
2017年6月号

2424

縁起担ぎ
救命救急センター　助教 　　　原 　 義 明

（は ら 　 　  よ し あ き ）

　「先生、来週の母の手術の件なのですが･･･」「ど
うしました？」「･･･言いにくいんですが･･･そ
の日は止めてもらえませんか」「何か問題でもあ
りますか？」「･･その日は、仏滅なんです･･･」「は
あ？ ･･･」
　救命センターにいると、そんなことを言って
いられない状況が多く、患者側からこのような
提案？が出ることは少ないですが、一般の病院
勤務では決して稀ではない会話です。いわゆ
る「験（ゲン）担ぎ」ってやつです。相手が病
気ですから、そんな気持ちになることも理解は
出来ます。似た言葉に「縁起を担ぐ」というの
もあります。元々同じ意味らしく、「縁起」を江
戸時代の庶民は逆さ読みにして「起縁もしくは
儀縁（キエン）」と呼び、後に「ゲン（験）」に
変化したというのが定説のようです。験担ぎは、
より個人的な経験や思い込みを指し、縁起担ぎ
は、公に知られている慣習などで使用する様な
気がしますが定かではありません。関取が勝ち
続ける間は髭を剃らないなどは験担ぎの良い例
でしょう。この解釈では文頭の例は縁起担ぎに
該当しますね。勝負パンツは･･･ちょっと違いま
すか。
　我々医師は西洋医学を学び、科学者の端くれ
と自負していますから、本来、縁起などとは無
縁の仕事なのかもしれませんが、結構気にする
医師は多いものです。内科系より外科系医師の
方が多い印象です。手術の際は右足から靴を履
くとか、一見根拠のなさそうなことも本人には
過去の成功体験があり、全くの迷信というわけ

でもない験担ぎなのです。私は、皮膚縫合は4
針や9針には絶対しません。当院も4番、9番の
手術室はありませんが、これなどは縁起を担い
でいるのですね。このような験（縁起）担ぎも、
あまりに縛られすぎて周囲にも迷惑をかけると、
不安神経症という病的な状態に陥ってしまって
いる可能性があり問題です。
　そもそも縁起とは因縁生起という言葉の略で
あり、仏教の世界観を示す重要な言葉の一つで
す。「あらゆるものは全て因果関係があって存在
する」とでも言う感じでしょうか（専門家の方、
間違っていたらすみません）。長い歴史の中で意
味は少し変わっていますが、疾病は何らかの原
因があって、その結果として発病するわけです
から、縁起の法に則っているわけです。不摂生
を戒める予防医学も、広い意味では縁起担ぎの
範疇なのかもしれません。従って、良い因果を
期待して縁起を担ぐというのも、まんざら非科
学的ではない気もします。まあ、病気の話なん
て縁起でも無いですが･･･。
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病気の話
未破裂脳動脈瘤とくも膜下出血

脳神経外科　助教　　亦野　文宏
（またの　   ふみひろ）

　くも膜下出血は脳の血管にできた瘤、つまり脳動
脈瘤が破れることによっておこる病気です。くも膜
下出血を発症すると3人に1人は死亡し、3人に1人
は意識障害や麻痺などの後遺症が残ってしまいます。
当院では、くも膜下出血を含めた脳出血、脳梗塞と
いった脳卒中を発症した患者さんを積極的に受け入
れ、手術、および集中治療を行っています。一方で、
脳ドックや頭痛などで偶発的に発見された脳動脈瘤、
つまり未破裂脳動脈瘤の治療も行っています。

● 未破裂脳動脈瘤とは
　脳の血管にできた瘤（こぶ）のことです。65才以
上では5%程度の人に未破裂脳動脈瘤が見つかると
いった報告もあります。家族内で発生することが多
いとされていますが、原因になる遺伝子などはわかっ
ていません。よほど大きくならないと症状は出現せず、
破裂するまではほとんどの患者さんは無症状です。

