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動脈硬化Q&A

集中治療室　医局長 　　　小 林 宣 明
（こばやし　のぶあき）

　動脈硬化、よく耳にする言葉ではありますが、
実際何のことかよくわからない、という質問をい
ただきます。少しでも病気の理解にお役立ていた
だけたら幸いです。
動脈硬化とは何ですか？
　血液が流れる管を血管と呼び、血管には、心臓
から全身へ栄養を運ぶ「動脈」と、全身から老廃
物を運び出し、心臓にもどる「静脈」 の2種類が
あります。動脈硬化は、文字通り、「動脈が固く
なること」です。動脈の壁が固くなったり厚くなっ
たりして、動脈本来の働きが損なわれる状態の総
称で、いわゆる病気の名前ではありません。 
動脈硬化はなぜ問題なのですか？
　動脈硬化の結果として、動脈の働きが損なわれ
ると、心臓に大きな負担がかかったり、臓器に栄
養が正しく供給されなくなったり、血管が破れて
しまったりするため、生命にかかわる場合があり
ます。
動脈硬化のイメージがわきません‥‥
　粥状動脈硬化のことを指して動脈硬化と呼ぶこ
とが一般的です。粥状とは、おかゆ状態、という
ことです。動脈の壁におかゆ状の脂分（コレステ
ロール） が蓄積し（図）、進行すると血管が狭く

なったり、血液の塊が詰まったり、潰瘍を作った
り、こぶのようになったりします。
動脈硬化と言われましたが、全く症状がない‥‥
　初期の動脈硬化は無症状で進行します。実は、
動脈硬化自体は10歳代のころから徐々にあらわ
れ始めていると考えられています。30歳前後か
ら少しずつ動脈の壁に脂分が蓄積し、動脈硬化が
進みます。この時点では特に症状はありません。
さらに進行して、血管が狭くなったり、血液の塊
が詰まったりすると、症状が出現（病気を発症） 
します。脳の血管が詰まれば脳梗塞、心臓の血管
が詰まれば心筋梗塞になります。
どうすれば、動脈硬化の進行を抑えることができる？
　動脈硬化の進行を予防するためには、動脈硬化
の危険因子を治療しなければなりません。もっと
も一般的な動脈硬化の危険因子は1）男性、2）加
齢（歳をとること）、3） 心筋梗塞などの家族歴、　
4）高血圧、　5）脂質異常症、6）糖尿病、7）喫
煙などがあります。男性であること、歳をとるこ
と、家族歴　のように、自分ではどうにもならな
いものもありますが、高血圧、脂質異常症、糖尿
病などは治療可能です。特に症状がなくてもこれ
らの病気に対する治療開始をお勧めするのは、主
に動脈硬化進行を予防するためです。2005年に
日本肥満学会、日本糖尿病学会、日本動脈硬化学
会など8学会が合同で公表したメタボリック症候
群の概念も、広く皆さんに動脈硬化危険因子を
知っていただく狙いがあります。最近では、睡眠
時無呼吸（眠っている間に呼吸が止まってしまう
病気） と動脈硬化進行に深い関連があることがわ
かってきました。当院でも睡眠時無呼吸の専門外
来を開設しておりますので、心配な方はお気軽に
受診してください。

図：血管内視鏡で見た動脈硬化 （実際の血管内をカメラで観察）。
（左）動脈硬化の進行がない血管。（右）動脈硬化の進行が著し
い血管。粥状の脂肪 コレステロールが蓄積し、黄色くみえる。
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病気の話
魚介類がおいしい季節に多い
アニサキス症とは

