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AYA世代のがん

小児科　部長 　　　浅 野 　 健
（あさの　たけし）

　AYA世代という言葉をお聞きになったことがあるでしょうか？ Adolescents and Young Adultの略
です。対象となる年齢はまだきちんとは決まっていなくて、アメリカでは15 ～ 39歳、ヨーロッパでは
15 ～ 24歳、日本では15 ～ 29歳とされる記載が多いのですが、公式に定義されているものではまだ
ありません。

　小児がんは大人のがんに比べて
1）患者さんの数が極めて少ない
2）成長発達期にあるため、小児からAYA世代で障害があると生涯にわたって持続する晩期合併症

になる
3）成人のがんと疾患の種類・頻度が異なる
という特徴があります。

　また、AYA世代としての特徴は
1） 思春期（adolescents）では就学期に当たり、精神的・社会的自立に向けた発達段階であり、

就労前で経済的自立ができていない、意思決定の主体が親になりがち、性的にも発達途上とい
う特徴があります。

2） 若年成人（young adults）では就労期に入り、精神的・経済的に自立を始める時期で意思決定
は本人に託されます。彼らには次世代を生み育て、社会に貢献する責務が新たに生じます。

　AYA世代のがんの特徴は白血病、リンパ腫、脳腫瘍、甲状腺がん、卵巣癌、子宮頸がん、乳がん、精
巣癌、骨軟部肉腫が多く、これは成人のがんとも小児のがんともその頻度が異なります。また、自立す
る年齢であることから逆に発見、治療の遅れがおこりやすく、治療の遵守がされにくい傾向にあります。
加えて生殖年齢であることから、妊孕性温存が重要な問題となってきます。AYA世代のがん患者さんの
受診者数は年間10人以下の病院が全国の病院の3分の1を占め、小児科で診るか、成人の科で診るかを
含め、医療者側も不慣れであるという問題点があります。
　今後の課題として、AYA世代のがん患者さんと病院、地域の先生方とのネットワークの構築、小児・
成人診療科の連携の推進、生殖医療、精神科などの診療科間の連携の推進が必要となってきます。また、
高校生になると診てくれない小児病院も多く、情報・相談支援窓口の拠点化を行い、自立・自己管理の
支援する必要があります。小児がんでは子供の時に行ったがん治療によってと考えられる2次癌が成人
になって発生するなど障害が出てくることがわかってきており、AYA世代においても治療終了後の長期
フォローアップ体制の整備も必要となります。
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病気の話
慢性骨髄性白血病とその治療進歩

血液内科　　藤原　裕介
（ふじわら　ゆうすけ）

　慢性骨髄性白血病（Chronic Myelogenous Leukemia：
CML）は骨髄増殖性腫瘍のひとつで、血液の根幹とな
る造血幹細胞に遺伝子異常を来してがん化した血液
細胞が無制限に増殖します。自覚症状に乏しく進行
も比較的緩徐なことが多いため、健康診断などで偶
然指摘されることも多いです。症状を有する場合は、
倦怠感や体重減少、脾腫よる腹満感などがあります。
　原因の多くは、9番染色体と22番染色体の一部が
入れ替わりフィラデルフィア染色体を生じる事に由
来します。このフィラデルフィア染色体がBCR-ABL
融合遺伝子という異常な遺伝子を形成します。この異
常遺伝子が血液細胞を過剰に増殖させ、CMLを発症

します。診断は血液中のBCR-ABL融合遺伝子を検出
する染色体検査や、骨髄検査により骨髄中の血液細胞
の比率や分化段階を確認し診断します。診断と同時に
病期を調べ、その後の治療方針を決定します。CML
には慢性期、移行期、急性転化期の3つの病期が存在
します。慢性期は症状を認めないことが多く、多くが
この時期に診断をされます。移行期は急性転化期との
間に位置し、病気のコントロールが難しくなります。
急性転化期は血液細胞の分化する能力が失われ、急性
白血病と類似した状態です。この時期になると慢性
期と同じ治療で病勢をコントロールすることは困難
となり、造血幹細胞移植を検討する必要があります。
　治療は原因となるBCR-ABL遺伝子が形成する異常
タンパク質を標的とした分子標的薬によって、血液細
胞の増殖を抑えることで病状をコントロールします。
この分子標的薬は内服薬のため、ほとんどの患者が通
院で治療をすることが可能となりました。分子標的
薬が誕生するまでCMLは極めて不良な疾患でしたが、
分子標的薬の誕生により8年生存率は9割を超えまし
た。分子標的薬にはイマチニブ、ニロチニブ、ダサチ
ニブ、ボスチニブ、ポナチニブがあります。これら分
子標的薬にはそれぞれ長所と短所があり、患者の年