● 未破裂脳動脈瘤の破裂率
　未破裂脳動脈瘤は大まかにいうと5mmの直径があ
るもので年間破裂率が1%、7mmの直径があるもの
で3%程度です。動脈瘤のサイズ以外にも動脈瘤の
発生部位、形、経過での増大、家族歴などが破裂に
関与する因子になります。この数字だけ聞くと滅多
に破れることが無いように思いますが、あくまで年
間破裂率なので5年、10年となるとその数字は無視
できなくなってきます。特に10mmを超える大型動

脈瘤はその年間破裂率は10%近くなり、5年間で半
分近くの患者さんが破裂することになり、積極的な
治療介入が必要になってきます。

● 未破裂脳動脈瘤の治療は？
　小型の動脈瘤や高齢者で破裂の危険が低いものは
経過観察を行います。一般的には半年から一年に一
回画像フォローを行い、サイズ、形に変化ないか
チェックします。高血圧、喫煙が破裂率をあげるので、
血圧の管理、禁煙が重要です。
　破裂の危険が高いと判断したケースでは患者さん、
ご家族の希望を聞きながら、治療をお勧めします。
治療には開頭で行うクリッピングと、カテーテルで
行うコイリングがあります。近年、侵襲性の観点か
らカテーテル治療のコイリングが増えていますが、
クリッピング術は根治性が高いというメリットがあ
ります。当院では、各々の動脈瘤の特徴や患者さん
の状態、希望でより適切な治療法を提示させて頂い
ています。脳ドックなどで動脈瘤が指摘されたなど
不安なことがありましたら、気軽に当院の脳神経外
科、血管障害外来を受診して下さい。
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治療の話
がんの放射線治療

放射線科　助教・医員　　貝津　俊英
（かいづ　　としひで）

　日本人の死因のトップはがんで、国民の2人に1
人が罹り、3人に1人ががんの為に亡くなっていま
す。がんは高齢者により多く発生する事から、高齢
化の進展に伴い患者の更なる増加が予想されていま
す。がんの治療として手術による外科的切除、抗が
ん剤やホルモン剤による薬物療法の他、放射線治療
が広く行われています。日本ではがん患者の3人に1
人が放射線治療を受けており、その頻度や患者数は
増加傾向にあります。しかし、欧米の半分強と少なく、
この原因の一つに胃癌や肝臓癌といった消化器がん
が多いといった、人種や生活習慣の違いによるがん
種の違いが挙げられます。
　放射線は人体の設計図であるDNAを傷つける事で
がん細胞を死滅させ少なくします。この性質を上手
に利用し、効率的に治療を行うのが放射線治療なの
です。一口に放射線といっても様々なものが存在し
ますが、検査と同様、放射線治療もほとんどが光の
一種であるX線を使用しています。CTと連動した計
画装置を使って綿密に治療方法を作成後、ライナッ
クという専用の装置を用いて患部にX線を照射する
のです。治療は一回で終了ではなく、数週間かけて
少しずつ行われます。放射線治療の効きやすさはが
んの種類によって異なり、副作用の起こり方も治療
の場所によって様々です。男性がん患者のトップは
前立腺癌ですが、前立腺癌は比較的放射線が効きに
くいがんとされています。しかし、副作用が出にく
い場所に存在する為、放射線を多量に照射する事が
可能で放射線治療で治りやすいがんの一つとなって
います。逆に、副作用の起こりやすい場所にあっても、
放射線に弱い血液やリンパのがんであれば、強い副
作用を生じる事なく治す事が可能となるのです。
　放射線治療は単独で行われる事もありますが、現
在は抗がん剤や手術といった他の治療と組み合わせ
て行われる事が多くなっています。がんを小さくし
て切除しやすくする事や、手術でも残っているかも
しれないわずかながんへの治療がこれに当たります。
近年、注目を浴びているがんの緩和治療にも少なか

