
病気の種類
主な循環器の病気は心臓病と血管病に分けられます。心臓病には、心筋梗塞や狭心症（動脈硬化により

心臓を養う血管が狭くなったり、詰まってしまうのが原因なので、虚血性心疾患と呼ばれます）、不整脈
（脈が乱れたり、速すぎたり、遅すぎたりします）、心不全（心臓病や高血圧などにより心臓の働きが十
分でなくなる）が代表的です。一方、血管病には大動脈解離（心臓から全身に血液を送る動脈の幹となる
血管の壁が裂けてしまう）、大動脈瘤（大動脈が膨らんでコブのようになる）、閉塞性動脈硬化症（多く
は下肢に行く血管が狭くなったり、詰まってしまう）、大動脈炎症候群（若い女性に多い原因不明の血管
の炎症で、頭や腕に行く動脈が狭くなったり、詰まったり、瘤になる）、肺動脈血栓塞栓症（心臓から肺
に行く血管が詰まる病気で、エコノミークラス症候群とも呼ばれます）、下肢静脈瘤（下肢からの血液の
戻りが悪くなる）などがあります。
脳卒中も血管の病気ですが、脳神経内科や脳神経外科が担当することが多いので、今回は省略します。

病気の症状
病気の症状は、患者さんによって様々ですが次の症状が多く見られます。

健康診断で異常があれば・・・
健康診断で次のような異常があれば、心臓や血管の病気になりやすいので注意が必要です。循環器の病

気や動脈硬化、脳卒中になりやすいものには、高血圧、糖尿病、脂質異常症（高脂血症や高コレステロー
ル血症とも言います）、喫煙、肥満、心電図異常、高尿酸血症（痛風）、遺伝（血縁者に心臓病や血管病
の方がいる）、高齢になる（女性では閉経）、ストレスが多い、などがあります。遺伝と加齢以外は、な
んとかコントロールすることができますので、健康診断で異常があれば躊躇しないで、一度は医療機関を
受診してください。生活スタイルの改善や薬によるコントロールで病気になる危険性が低くなります。
皆さん、元気で長生きしましょう。

循環器の病気と健康診断

畑 　 典 武
（ は た の り た け ）

循環器内科部長、集中治療室部長
病院教授
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心筋梗塞・狭心症 ･････････････胸が痛い・重苦しい・締め付けられる
不整脈 ･･･････････････････････････動悸、めまい、失神
心不全 ･･･････････････････････････息切れ・呼吸困難、むくみ（下肢、顔など）
大動脈解離･･････････････････････激烈な胸・背中（時には腰まで）の痛み
大動脈瘤 ････････････････････････胸が痛い、お腹が痛い、背中が痛い、声がかすれる
閉塞性動脈硬化症 ･････････････歩行中に脚が痛くなる、脚が冷たい
大動脈炎症候群 ････････････････発熱、脈がふれない、めまい、腕の痛みやシビレ
肺動脈血栓塞栓症 ･････････････胸が痛い、息が苦しい、めまい、失神
下肢静脈瘤･･････････････････････脚の表面に静脈のコブができる（ミミズ様）
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＜まだまだ多い胃がん＞
胃がんは日本人が最も多くかかるがんです。男性は約

9人にひとり、女性は約18人にひとりが、胃がんと診断
されています。胃がんの死亡数は男性では肺がんに続き
第2位、女性は第3位となっています。現在男性では約
3,1万人、女性は約1,6万人の方が胃がんで亡くなってい
ます（2014年、厚生労働省大臣官房統計情報部編）。