　千葉県では千葉県がん対策審議会小児がん対策部会が2013年に立ち上がっていて、千葉県内の小児
がんを取り扱う病院（千葉大学、千葉こども病院、成田赤十字病院、日本医科大学千葉北総病院）の医師、
地域で癌の子供たちを診ていただいている先生、患者さんの支援を行って
いるボランティアの方、有識者の先生方が小児がん、そして、AYA世代の
がんの診療体制の整備について協議をしてきました。これまでに患者さん
の親向けの手帳の作成と小児がん診療病院への配布、千葉県小児がん診療
医療機関実態調査と県のホームページへの公表、千葉県小児がんピアサポー
ターを育てる研修会の実施、千葉県がんナビ（県庁のホームページから見
られます）への小児がんの項目の追記などを行ってきました。
　子供は保護されるべき権利を持っていますが、近年、子供の社会環境が
悪化しているのも現実です。私たち大人は、子供のためにもっと行わなけ
ればいけないことがあると考えております。
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きずの話
きずあとが気になったら

形成外科　　香西　達一
（こうざい　みちかず）

　小さい頃転んでできたきずあと、事故で縫ったきず
あと、おなかの手術のきずあと、誰しも多かれ少なか
れ何かしらのきずあとがあるのではないでしょうか。
そのきずあと気になってませんか？でも今さら…と
思っていませんか？もしかしたらもう少しキレイにな
るかもしれません。
　怪我や手術のあとには必ず瘢痕（きずあと）が残り
ます。
　「あとが残らないようにお願いします」と、当科を
受診されるほとんどの患者様はおっしゃいます。しか
し、現在の医療技術では、きずあとを全く残さないと
いうことは、残念ながら不可能です。丁寧に縫合する
ことは大前提であり、縫合方法を工夫することで、き
ずあとをなるべく目立たないように治療をするのが私
たち形成外科です。
　では目立ってしまったきずあとはどうするのかとい
うと、治療法の一つとして丁寧に縫い直す方法があり
ます。しかし、きずあとは怪我や手術をしてから3カ
月くらいは硬さ、色調などが変化していきます。した
がって、きずあとが気になるからといって、すぐに手
術を行うことはあまりお勧め致しません。テープを貼っ
たり、薬を使ったりしながら、よりきずあとが落ち着
くまで待ち、手術が本当に必要かどうか見極めます。
　患者様がよく「ケロイドになっちゃって‥‥」とみ
せてくださるきずあとは、赤く大きく盛り上がってい

るものもあれば、2㎜程度の赤く細いものもあり様々
です。実は、形成外科ではケロイドと単純なきずあと
を区別しております。最初の傷の範囲を超えてどんど
ん広がるものをケロイドといい、最初のきずあとの範
囲を超えないものを肥厚性瘢痕（ひこうせいはんこん）
といいます。
　ケロイドの場合、単純に手術で取り除いて縫い直し
ても、再発してしまうことがあり、手術を行う場合に
は術後に放射線照射を行うことがあります。また、手
術以外の方法では、シート状のもので圧迫して平らに
したり、薬を飲んだり塗ったりする方法があります。
　肥厚性瘢痕の場合は、場所や大きさなどによって治
療法が変わります。小さなものであれば切除して丁寧
に縫合しなおすことで、より目立たないきずあとにす
ることが可能です。また、同じきずあとでも目立つ方
向と目立たない方向があります。一般にはシワのでき
る方向のきずあとはシワに隠れて目立ちにくくなる傾
向にあります。そこで、周囲の皮膚にわざと切開を加
えて皮膚を移動し、きずあとの方向を変えて縫い直す
方法もあります。また、一本の長いきずあとよりも、
ジグザグの方が目立たない場合もあり、きずあとをジ
グザグに切開して縫い直します。
　単にきずあとといっても様々な状態があり、それに
合わせた治療法があります。気になるきずあとがござ
いましたら、是非形成外科にご相談ください。