らぬ貢献をしています。神経を圧迫し、麻痺や痛み
の原因となっているがんや骨に転移したがんを治療
する事で、痛みや症状を緩和消失させる事ができる
のです。
　放射線治療はがんの積極的な治療から症状の緩和
に至るまで、がん治療の大きな部分を占めています。
当院では皆様が安心して治療を受けられる様、各種
専門スタッフによるきめの細かい治療を日頃から心
がけております。

胃悪性リンパ腫の放射線治療
上図の赤が胃で黄色と緑色が腎臓です。腎臓他の周囲臓器への
副作用を軽減する為、前後左右から胃に X 線を照射しています。
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痛みの話
がんと痛み

　　　小泉　はるか
（こいずみ   　は る か）

　がん患者さんを悩ませる症状の一つに「痛み」が
あります。実際、「痛みで夜眠れない」「痛みのせい
で何もする気が起きない」「この痛みさえ取れれば」
という声をよくお聞きします。
　この「痛み」ですが、原因として大きく3つ考え
られます。1つ目は、がん自体が原因となって生じ
るがん性疼痛、2つ目は、手術や化学療法など治療
によって生じる痛み、3つめの痛みは、もともと患
者さんが抱えていた関節炎など、がんやがん治療と
は直接関係のない痛みです。痛みを和らげるために
は、まず痛みの原因を見極めることが大事になります。
　私たちは痛みの原因をつきとめ、できる限りその
原因の治療を行いますが、それまで痛みを我慢して
頂くのではなく、早期から鎮痛薬を用いて痛みを和
らげることをお勧めしています。
　痛みを我慢していると、痛みの刺激によって、筋
の緊張や血管収縮を引き起こします。その結果、血
流を減少させ、新たな痛み物質の産生につながる、
という痛みの悪循環が生じます。影響は、身体面だ
けではなく、精神面にも及びます。痛みにばかり注
意が向きがちになり、不眠や不安、時にうつ状態に
つながり、ますます痛みにとらわれて症状が重くな
りかねません。日常生活に支障がでることで、治療
に影響する可能性もあります。
　そのため、痛みを我慢することはお勧めしません

が、鎮痛薬の使用に対して不安を抱えている方が多
いのも事実です。特に、モルヒネなど医療用麻薬へ
の心配や誤解を多く見かけます。「中毒になるのでは
ないか」「もう最期なのでしょうか」このような思い
を持ちながら、安心して鎮痛薬を使うことはできま
せん。医療用麻薬は、適切に使用している限り、けっ
して中毒になることはありません。また、痛みの強
さと病期は一致せず、痛みの程度に応じて薬を増減
するので、医療用麻薬＝最期ではありません。　　
　現在、医療用麻薬は成分や薬効時間、吸収経路の
違い（飲み薬、座薬、注射薬、貼り薬）から数多く
の種類があり、病状や患者さんの生活スタイルに合
わせて調整しています。
　私たちは、痛みの原因や程度に応じて、医療用麻
薬に限らず、いろいろな鎮痛薬や鎮痛補助薬（併用
することで鎮痛効果を高める薬）を組み合わせて痛
みの緩和を行います。
　痛みは1人1人、感じ方が異なり、不安や恐れ、
悲しみがあると、より強く感じられます。私たちは、
どこが、どんな風に、どのくらい強く痛むのか、丁
寧にお聞きし、気持ちのつらさにも配慮して、痛み
を把握します。まず、痛みを教えて頂くことから、
痛みの治療が始まります。どうぞ我慢なさらず、私
たちに痛みを伝えて下さい。

緩和ケアチーム
がん性疼痛看護認定看護師
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予防の話
 食中毒予防の 4原則
～基本を知って食中毒を防ぎましょう～

感染制御部　感染管理認定看護師　　髙橋　一美
（たかはし　かずみ）

　一年を通じて様々な感染症が流行します。これか
らの季節は、食中毒をおこす菌にとって活動しやす
い季節です。食品を食べたり飲んだりする事により、
下痢、おう吐などの健康被害を起こす事を「食中毒」
といい、このうち細菌が原因となる食中毒が「細菌
性食中毒」です。食べ物の中で増えた菌や、その菌
が作り出す毒素を食べる事で起こります。食中毒菌
が食べ物の中で増えていても、見た目では分からず味
も臭いも変わらないことが多いので注意が必要です。
　食中毒は、日常的な心がけで予防できるものです。
食中毒予防には「4つの原則」があります。しっか
り守って食中毒を予防しましょう。