＜胃の構造＞
胃は食べ物を口に入れた後、食道→胃→十二指腸→小

腸→大腸と流れる消化管の1つの臓器で、食べ物を消化
する大きな袋になっています。細かく見ると胃の壁は何
層かの層構造になっています。

＜胃がんとは＞
胃がんは、胃壁の内側にある粘膜から発生し、外側に

向かって粘膜下層、固有筋層、漿膜へ深くなって行きま
す。浅い癌（粘膜、粘膜下層）を早期癌と言い。固有筋
層より深い癌を進行胃癌と言います。近年胃癌の発生に
はヘリコバクター・ピロリと言う胃に住み着く細菌が大
きく関係していることが解っています。

＜胃がんが見つかったら、ガイドラインに沿って治療を
選択します＞
ガイドラインは胃がんの程度（ステージ）によって胃

カメラ治療（内視鏡的粘膜切除、内視鏡的粘膜下層切開
剥離術）から手術、抗がん剤まで細かく治療が分かれて
います。
基本的には切除できる段階の胃がんは切除して病巣を

取り除きます。切除の方法は胃がんの深さによって、
1；胃カメラ治療、2；腹腔鏡手術、3；開腹手術が選択

されます。切除できない段階の胃癌などは抗がん剤治療
を行います。

＜胃がん検診の重要性＞
胃がんは早い段階（早期）程完治

します。胃がんの5年生存率はステ
ージ別に下表のようになっていま
す。早期発見・早期治療が完治のポ
イントであり、胃がん検診を受けて
より早く発見することが重要です。

＜地域がん診療連携拠点病院として＞
お陰様で日本医科大学千葉北総病院は厚生労働省健康

局の審議のもと、本年4月に印旛保健医療圏の「地域が
ん診療連携拠点病院」に新規に指定を受けました。当科
では胃癌（宮下部長、櫻澤）のみならず、食道癌（宮下
部長、櫻澤）、大腸癌（松本、松田）、肝臓、胆道、膵
臓（横室、川野、山初）、乳癌（飯田乳腺科部長）、化

病気
の話

胃がんについて
外科・消化器外科・乳腺科　医局長・講師 櫻澤　信行

（さくらざわ のぶゆき）　

Stage IA 93.4%
Stage IB 87.0%
Stage II 68.3%
Stage IIIA 50.1%
Stage IIIB 30.8%
Stage IV 16.6%

胃癌治療のガイドライン
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麻酔科の主な業務は手術患者の麻酔管理ではありま
すが、その他の業務の一つにペインクリニック外来が
あります。全身あるいは局所の慢性的な痛みや、痛み
以外の疾患（顔面痙攣、顔面神経麻痺、多汗症、突発
性難聴など）に対して神経ブロック、理学療法、内服
治療などを行っています。
当院のペインクリニック外来にも多くの患者さんが

受診されていますが、中でも帯状疱疹に罹患した後に
痛みが残存し、他科や他病院から紹介されてくる患者
さんが多いのが目につきます。いわゆる『帯状疱疹後
神経痛』という疾患です。
『帯状疱疹』は水痘帯状疱疹ウイルスが原因です。

ストレスや過労、老化などで自己免疫能が低下するこ
とによって、普段体内に隠れていたウイルスが再活性
化され神経に炎症を起こし、皮膚にチクチクした痛み
やブツブツした発疹を起こし、水泡ができて帯状に広
がります。
治療は抗ウイルス剤や鎮痛剤の内服投与ですが、皮

疹が治ったにもかかわらず痛み（電気が走ったような
痛み、ピリピリする痛みなど）だけが残存した状態を
『帯状疱疹後神経痛』といいます。定義については一
般的には帯状疱疹発症後6ヶ月以上経過したものとい

われていますが、発症後1ヶ月してペインクリニック
を受診されることが多く、受診時より『帯状疱疹後神
経痛』として対応している施設が多くあります。
帯状疱疹発症初期の痛みには急性痛として対処しま