消化器内科　部長　　藤森　俊二
（ふじもり　しゅんじ）

　今年の初夏、アニサキスによる腹痛が例年になく
多いと話題になりました。秋は新鮮な魚介類を食し
て、アニサキスが増える季節です。
　アニサキス症の腹痛は強く大変なのですが、アニ
サキスの恐怖をあおるマスコミの報道には納得がで
きません。近年アニサキス症は確かに増加していま
すが、これは新鮮な魚介類が口に入る機会が多くなっ
たためです。アニサキスは、イカやサバなどを主に
多種の魚に寄生しています。スルメイカのアニサキ
スの寄生率は20%近いとの報告もあり、まれな寄生
虫ではありません。生のイカをさばくと、やや太め
の糸のような2 ～ 3cmの白い虫が観察されます。こ
れがアニサキスです。寄生率が低くないため、生の
イカや魚を食したことのある多くの人（おそらく大
半の人）がアニサキスを食べているはずです。
　自分は腹痛になったことがないので、アニサキス
を食べたことがないと思う方が多いでしょう。アニ
サキスは恐怖の寄生虫で、食べたら激痛のように報
道されていました。実際には、アニサキスにアレル
ギー反応が起こるようになった方だけが腹痛を起こ
すのです。一緒に同じように生のイカなどを食べて
いるのに、特定の方だけが腹痛を起こすことを経験
している方も少なくないと思います。おそらく、一
緒に食べている方もアニサキスを高確率で食べてい
ます。アニサキスを食べて大丈夫な方はアニサキス
に対するアレルギーがなく、腹痛を起こす方はアニ
サキスに対するアレルギーがあるのです。
　胃の内視鏡を行っていると、無症状の胃にときど
き胃粘膜にアニサキスが食いついているのを見かけ
ます（図）。その患者さんに腹痛はありません。胃の
粘膜に感覚神経がないためです。だから胃の組織を
検査中に一部採取する組織生検を行っても、普通痛
みはありません。
　今までアニサキスにアレルギーがなかった方でも、
アニサキスを食べているうちにアレルギーを起こす

ようになる場合があります。接触が多いと花粉症に
なるのと同じように、体が直ちに排除すべき敵と認
識すると、アレルギーが起こるようになるのです。
ですから、できるだけ口に入らないように注意した
ほうが良いことは間違いありません。
　アニサキスの最終宿主はイルカやクジラなどの大
型の海の哺乳類で、最終的には30cmぐらいになり
ます。人間が食べてしまうのはアニサキスの幼虫で
す。アニサキスは人間の体内で生存することができ
ず、通常３日ぐらいで死んでしまいます。だから恐
れすぎる必要はありません。また、アニサキスは、
60度1分、もしくは冷凍-20度24時間で死滅する
とされています。アニサキスで腹痛を起こす人で、
刺身が食べたい場合には冷凍処理が勧められます。
アニサキスが胃に喰いついて腹痛が起きた場合には、
胃の内視鏡で虫体を取り出すと痛みがなくなります。
腹痛でアニサキスが疑われる場合には、先ず胃の内
視鏡がお勧めです。非常にまれですが、小腸に喰い
ついて腸閉塞などを起こすことがあります。その際
には入院が必要になる場合がありますので、早めに
来院してください。



2017年12月号〈3〉

病気の話
骨粗鬆症のはなし

整形外科　部長　　橋口　　宏
（はしぐち　　ひろし）

　高齢の方の多くは、個人差もありますが骨粗鬆症
（こつそしょうしょう）になっています。年齢ととも
に骨を作るバランスが乱れて、骨がスカスカになっ
てしまいます。骨粗鬆症は骨が弱く脆くなるため、
骨折を起こし易くなります。転んで足の付け根（股
関節）や肩（上腕骨・写真）、手首の骨折を起こして
しまい、背骨は転倒などのケガだけでなく、かがん
で物を持ち上げようとしただけでも骨折します。さ
らに骨粗鬆症は痛みや筋力低下から歩行や日常生活
動作にも支障をきたし、健康寿命を短くしてしまい
ます。骨折を起こす前に、骨粗鬆症がひどくなる前
に検査を行い、早期治療を開始することが大切です。
　まずは骨密度検査により骨の状態を調べましょう。
検査としては、DEXA法（微量のX線による検査）
やQUS法（超音波による検査）があります。治療効
果判定を考えた場合、より正確で精密なDEXA法が
有用です。骨密度は若い人（20 ～ 44歳）の平均値
と比較して何％少ないかで判定します。80％以上は
正常、70 ～ 80％で骨量減少ですが、70％以下は
骨粗鬆症で骨折する危険が高いため治療が必要です。
また、骨粗鬆症の人は骨を作る能力が落ちているか、
骨が吸収され過ぎているかが分かる骨代謝マーカー
という尿や血液の検査も行います。
　従来の骨粗鬆症薬にはカルシウム製剤、ビタミン
DやビタミンK製剤などがありました。これらの薬
は骨代謝や骨質を改善する効果はありますが、骨密
度を上げる効果は強くありませんでした。しかし、
現在の治療薬には、ビスフォスフォネート製剤、副