食中毒予防の4原則

① 菌をつけない
　　 食中毒を起こす菌は、魚

や肉、野菜などの素材につ
いている事があります。こ
の菌が手や調理器具などを
介して他の食品に付着し、
食中毒の原因となる事があ
ります。予防するために、
手や器具をしっかり洗うことが大切です。また、
生肉には菌が付着している事がありますので「野
菜→肉」と、まな板の上で調理する順番も工夫す
ると良いでしょう。

② 菌を増やさない
　　 食中毒の原因となる菌は、冷蔵庫ぐらいの低温

（4℃～ 10℃）になると増えにくくなります。食
べ物を扱う際は、室内に放置せず冷蔵庫に保存し
ましょう。

③ 菌をやっつける（殺菌）
　　 食中毒を起こす菌の多

くが熱に弱く、食品につ
いても加熱すれば死んで
しまいます。しかし、加
熱が不十分だと菌が食品
に残り、食中毒となる事がありますので注意が必
要です。使った後の包丁やまな板をしっかり洗浄
したあとキッチン用漂白剤で消毒すると安心です。

④ 菌を持ち込まない
　　 菌を調理するところに入れないように、調理前

や盛り付け前にはしっかりと石鹸手洗いを行いま
しょう。また、調理場をいつも清潔に保つ事も大
切です。

食中毒を疑った時には‥‥
　下痢やおう吐などの症状が出現したときには、
なるべく早く医療機関を受診しましょう。受診の
際には、「いつからの症状なのか？」「過去2 ～ 3
日に何を食べたか？」「同じ症状の家族はいない
か？」などの情報が重要となります。医師に正し
い情報を伝えてしっかりと治療を受けましょう。
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します
解説

「高額療養費制度の限度額の変更」
  について

 ひと月に支払った医療費が高額になり、決められた上限額を超えた場合に、上限額を超えてお支払
された分を払い戻す制度です。年齢や所得に応じて、ご本人が支払う医療費の上限が定められてお
り、またいくつかの条件を満たすことにより、さらに負担を軽減する仕組み※（世帯合算や多数回該
当）も設けられています。（入院時の食費負担や差額ベッド代等は含みません）

　全ての方が安心して医療をうけられる社会を維持するために、高齢者と若者の間で世代間の公
平が図られるよう負担能力に応じた負担をすることを目的として、平成29年8月より70歳以上の方
の自己負担限度額が変更されます。

医事課　課長補佐　齊藤　正子
　　　　　　　　　　　 （さいとう まさこ）

高額療養費制度とは

70歳以上の方の高額療養費の上限額が平成29年8月から変わります

平成29年7月まで 平成29年8月から

70歳以上の方の上限額（月ごと）

　　　　適用区分

（被保険者証、高齢受給者証
 または限度額認定書で確認）

ひと月の上限額

外来
（個人ごと）

外来＋入院
（世帯ごと）

44,400円課税所得145万円以上

Ⅱ 住民税非課税世帯

Ⅰ 住民税非課税世帯
（年金収入80万円以下など）

現
役
並
み

一
般

低
所
得
者

80,100円
+（医療費-267,000）×1％
《多数回　44,400円※2》

12,000円

8,000円

課税所得145万円未満
（※1）

44,400円

24,600円

15,000円

ひと月の上限額

外来
（個人ごと）

外来＋入院
（世帯ごと）

57,600円
80,100円

+（医療費-267,000）×1％
《多数回　44,400円※2》

14,000円
年間上限
144,000円

8,000円

57,600円
《多数回　44,400円※2》

24,600円

15,000円

※1 世帯収入の合計額が520万円未満（1人世帯の場合は383万円未満）の場合や
　   「旧ただし書所得」の合計額が210万円以下の場合も含みます。
※2 過去12ヶ月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり
　　上限額が下がります。
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厚生労働省ホームページより　http://www.mhlw.go.jp/