齢や既往症、副作用の程度などによって使い分ける
ことができます。現在この分子標的薬は生涯にわたっ
て治療を継続する事が必要とされています。そのため
薬剤費、軽度であっても続く副作用などが患者の負担
となっています。また、社会全体の医療費の増大と
いう問題もあります。そこで、現在高い治療効果が
得られ一定期間以上病状が安定している患者を対象
に分子標的薬を中止する臨床試験が現在行われてお
り、今後治療を中止できる可能性が期待されていま
す。残念ながら現時点でこの臨床試験の明確な成績は

出ていませんが、今後の長期の治療成績に期待はで
きると考えます。当院でも新たに診断されたCML患
者で分子標的薬によって高い治療効果とその維持が
確認できたら、分子標的薬を中止する臨床試験を行っ
ており、CML治療の新たな段階にあると言えます。
　以前は極めて予後不良だったCMLですが、近年は
内服薬による通院治療で長期生存が可能となりまし
た。今後は更に治療を中止できるかどうかといとこ
ろまで治療は進歩してきており、今後更なる治療の
発展が期待されます。
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入院中の肺塞栓症
中央検査室　係長　　谷口　惠理

（たにぐち　えり）

病気の話
　エコノミークラス症候群という病名は、マスコミ
などで見聞きすることが多く、一般的に知れ渡るよ
うになりました。エコノミークラス症候群とは、飛
行機で座席の狭いエコノミークラスで長時間座り続
けていると、足の血行が悪くなり、脚の静脈に血の
塊（血栓）が出来やすくなり、その塊が肺動脈を塞
ぐと肺塞栓症を引き起こすものです。この肺塞栓症
は、長時間飛行機に乗った時だけでなく、長距離バ
ス、新幹線、長時間のデスクワーク、災害時の避難
所、そして約半数は入院中に発症しています。入院
中の肺塞栓症発症リスク因子として、肥満、長期間
の寝たきり、手術、がん、血液凝固異常、脳血管疾患、
外傷、骨折、妊娠・出産などが挙げられます。
　肺塞栓症の原因の90％以上は下肢の深部静脈血栓
症です。入院中の患者さんが深部静脈血栓症や肺塞
栓症を発症していないかを知るために、血液検査（D
ダイマーの測定）や下肢静脈超音波検査が行われま
す。体内に血栓が出来ると、この血栓を溶かして除

去しようとする機能があり、プラスミンという酵素
が行っています。それを線溶現象といい、その時分
解される物質が最終的にDダイマーになります。で
すから、体のどこかに血栓が出来ていればDダイマー
が上昇するのです。下肢静脈超音波検査は、下肢全
体に超音波をあて、静脈の形態、血栓の有無（血栓
が見つかればその場所や範囲、性状）を調べる検査
です。静脈血栓症の特徴である、「足のむくみ」「痛
み」「色調の変化」が無いかを確認しながら検査を進
めていきます。超音波検査はリアルタイムで評価で
き、撮影時に放射線被ばくをするCTやレントゲン検
査とは違い、健康に害もなく、何度でも安心して検
査を受けることができます。
　肺塞栓症は予後不良の疾患で、発症後一時間以内
の死亡例が全死亡例の約4割を占めるといわれてい
ます。入院中の肺塞栓症の予防は、主なものとして
圧迫ストッキングの着用、足への圧迫ポンプ装備、
患者さん自身で足首を動かしてもらう、などがあり
ます。
　肺塞栓症は命を落とすこともある重大な病気です
が、患者さん自身が誰でも入院中にこの病気になる
リスクがあることを自覚し、自ら予防に努めるとこ
が発症を抑えられる重要なポイントだといえます。　
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2/585で読む誤嚥性肺炎の話
看護部　摂食・嚥下障害看護認定看護師　　高澤　直央

（たかざわ 　なお）

　2011年に肺炎が脳血管疾患を抜いて死亡原因の
第3位となりました。そのうち9割以上が高齢者で
あり誤嚥による肺炎が高い割合を占めています。
　さて私たちは1日に何回ぐらい「嚥下」（飲み込
み）という行為を行っているでしょうか？当然、寝
ている間も無意識で嚥下という行為を行っています。　