甲状腺ホルモン製剤など非常に多くの薬があり、従
来の薬では得られなかった骨密度の増加や骨折を減
らす効果が認められるようになりました。 毎日薬を
飲むのが大変な場合には週1回や月1回の薬もあり、
飲み薬が飲めない場合には注射薬もあり、個々の生
活習慣に合わせて選べます。また、骨粗鬆症の治療
には薬剤だけでなく、骨の主成分であるカルシウム
やタンパク質、骨代謝に関わるビタミンDやKなど
の十分な摂取が必要です。カルシウムは食品から1
日700mg摂ることが勧められています。これらの
栄養素を積極的にバランスよく摂りながら、十分な
運動も行っていくことが大事です。
　50歳を過ぎたら骨密度検査を受けましょう。早期
治療が健康寿命を延ばします。ご自分の骨がどんな
状態か知っておきたいと思われる方は整形外科を受
診して頂ければ、DEXAや骨代謝マーカーなど精密
な検査が受けられます。

肩の骨折
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がん教育について
　　　輸液療法室　室長　　瀬谷　知子

（ せ  や 　　 ともこ）

教育の話
　私たちの周りにはTVやインターネットをはじめと
して癌に関する情報が有り余るほど流れていますが、
本当に正しい知識を得られているのかは疑問です。
　自分自身を振り返ってみても、癌という病気を最
初に知ったのは大阪に住んでいる祖母が癌になった
時で、その時は病気の実態把握より末期患者を泊ま
り込みで介護に行った記憶しかありません。次に癌
を身近に感じたのは父が癌になった時で、学生とし
て身近な医学書を読みあさりましたが、5年生存率
なる言葉が空回りして終わりました。この身近な二
人の死が、その後、私に消化器外科への道を進ませ
ましたが、現在は消化器癌の化学療法を主に行って
います。手術だけでは根治出来ない癌に対して、現
在使用可能な抗癌剤による治療をするのです。私の
夢は、将来、現在では考えられないような画期的な
治療法が生まれ、外科治療や化学療法が不要になる
ことですが、私たちは生まれる場所も時代も選べな
いのですから、同時代に生きる人の役に立つことで
出来れば、と思います。
　話が少しそれてしまいましたが、以前から漠然と
考えていて、数年前に恩師を癌で亡くした後、思い
を更に強くしたことがあります。それは癌の教育を
学生や若い人たちにしていきたいということです。

癌の正しい知識を若い時期に得ることによって、命
の大切さを学んでいくのです。早期で見つかれば、
癌はこわい病気ではなく対処できる病気で、癌の相
対的生存率は早期発見で90%以上であると言う事
実を知ることも大事と思っています。また、進行し
て見つかった場合でも、癌と共に生きることの意義、
病気となったことによる孤独感から解放することが
出来るのは周囲の人の存在だということを知ること
が出来ます。
　先日、日本癌治療学会が横浜で開催され、がん教
育のセクションがあり興味深く拝聴しました。平成
24年にがん対策基本法が施行された時から癌に対す
る教育の重要性は指摘されていましたが、現在、学
習指導要領で小学6年生から保健体育の授業で癌の
教育は始められるそうです。ただし、保健体育の先
生の癌に対する知識は子供と変わらず、教材はほと
んどがTVからだという報告もありました。このため
外部教育（医師、看護師、患者を招いての教育）が
重要となってきているのです。癌教育の進め方には
難しい問題もあると思いますが、早く始めることが
重要です。まず、北総病院のある印西市から始める
ために、皆様のお力を借りることが出来たらと思い
ます。
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知っておきたい寒い冬の皮膚のお手入れ方法
看護部　皮膚・排泄ケア認定看護師　　坂巻　雅美

（さかまき　まさみ）

　寒い冬に、皮膚が白くなったり、皮膚の表面がひび
割れたり、かさかさとかゆくなったりとつらい経験は
ありませんか。これは、冬の冷たい空気の影響で、皮
膚のバリア機能が壊れたことにより皮膚が「乾燥した
皮膚（ドライスキン）」となっていることが原因で起
こっています。ドライスキン予防のために、ちょっと
した皮膚のお手入れを心がけてみましょう。
1．皮膚のバリア機能
　正常な皮膚は、汗や皮脂で出来た皮脂膜が表面を覆
い、また、その下の細胞と細胞の間が角質細胞間脂質