すが、ペインクリニック外来に受診される頃には慢性
疼痛に移行している場合が多いので、鎮痛薬も初期の
帯状疱疹時とは種類の異なる鎮痛薬を投与することが
必要になります。初期は神経の炎症、皮膚の炎症によ
る痛みですが、慢性痛になると神経障害性の疼痛にな
ります。痛みの性質が急性期と慢性期では変わるた
め、鎮痛薬の種類も変わるわけです。
内服治療のほかにも神経ブロック療法、鍼治療があ

ります。これらは慢性疼痛においては補助的な治療に
なりますが、特に発症早期より神経ブロックを行うこ
とで帯状疱疹後神経痛の発症を抑える効果があるとい
われています。
帯状疱疹後神経痛に移行すると、痛みは数年から一

生続くこともあります。帯状疱疹後神経痛にならない
よう、早めの鎮痛対策をすることが肝要ですので、帯
状疱疹を発症した場合、すぐに医療機関を受診するこ
とをお勧めします。

治療
の話

意外に多い帯状疱疹後神経痛
麻酔科　医局長 神谷　一郎

（かみや　いちろう）　

学療法（瀬谷）を中心に総勢16名で診療を行っておりま
す。特に手術に関しては腹腔鏡に力をいれており、患者
さんにより侵襲の少ない治療を心掛けております。当科

では内視鏡外科技術認定医4人、肝胆膵高度技術認定医
1人が所属しており安心、安全な治療を心掛けておりま
すので気軽に御相談下さい。
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薬と車の運転について
薬剤部 浦　裕之

（うら　 ひろゆき）　

2011年に栃木県鹿沼市で発生したクレーン車暴走
事故をきっかけに、お薬の副作用あるいは飲み忘れが
原因と思われる自動車運転事故に対する世の中の関心
は高まっています。本年8月に東京・池袋で乗用車が
暴走し、歩行者5人が死傷するという悲惨な事故が発
生したことは記憶に新しいのではないでしょうか。

道路交通法には「何人も、過労、病気、薬物の影響
その他の理由により正常な運転ができないおそれがあ
る状態で車両等を運転してはならない（第66条）」
と規定されており、服薬により運転に支障を及ぼすお
それがある状態で運転することは法律で禁止されてい
ます。
それでは、どのようなお薬が車の運転に影響を及ぼ

すおそれがあるのか具体的に見てみましょう。

（1）抗ヒスタミン薬（花粉症、皮膚疾患など）
花粉症等のアレルギー治療や症状の緩和のために使

用されます。抗ヒスタミン薬のなかには副作用である
眠気により車の運転に支障を及ぼすおそれがあるた
め、車の運転が禁止されているものがあります。ま
た、医療用医薬品に限らずドラッグストアや薬局で市
販されている一般用医薬品（総合感冒薬、花粉症治療
薬）の中にも抗ヒスタミン薬が含まれています。よ
く、「一般用医薬品の方が安全ではないか？」「一般
用医薬品なら眠くなりにくいから運転してもよいので
はないか？」という話を聞きますが、車の運転に限っ

て言えばそのようなことはありません。また、抗アレ
ルギー薬を服用して眠気を感じていなくても、実際に

はアルコールを摂取した状態に匹敵するほど認知機能
が低下している場合がありますので注意が必要です。

（2）中枢神経作用薬
中枢神経作用薬とは中枢神経に作用することによ

り、病気の治療を行うお薬のことで、精神安定剤、パ
ーキンソン病治療剤、抗てんかん薬、抗うつ剤、精神
賦活剤などがこれにあたります。改正道路交通法で
は、車の運転に影響を及ぼす可能性のある疾患を自己
申告することが義務付けられており、虚偽の申告を行
うと処罰の対象となります。「てんかんやうつ病と診
断されると車の運転ができなくなるのでは？」と思わ
れる方もいらっしゃるかと思いますが、現行の法制度
では薬物治療によりしっかりと疾患がコントロールさ
れている場合には運転免許の取得が可能な場合もあり
ますので、車の運転に関しては主治医とよく相談して
ください。