“朝起きたら枕がよだれで濡れていてびっくり！”　
疲れた日は、そういうこともあるかもしれませんが
普段はしっかり私たちの体が、お口の中に唾液がた
まったら寝ていても飲み込むという行為を行ってく
れているんですね。この嚥下という行為がうまくで
きないと唾液や食べたものが肺に入ってしまい、誤
嚥性肺炎を引き起こすことがあります。

誤嚥性肺炎の予防
1．口腔ケア
　誤嚥性肺炎は細菌を誤嚥する
ことによって起こる肺炎です。
毎日の歯磨き、できれば歯間ブ
ラシや舌ブラシで細かなところ
まできれいにしましょう。また
唾液には抗菌作用、洗浄作用な
どがあり、お口の中が乾燥するのも菌の増殖の原因
となります。特に高血圧の薬や睡眠薬をのまれてい
る方は、お薬の影響で唾液分泌が低下することがあ
りますので定期的な水分摂取を心がけましょう。
2．適度な運動
　誤嚥（肺に菌がはいってしまう）したからといっ
て必ずしも肺炎になるとは限りません。私たちの体
には誤嚥してもそれを出そうとする機能が備わって
います。“ゴホンッ !”と咳をしてなんとか肺から菌
を出そうと頑張ってくれます。しかし、体力が低下
していると菌を出すのに十分な咳ができなかったり、

肺炎となった時に重篤化してしまいます。
　痰をしっかりと喀出できる状態を維持するために、
軽いウォーキングなど呼吸をしながらの運動（有酸
素運動）がお勧めです。
3．寝る直前の食事はやめましょう
　誤嚥性肺炎はお口から入ってき
たものだけから発症するとは限り
ません。加齢に伴い、消化管の機
能も低下します。胃の消化機能の
低下により食物が胃に停滞する時
間が長くなり、食後すぐに横になると胃から食道へ
食べたものが逆流する危険が高まります。特に胃か
らの逆流物は食物の他に胃酸という強力な消化酵素
が含まれています。これらを誤嚥すると肺そのもの
が消化酵素によって炎症を起こし誤嚥性肺炎となり
ます。

　さて、みなさん、この文章を読むのにどの程度時
間がかかりましたか？人は1日に平均585回、食事
中の人は1時間に180回、食事中以外の時間は1時
間に23回ほど嚥下が行われているという報告があり
ます。5分で読んだ方は2回ほど無意識に嚥下してい
るはずです。毎日の585回、誤嚥性肺炎を起こさな
いように私たちの体はうまく調整して嚥下という行
為を行ってくれています。たまに失敗してむせてし
まうことがあっても、重篤化しないようにすること
が大切です。

ケアの話
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します
解説

ドクターヘリの医療費について

災害時に事故現場へ緊急出動し、負傷者を医療機関へ搬送するドクターヘリ！
ニュース、報道だけでなく、テレビドラマや映画で広く知られるようになりました。
今回はそのドクターヘリの運用と、医療費について簡単にご紹介いたします。 

　「救急専用の医療機器等を装備したヘリコプターに医師および看護師が同乗し、消防機関等の
要請により救急現場に向かい、救急現場から医療機関に搬送する間、患者さんに救命医療を行うこ
とのできる救急専用ヘリコプター」をいいます。

　このドクターヘリの導入により、医師による速やかな救命医療の開始とあわせて、高度な医療機関
への迅速な収容が可能となり、重症救急患者さんの救命率の向上が期待されるところです。

医事課　課長補佐　齊藤　正子
　　　　　　　　　　　 （さいとう まさこ）

ドクターヘリとは

　国の「ドクターヘリ導入促進事業」が開始されたことにより、運航に要する費用は国と都道府県
が負担することになっています。
　従って、事故現場（収容場所）等から医療機関への搬送に関わる費用（移送費）のご負担はあ
りません。

搬送に関わる費用

　前述のとおり搬送に関わる費用負担はありませんが、当該医療機関の医師および看護師が現場に
赴き患者さんの緊急治療を行います。これは「往診診療」となるため、医療費として保険請求に係
る患者一部負担金が生じます。
　この治療は健康保険や労災保険、自賠責保険などの対
象となるため、後にご加入の保険証の確認、労災保険の
確認などをさせて頂き各々の保険に基づいて請求書を作
成します。
　※確認が出来なかった場合は一旦全額自費計算で請求
書を作成する場合があります。