Ｑ１． 70歳以上ですが、私は8月から窓口で払う医療費が増えるのですか？

Ａ１． 窓口で払う医療費は、その月にどれくらい医療を受けるか、そしてその月の医療費が上限額に達
するかどうかによります。

　　医療費の上限額は、収入に応じて決まります。8月からご自身の上限額がいくらになるかについて
は、ご加入の保険者にお問い合わせください。

Ｑ2． 高額療養費の支給を受けるには、なにか手続きが必要なのですか？

Ａ2． 原則として保険者への申請が必要です。
 高額療養費の支給を受けるためには、ご加入の保険者に申請を行う必要があります。
 ただし、75歳以上の方は、２回目以降は申請がなくても自動的に振り込まれます。

＊ 健康保険組合、全国健康保険協会、共済組合、国民健康保険組合にご加入の方
　　　ご加入の医療保険者まで

＊ 国民健康保険に加入されている方　　
　　　お住まいの市町村窓口まで

＊ 後期高齢者医療制度の方
　　　各都道府県の後期高齢者医療広域連合まで

高額療養費に関するお問い合わせは
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　暑く湿気の嫌な季節になりましたが、心身共にパリッ
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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
患者さんへお願い

庶務課　係長　　曽我　晶子
（そ  が     あ き こ ）

【医学教育機関として】
　当院は大学付属病院であり、診療を行うと同時に、医学教育期間としての役割を有しています。
１．医師免許取得後の研修医が医師として必要な臨床経験を積むために、指導医の指導のもとに実際の診療に従

事しています。
２．臨床実習を行う資格を有する医学生（スチューデント･ドクター）が、指導医の元に臨床実習を行っています。
３．スチューデント・ドクターが患者さんを担当する医療チームの一員となる場合や、医行為を行う場合は、必

ずご説明しご承諾を頂いてから行います。
４．将来医療に従事することを志す学生*が実習として診療に立ち会い見学することがあります。
 （*：医学生、看護学生、薬学生、検

査技師・放射線技師・臨床心理士・
救急救命士・理学療法士・機能訓練士・
臨床工学技師・医療事務等を志す学
生）

　学生は実習によって臨床の現場を体験
しなければ、医療従事者にはなれません。
明日の医療を支えるために必要不可欠な
体験です。何卒ご理解、ご協力のほど、
宜しくお願い申し上げます。
　もちろん患者さんには納得の上ご協力
いただくものであり、ご納得いただけな
い場合は、相談窓口までお申し出てくだ
さい。

【面会証シールについて】
　当院では、不審者侵入防止対策の一環として面会者の方々に「面会者ストラップ」の携行をお願いしておりま
したが、平成29年2月から新たに「面会証シール」を導入することとなりました。病院が安全で良質な医療を提
供できる環境を整える為には、不審者の侵入防止等の安全管理体制が不可欠となります。来院する皆様におかれ
ましては、「面会証シール」の導入にご協力下さいます様お願い申し上げます。