今回紹介したお薬以外にも車の運転に影響を与え
るおそれのあるお薬があります。「車の運転がどう
しても必要だから」といってお薬の服用を自己判断
でやめてしまうと病状が急激に悪化し、かえって自
動車事故を起こす危険性が高まる場合もございます
ので、ご不安な場合には必ず医師または薬剤師にご
相談ください。

お薬
の話

鹿沼クレーン車暴走事故 池袋自動車暴走事故
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知っておこう「心筋梗塞」の話と命のバトンリレー
看護部　集中ケア認定看護師 飯村　紫陽花

（いいむら し よ か ）

ケア
の話

徐々に寒さが増し、これから本格的な冬の寒さを感じ
る季節となります。そんな寒い冬の季節に「心筋梗塞」
という病気が起こりやすいことを耳にされたことはあ
るでしょうか。今回は、我が国で三大死因の一つとな
っている心疾患のうちの一つ、生活習慣と関係の深い
「心筋梗塞」とその予防、また胸が痛いなどといって
突然倒れたときの対処についてお話していきます。

心筋梗塞とは
心筋梗塞は、動脈硬化や血管内のプラーク

（脂肪などの固まり）によって血栓ができ、これによ
り心臓の動脈（冠動脈）が詰まってしまい、血液が流れ
なくなることから始まります。そして、血液中に含まれ
ている心臓が動くのに必要な酸素や栄養も流れなくな
り、心臓の筋肉が破壊されてしまう病気です。寒くなる
と私たちの体は血管を収縮させて、体温が低くなりすぎ
ないよう調整していますが、急激な温度変化などによっ
て血管が収縮した状態が続くと、血液の流れが悪くな
り、心筋梗塞などが起こりやすくなるのです。

心筋梗塞の予防
この病気にならないためには、動脈硬化予防

のための生活習慣の改善が重要になります。そ
れには、危険因子と呼ばれる因子の除去に努めることが
重要です。喫煙や塩分・糖分・脂肪分の摂りすぎに注意
し、バランスのよい食事をして高血圧や糖尿病、高脂血
症を予防すること、適度な運動や気分転換を図り、スト
レスを避け、規則正しい生活を送ることが大切です。ま
た、心筋梗塞は過度の疲労や緊張、ストレス、睡眠不足
や急激な温度変化などをきっかけに生じることが多いの
で、それらを避けることが大切です。胸痛があったとき
には、すぐに医療機関に相談しましょう。

心肺蘇生法で命のバトンをつなごう
心筋梗塞など心臓に疾患を持つ人が突然倒れ

た場合、心臓の筋肉がブルブルと小刻みに震えている
可能性があります。この状態を「心室細動」といいま
すが、そのまま放置すれば心臓はポンプの役割を果た
せないため、短時間に意識を失い、その後、死に至り
ます。心臓が停止すると4分以内に脳に障害が発生す
るといわれています。すぐにAED（除細動＝電気ショ
ック）や心臓マッサージをする心肺蘇生法が行わなな
ければ助かりません。下記のグラフは心肺停止時間と
救命率を示したものです。右肩下がりになっているこ
とに注目してください。119番通報をしてから救急隊
が現場に到着するまでに5分はかかります。救命の可
能性は時間経過とともに低下するため、救急隊到着ま
での5分間、何も施されなかった場合、その時点で救
命率は50％まで低下してしまいます。

限られた時間の中でその場に居合わせた人が何をす
るかで、結果が大きく変わってしまいます。
皆さんによる迅速な119番通報と心肺蘇生で命のバ

トンをつなげましょう。心肺蘇生法の講習は、日本赤
十字社や消防などで講習会が開催されています。
また、自宅でもインターネット救命講習や応急手当

web講習が受講できます。一人でも多くの方に正しい
心肺蘇生法をマスターしていただくことが大切な命を
守る救命の第一歩であり、それが命（救命）のバトン
リレーとなるのです。