（主にセラミド）といわれるものでしっかりと満たさ
れています。これにより皮膚の水分が失われず皮膚の
乾燥を防ぎ、また、外部からの刺激物を侵入させない
バリア機能が保たれています。

2．乾燥した皮膚（ドライスキン）
　寒い冬の気温により、体温が下がります。体温が下
がると、血液の循環が低下します。血液の循環が低下
すると汗や皮脂が減少します。それにより、表面を覆っ
ている皮脂膜がはがれてしまい、皮膚の表面が乾燥し

亀裂を起こします。こうなると、皮膚の水分が失われ
やすくなり、一気に皮膚のバリア機能は壊れてしまい
ます。バリア機能が壊れてしまうと、外からの刺激物
が侵入し、かゆみを引き起こしたりします。

3．ドライスキンを予防する
　ドライスキンを予防するためには、皮膚のバリア機
能を維持することが大切です。
　バリア機能を維持するためには、皮膚の保護と保湿
を普段から心がけることがポイントになります。
1）皮膚をやさしくなでるように洗いましょう。
 強くこすってしまうと、皮膚の表面を覆っている

皮脂をとってしまいます。
 ナイロンタオルや固いボディブラシの使用は控え

ましょう。
2）弱酸性の洗浄剤を使用しましょう。
 皮膚と同じ弱酸性の洗浄剤が皮脂の除去を最小限

に抑えます。
3）入浴はややぬるめのお湯にしましょう。
 熱めのお湯は皮脂を除去し、また、刺激となりか

ゆみを引き起こします。
4）入浴後、タオルで拭く際には押
さえるように拭きましょう。

 こすって拭くと皮膚の表面傷つ
けてしまう可能性があります。

5）入浴後は保湿剤を塗りましょう。
 乾燥しやすい部分へ15分以内にやや湿った皮膚

へ塗ることが効果的だと言われています。
6）入浴剤を併用しても良いでしょう。
 保湿成分が配合された製品が多くありますので、

お好みで使用するのもよいでしょう。

ケアの話
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します
解説

「セルフメディケーション税制」について
確定申告の時期が近づいてきました！

2017年１月より新しい税制が始まりました

☆医療費控除が身近になり、活用しやすくなりました。
　　2017年１月１日から、特定の医療品購入に対する新しい税制「セルフメディケーション税制」（医療
費控除の特例）が始まりました。
　　これは、きちんと健康診断などを受けている人が、一定の市販薬を購入した際に所得控除を受けられ
るようにしたものです。軽度な身体の不調を市販薬などでご自身でケアすることでＱＯＬ（生活の質）の
改善に役立つだけでなく、国の財政を圧迫している医療費の適正化にもつながります。

　「健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人」として以下のいずれかを
受けている人
　① 特定健康診断（いわゆるメタボ健診） ② 予防接種 ③ 定期健康診断（事業主健診） 
　④ 健康診査 ⑤ がん検診

医事課　課長補佐　齊藤　正子
　　　　　　　　　　　 （さいとう まさこ）

対象となる人

　2017年１月１日以降に、市販薬（対象となる医薬品※1）を年間１万2,000円を超えて購入した際に、
1万 2,000 円を超えた部分の金額（上限金額：8万 8,000 円）について所得控除を受けることが
できます。この購入金額には「生計を一にする配偶者その他の親族の分」も含まれます。

対象となる金額

　厚生労働省のWebサイトに掲載されている医薬品（10/18現在、1654品目）が対象となります。
なお、対象製品の多くに

のような共通識別マークが入っています。
※本マークは、一般社団法人 日本OTC医薬品情報研究会 の登録商標です。

対象となる医薬品※1
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・所得額400万円の人が、対象医薬品を年間5万円購入した場合

例を用いて減税額を算出してみましょう

2017年分の確定申告から適用できます。2017年の確定申告の一般的な提出時期は、2018年2月
16日から3月15日までです。

適用の時期は

　この制度は「医療費控除の特例」とあるように、医療費控除の一部であるため従来の医療費控除
とセルフメデイケーションを同時に利用することができません。
　従来どおり10万円を超えた医療費の所得控除を受けるか、セルフメディケーション税制で所得控
除を受けるかは、ご自身でどちらかを選択することになります。