運用方法
　面会証シールを衣服（上腕部などの目立つ所等）に
貼付する。

【包括同意の説明文書】

診療参加型臨床実習を行うにあたってのお願い

□ 診療参加型臨床実習とその必要性

診療参加型臨床実習とは、臨床実習医学生（スチューデント・ドクター：医学部 ～ 年生）が

患者さんの診療にあたる診療チームの一員として、指導医のもとで患者さんの経過を伺い、身体

診察を行い、診断を考え、それを確認するための検査を選び、最終的に治療方針を決めるという、

医療の実際を学んでいくものです。この実習を通して、医師としての態度、技能を学んでいきま

す。また、この実習で得られたことが、国家試験後の医師臨床研修へと受け継がれ、質の高い医

療が提供されることに繋がります。以上のことから、診療参加型臨床実習は我が国での「良き臨

床医」を養成するために必要不可欠となっていますので、ご理解とご協力をお願い申し上げます。

□ 臨床実習医学生（スチューデント・ドクター）としての能力と資格

医学生が診療参加型臨床実習を行うための能力（知識、技能、態度）については、実習開始前

に知識・実技試験を含む全国統一共用試験と学内の試験で総合的に判定されます。これらの試験

に合格し、各大学が認定すると、全国医学部長病院長会議がスチューデント・ドクター認定カ－

ドを発行します。この認定カードを付与された医学生のみが、診療参加型臨床実習を行うことが

できます。

□ 臨床実習で行われる医療行為

診療参加型臨床実習で行われる医行為にはレベルＩとⅡとがあり、その内容は別表の通りです。

レベルＩは指導医の指導・監督の下で、スチューデント・ドクターが実施することが認められて

います。一方、レベルⅡは原則的に指導医の介助または見学に留められています。また、スチュ

ーデント・ドクターの資格を取得する前の医学生も、レベルＩとⅡの医行為を見学することは認

められています。このレベルの区分と学生の資格に従って、スチューデント・ドクターおよびそ

の資格を取得する前の医学生が実習を行うことに、ご協力をお願い致します。なお、スチューデ

ント・ドクターがレベルＩ、Ⅱの医行為であっても、指導医の判断に応じて、その医行為に限定

した個別の同意をお願いする場合もあります。その際は、改めて文書（個別同意書）によってご

説明いたします。

□ 医療事故などへの補償

スチューデント・ドクターが行う医行為は危険の少ないものだけです。しかし、あなたの健康

やプライバシーを損なう事象が発生した場合には、学長および病院長の責任で適切に対応いたし

ます。

□ 担当以外のスチューデント・ドクターないし資格取得前の医学生が見学すること、及び担当のス

チューデント・ドクターが交代することがあること

回診や上記の医行為が行われる場合、担当以外のスチューデント・ドクターないし資格取得前

の医学生が一緒に見学をさせていただくことがあります。また実習期間中に担当のスチューデン

ト・ドクター）が他のスチューデント・ドクターに交代することがあります。

□ 拒否できる権利

どうしてもご協力頂けない場合は、同意書にその旨のチェックを付けてください。また、実習

への協力を同意された後でも、その同意を解消することができます。その際の用紙もお渡ししま

すので、同意を撤回する際には担当医に提出をお願い致します。ご協力を得られない場合でもそ

の後の診療などで不利益を被ることはありません。 

診療参加型および見学型臨床実習の説明書/包括同意書 

 
□ 診療参加型および見学型臨床実習とその必要性 

□ 担当実習医学生（スチューデント・ドクター）としての能力と資格 

□ 実習で行われる医療行為 （レベルⅠとレベルⅡの区分） 

□ 医療事故などへの補償 

□ 担当以外のスチューデント・ドクターないし資格取得前の医学生が見学すること及び担

当のスチューデント・ドクターが診療の途中で交代する事が有ること 

□ 拒否できる権利 

（拒否内容：                                                               ） 

 

 

質問がある場合にはお申し出ください。 

日本医科大学学長 弦間昭彦 

 

 

 

日本医科大学学長 殿 

日本医科大学 □付属病院 □武蔵小杉病院 □多摩永山病院 □千葉北総病院 院長 殿 

 

臨床実習医学生（スチューデント・ドクター）による診療参加型臨床実習およびその他の

医学生も含む見学型臨床実習についての文書を読みました。それに対する十分な質問の機会

も与えられました。 

 

□ 上記の事項に関して十分理解しましたので、診療参加型臨床実習と見学型臨床実習に協

力します。 

 

□ 実習に協力しません。 

 

 

２０ 年 月 日 

患者署名：  

代理署名（未成年或いは本人署名困難の場合）： 

 

  

診療参加型臨床実習を行うにあたっ
てのお願い

診療参加型および見学型臨床実習の
説明書／包括同意書