【危険因子】
喫煙・糖尿病・肥満
高脂血症・運動不足

出典HP：http://www.city.sanda.lg.jp/shoubou/kyuumeirire-.html

心停止の予防 早い119番通報
早い心肺蘇生
法と除細動

救急隊や病院
での処置

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
心肺停止からの経過時間（分）

救
命
率
（％）

引用：日本ACLS協会  HP:http//www.acls.jp/ipn  bls date.php
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します
解説

「医療費控除」について

医療費控除の
概要

　自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合
には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。

医療費控除の
対象となる
医療費の要件

① 納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療
費であること。

② その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。

医療費控除の
対象となる
金額

医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
　 　（実際に支払った医療費の合計額－(1)の金額）　－　(2)の金額
（1）保険金などで補てんされる金額
（例）生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される 高額

療養費・家族療養費・出産育児一時金など
（注）保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し

引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。
（2）10万円
　　（注） その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額

医療費控除の対象となる医療費 

医療費控除の対象

〇医師、歯科医師による診療の対価
〇治療のためのあんま・マッサージ指圧
師、はり・きゅう師などによる施術の対
価

〇助産師による分娩介助の対価

○保健師や看護師、准看護師による療
養上の世話の対価

○治療や療養に必要な医薬品の購入
費

〇病院、診療所等へ収容されるための
人的提供の対価

〇医師等による診療等を受けるために直接
必要なもので次のような費用

 ・ 通院費
 ・ 医師等の送迎費
 ・ 入院の対価として支払う部屋代や食事代
 ・ 医療用器具の購入や賃借のための費用
 ・ 義手、義足、松葉づえ、補聴器、義歯等の
購入の費用

 ・ ６ヵ月以上の寝たきりの人のおむつ代
  （医師が発行した使用証明書のあるもの）
 ・ 介護保険制度の下で提供される一定の
施設・居宅サービスの対価

〇左記以外の者で療養上の世話を受ける
ために特に依頼したものから受ける療養
上の世話の対価

〇かぜの治療のために使用した一般的医
薬品の購入費用

〇医師の指示により診療のために直接必要
なものとして購入する医薬品の購入費用

〇病状からみて急を要する場合に病院に
収容されるための費用

〇容姿を美化し、容ぼうを変える目的での
整形手術の費用

〇健康診断の費用
〇自家用車で通院する場合のガソリン代
や駐車料金

〇治療を受けるために直接必要としない
眼鏡や補聴器の費用

〇親族に支払う療養上の世話の対価

〇疾病の予防又は健康増進のために供さ
れるものの購入の費用

〇親族から人的提供を受けたことに対す
る謝礼

医療費控除の対象に
含まれるもの（例示） 含まれないもの（例示）

医事課　係長　齊藤　正子
　　　　　　　　   （さいとう まさこ）
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【医療費控除の対象となる人】

　・ 1年間の医療費の支払いが

　　　10万円を超える人
　　　　　または
　・ 1年間の医療費が
　　　所得金額の5%を超える人

※所得金額が200万円未満の人は、
医療費が10万円以下でも控除でき
ます。

確定申告の提出期限は2月中旬から
3月中旬です。

　 源泉徴収票
勤務先から交付されたもの（コピー不可）を確定申告書
に添付してください。

　 医療費の明細書
医療費の支払先が多い場合や医療費の額が高額な場
合に確定申告書の提出の際に添付、もしくは提示。

　 医療費の領収書※1
　 印鑑
認印でも可

　 通帳
確定申告をされる方の名義のもの。
郵便局の通常貯金（ゆうちょ銀行）への振込みは「振替貯
入契約」をしているものに限る。

　 保険金などで補てんされている金額が
　 分かるもの
申告時に添付するか、申告の際に提出。

控除できるか確かめよう！

病院よりお知らせ

お問い合わせ先

●お会計の際にお渡ししております「領収書」※1は再発行が出来ませんので、くれぐれも紛失なさらないよ
うに大切に保管して下さい。

●万が一領収書を紛失された方は「金額証明書」を有償にて発行致しますので、文書受付にてお申し込み下さい。
　なお、作成までお時間を要しますので、依頼の際はお早めにお願いいたします。

