石井  てるみ
　　　　　　　　　　　  （いしい　てるみ）

1．いつから利用できるの？

　外来診療費の支払い方法との違いはありませんが、入院請求書の左上にバーコードが有る場合
は読み取りに対応しておりますので、診察券が無くてもお支払いが出来ます。

2．外来診療費の支払い方法との違いはあるの？

～自動支払機が、入院診療費にも対応いたしました～ 

千葉北総病院では平成18年12月から外来診療費自動支払機を導入しております。
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３．利用できない場合もあるの？

① 未精算の診療費等がある場合
② クレジットカードのサイン対応の場合
③ 総額が１００万円を超える場合
お取り扱いが出来ない場合は、窓口にてお支払いください

現在取り扱いカードは以下の通りとなっております。
　※お支払いは、一回払いのみとなります。   

4．その他

今後とも患者さんの利便性の向上に努めて参ります。 

運営の話
　当院では、明るくて開放感のあるエントランスホー
ルと広いホスピタルストリートを利用して、年間を通
じて様々な演奏会や展示会を開催しております。昨年
度に開催したイベントは次のような内容でした。

　4月中旬 日本一子ども鯉のぼりの展示
　5月下旬 印旛さつき会の展示
　7月上旬 社会を明るくする運動・ひまわりの

絵はがきの展示

 病院共有スペースの活用について
庶務課　係長　　曽我　晶子

（そ が　  あきこ）
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　本年も様々なイベントを準備しております。少しでも外来受
診された方や入院中の方の心のやすらぎとなれば幸いです。
　　　　　　　　　　　　　　　　　（広報委員会：亀谷 修平）

集 後 記本誌についてのご意見は、ご意見箱にお入れ
いただくか、下記までお寄せ下さい。

日本医科大学千葉北総病院 医療連携支援センター
〒 270-1694   千葉県印西市鎌苅 1 7 1 5
電 話 0476-99-1810/FAX 0476-99-1991

　7月下旬 長唄＆三味線の演奏会
　8月上旬 やちよ絵手紙の森美術館の展示
　8月下旬 榎政則ピアノリサイタル
　12月上旬 いんざい押し花倶楽部の展示
　12月下旬 樋口さゆかピアノリサイタル
　3月下旬 日本医科大学・女子栄養大学ハルモ

ニアオーケストラコンサート

　コンサートに出演される音楽家の方々は豊富な演
奏経験をお持ちの方々ばかりで、ただただ生の楽器
演奏に圧倒されます。病棟からエントランスホール
に足を運んで下さる入院患者さんも多く、「貴重な機

会を得た」、「また開催してほしい」などのお言葉を
頂いており、大変好評です。
　また、地域住民の方々のご協力で開催する絵画や
押し花等の展示会は、殺風景な病院に彩を添えてく
れるだけでなく、多くの患者さんやご家族の方々の
目を楽しませてくれます。立ち止まって展示物を眺
めている患者さんも多くいらっしゃいますので、診
察の待ち時間対策として大変助かっています。
　これからも地域の皆様の芸術活動の発表の場とし
て、当院のスペースを有効活用していただけるよう
積極的に提供してまいります。開催のご相談がある
方は、総合案内までお声掛け下さい。　
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