　これまでは1年間（1月1日～12月 31日）に自己負担した医療費の合計が10万円を超えなけ
れば活用できなかった医療費控除ですが、このセルフメディケーション税制の施行により、定期健康
診断、予防接種などを受けている人なら対象となる市販薬を家族の購入分も含めて年間12,000 円
を超えて購入した人は、確定申告で所得控除が受けられるようになります。

STEP1  
「健康の保持増進及び疾病の予防」に取り組
んでいることの証明として

・健康診断等の領収書（原本）
・結果通知表（写しＯＫ）

STEP3  
ご自身の所得、医療機関への受診、市販薬の購入をもとに従来の医療費控除とセルフメディケーション
税制とどちらがお得かをご自身で選択しておこないましょう。

※ 詳しい内容は、管轄の税務署までお問い合わせください。
　【お問い合わせ先】
　　成田税務署  〒286-8501  千葉県成田市加良部1丁目15番地　電話番号（代表）0476-28-5151
　　（管轄区域）  成田市、佐倉市、四街道市、八街市、印西市、白井市、富里市、印旛郡（酒々井町、栄町）
　※ 土曜日、日曜日、祝日及び年末年始（12/29～1/3）は執務を行っておりません。
　　 税務署の開庁時間は、月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時までです。 

参考：厚生労働省ホームページ・日本一般用医薬品連合会ホームページ

STEP2  
ドラッグストアや薬局等で市販薬を購入した際
のレシート、領収書

従来の医療費控除とは併用できません

申告しましょう

○ 所得税：38,000 円×20％（税率）　＝7,600 円
　 ☆ 7,600 円の減税効果

○ 個人住民税：38,000 円×10％（税率）　＝3,800 円
　 ☆ 3,800 円の減税効果

50,000 円
38,000 円
（控除額）

対象医薬品の
購入額

12,000 円
下限額

併せて11,400円の減税効果
50,000 円（対象医薬品の購入額）ー12,000 円（下限額）
　＝38,000 円〔空所額〕
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編

　年の暮れで寒い毎日が続きますが、心身共に健やか
に、春を待ちましょう！
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（広報委員会）

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

運営の話
　当院は、千葉県内での災害発生時に重篤救急患者
の救命医療を行うための高度な診療機能や、災害派
遣医療チーム（DMAT）の派遣・受入等の機能を有し、
県内の医療機関の中心となって対応を行う基幹災害
拠点病院に指定されています。
　このことから年に複数回、近隣関係機関と連携し
た訓練を実施しています。その一環として去る10月
21日（土）に災害実動訓練を行いました。
　内容としては、東京湾北部を震源とした首都直下
地震が発生、印西市内も震度7の地震を記録し近隣
地域に多数傷病者が発生したことを想定して、その
被災者受入及び院内体制の構築を目的とした訓練と
なっております。
　また、当院は管轄の印旛保健所と災害発生時に印
旛地域合同救護本部（保健所が管内医療機関の被災
状況等の情報を収集するための仮本部）を院内に設
置する協定を締結していることから、当院の災害対

策本部に併設して同本部が設置され管内の情報収集・
共有訓練が合わせて実施されました。
　本訓練は例年実施している訓練ですが、職員にとっ
ては傷病者のメイクを行った患者役が救急車や徒歩
で病院に現実さながらに来院するため、貴重な経験
ができる機会となっています。病院にとっては当院
の災害マニュアルに準じた体制での訓練を行い、開
催後の反省会やアンケートで参加者から出た意見を
基に災害対策マニュアルや平時の体制整備につなげ
ることができるため、個人と病院の両面から当院の
災害対策を検討する上で重要な役割を持つ訓練と
なっております。
　ご来院の方々には通常の診療を行いながらの訓練
となるためご迷惑をお掛けすることもあるかとは存
じますが、当院の千葉県内における立場をご了解い
ただき、今後もこのような大きな訓練を実施するこ
とにご理解ご協力いただきたくお願い申し上げます。

県内で災害が発生した際の
　　　　　　当院の役割について

庶務課・災害対策室　主任　　山内　延貴
（やまうち　のぶたか）

ホスピタルストリートでの診療訓練風景 災害対策本部内で印旛健康福祉センターとの情報共有風景