ドクターヘリでの医療費について
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診療報酬点数※：診療報酬の評価です。
　　 健康保険：1点単価　　10円
　　 労災保険：1点単価　11.5 円（非課税医療機関）
　 自賠責保険：1点単価　項目ごとに10円、20円

　医療費（保険請求）の内訳を診療報酬点数※で表してみます。行った医療行為を合計し、１点
あたりの単価を乗じたものが医療費総額となります。健康保険の場合、病院は患者さんの加入され
ている保険の負担割合を点数に乗じたものを一部負担金として患者さんへ請求し残りを健康保険へ
請求します。
　診療報酬点数は病院の規模や形態によって異なりますのでここでは、日本医科大学千葉北総病
院（当院）における点数でお示しします。

＊以上、現場（収容場所）から北総病院へ搬送された場合 2,302点となりますので、
患者一部負担金は

　　2,302点 × 3（割）　＝　6,910円（1円単位切り上げ）  となります。

以上がヘリコプターでの搬送の際の料金ですが、この他に検査や点滴等の医療行為が行われた
場合、又は入院された場合には、その費用が保険請求として合算されます。

＊医療費は複雑な仕組みですので、ご不明な点は医事課までお問い合わせください。

ドクターヘリ医療を受けた場合の医療費内訳（日本医科大学千葉北総病院の場合）

＊では、ここで健康保険加入（3割負担）の場合を例として患者一部負担金を お示しします。

基本診療料　　初診料 282 点 又は（外来診療料）73点
往診料 720 点
救急搬送料 1,300 点

合計 2,302 点

＊各項目には時間外加算等の加算が発生する場合があります。
＊当院に通院されている方は基本診療料として初診料ではなく外来診療料となる場合もあります。

 【平成30年4月現在：日本医科大学千葉北総病院におけるドクターヘリのホームページ】

 https://www.nms.ac.jp/hokuso-h/info/specialty/doctor-heli.html
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編

　私も病院敷地内でイノシシに遭遇しましたが、駆除に大変尽
力されていることが良くわかりました。労苦に感謝いたします。
　　　　　　　　　　　　　　　　　（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

管理の話
　昨年4月より防犯管理者として勤務しております木
元と申します。
　日本医科大学が北総地域に所有する敷地面積は、北
総病院を含め82.5ヘクタール（東京ドーム16個分に
相当）という広大なもので、その管理についても苦労
する日々が続いております。
　昨年の春頃から、当院駐車場や周辺山林内において
頻繁にイノシシの目撃情報が寄せられるようになり、
人的被害が発生する危険性が極めて大きいと懸念され
たため、一刻も早く策を講じなければということで、
印西市役所に対策を依頼したところ、私有地内での有
害動物の駆除は管理者が行わなければならないとの回
答があり、私を含む職員3名が、昨年12月に筆記と
実地試験を受け、狩猟罠免許を取得しました。
　罠は2種類あり、土中に埋めた踏み板を踏むとばね
仕掛けのワイヤーが弾けることにより捕獲を行う「く
くり罠」と、檻の中に餌を撒き、中に張った細いワイヤー
に触れると両側の鉄扉が落ちて出入り口を塞いで捕獲

する「箱罠」があります。この「くくり罠」を今年3
月から敷地内5箇所に設置しました。イノシシは人の
動きが少ない深夜に行動するので、私共3名の職員は、
毎朝勤務に就くとすぐに、罠にイノシシが掛かってい
るかどうか確認するため、交代で巡回を行っています。
　3月29日も4箇所目の「くくり罠」の確認を終え、
全て空振りでした。今日もダメかと思いながら、重い
足取りで印旛消防署方面に設置している最後の「くく
り罠」設置場所に赴きました。竹林内の獣道をかき分
けて仕掛けてある罠の手前30メートル程の地点に差
し掛かった時、前方から鈍い音が聞こえたのでゆっく
り接近したところ体重50キロのイノシシを確認し、
これが初の捕獲となりました。更に4月下旬からは、「箱
罠」を2箇所設置して捕獲の強化を図っております。
　病院内の防犯や安全だけでなく、広大な敷地におけ
る安全対策にも取り組み、皆さんが安心できる環境作
りを推進してまいりたいと思いますので、宜しくお願
いいたします。

「くくり罠」の準備

敷地内管理について（イノシシ対策）
庶務課　防犯管理者　　木元　正徳

（きもと　まさのり）