医療費控除の流れ

※詳しい内容は、管轄の税務署までお問い合わせください。

準備しよう！

税務署に提出しよう！

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。 

STEP
1

STEP
2

STEP
3

認定
の話

日本医科大学千葉北総病院
「医療通訳拠点病院」に選定

日本医科大学千葉北総病院　院長・国際医療推進室室長 清野　精彦
（せいの　よしひこ）　

航空機やインターネットなどの急速な発達・普及に
より、21世紀は、“The Earth is round.（地球は丸
い）”から“The World is flat.（世界は平坦）”に
パラダイムシフトしています。距離感・時差・言葉の

壁を感じることが少なくなりました。そのようなグロ
ーバル化の潮流の中で、人々の生命や健康を守る取り
組みは、さまざまな活動の中でも最も重要な課題の一
つであり、わが国においても、外国人患者の受入れに
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早くも歳もおしせまってきました。厳しい寒さだけだ
なく、ハードワークでの疲れも出やすい時期、風邪など
ひかぬよう、がんばって参りましょう。

（広報委員会）

編 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 1715
電話0476-99-1810/FAX 0476-99-1991

取り組む医療機関が増えています。このような背景を
もとに、厚生労働省は日本医療教育財団を介して、
「外国人患者受入れ環境整備事業」を推進していま
す。この事業では、外国人が安心・安全に日本の医療
サービスが受けられる環境の構築に取り組んでいま
す。

この度、当院は、平成27年度同補助金モデル事業
「医療通訳拠点病院」に選定されました。今春応募が
開始され、印旛・成田地区を背景にした外国人患者受
入れ体制の充実を主
眼に申請しておりま
したところ、8月1
日に選定の報を頂き
ました。全国から
19病院が選定され
ました。早速、院長
室に隣接して「国際
医療推進室」を設置
し、事業を開始して
おります。院内に
「外国人向け医療コ

ーディネーター」および複数の「医療通訳スタッフ」
を配置しております。外国人患者受入れの院内体制の
整備、周辺医療機関への医療通訳スタッフ派遣などの
役割を担っております。
現在、英語と中国語を中心に医療通訳体制を整備し

ております。中国人の患者さんが圧倒的に多く、中国
語の医療通訳スタッフの増員を検討しております。当
院職員に限らずボランティアの方（非常勤）など、
「医療通訳スタッフ」を幅広く募集しております。医
療あるいは語学について特別な資格の要件はありませ
ん。医療通訳に関心のある方、チャレンジしたい方が
いらっしゃいましたら、是非ご連絡をお願いいたしま
す。医療通訳スキルに関しましては、医療通訳育成カ
リキュラム・テキストが常備されており、院内でも教
育態勢がございますので、ご安心ください。
当院の理念は「患者さんの立場に立った安全で良質

な医療の実践と人間性豊かな良き医療人の育成」で
す。わたくしは、医学教育と医療実践の現場で
“Teach Each other Program”の姿勢を説いてお
ります。この言葉は、多職種スタッフ同士が職種や経
験を超えて互いに教え学び合う、患者さんと医療従事
者が互いに教え学び合う、真摯な姿勢の重要性を諭し
ております。

当院は、21周年の新たなステージを迎え、「高度
急性期医療」、「がん診療連携拠病院」、さらに「外
国人患者受入れ医療拠点病院」という3つの特長を機
軸として、「診療、教育、研究」の充実に努めてまい
ります。皆様のご指導、ご高配を心からお願い申し上
げます。

連絡先：国際医療推進室
k-iijima@nms.ac.jp


