
認知症は平成24年度の報告で462万人、軽
度認知障害という認知症予備軍を加えると、65
歳以上の高齢者の4人に1人にもなるといわれ
ています。もはや特別な「病気」ではなく、年
齢を重ねれば誰もが直面する生理的な状態と言
うこともできるかもしれません。
この認知症の6〜7割程度はアルツハイマー病

によって引き起こされることが判っています。
また、その他の認知症でも、アルツハイマー病
を合併していることが少なくなく、アルツハイ
マー病の治療薬を創り出すことが、認知症治療
の鍵だと考えられています。

現在、市販されているアルツハイマー型認知
症治療薬は4種類ありますが、これらはいずれ
も症状を改善するもので、病気の根幹を治すも
のではありません。しかし、アルツハイマー型
認知症の少なくとも半数以上の方々は、これら
の薬を内服することで、症状の進行を遅らせる
ことができることが証明されています。

症状の進行を遅くする、というのは、薬を内
服しているご本人やご家族には、なかなか実感
できない点ではありますが、アルツハイマー型
認知症という診断が比較的早期についた場合
は、一度は内服してみることをお勧めしたいと
思います。そして、半年間内服してもどんどん
悪化する場合や、1年間内服しても効果がない
とご家族がお感じになった場合は、ぜひ内服を
中止していただきたいと思います。万が一、中

止して数週間後に症状が悪化するようなことが
あれば、薬は「効いていた」のだと思います
し、まだその時点なら、元の状態に戻ることが
可能だと考えられているからです。
一方、根本的な治療薬（専門的には疾患修飾薬

とか疾患修飾療法と言います）の開発が進んでい
ないわけではありません。現在、当院神経内科外
来でも行っていますが、アルツハイマー病の一番
根幹部分の原因であるアミロイドβタンパクに
対する治療薬が治験中です。本邦では、まだ数種
類しか治験第3相は行われていませんが、いずれ
もグローバルの一部として進められており、もし
効果が証明されて薬品として世に出てくる場合
は、ドラッグ・ラグなしで、日本でも使用するこ
とができるだろうと思います。

現在、使用可能な治療薬の効果は、大きいも
のではありませんが、早期に診断して内服を開
始すれば、よりよい時間を長くご家族と過ごし
ていただく事が可能になると思います。「あれ
っ」と思われた方は、ぜひ神経内科外来もの忘
れ外来で相談をしてみて下さい。

認知症の治療薬　ー現在と未来ー

山 崎 峰 雄
（ やまざき  み ね  お ）

神経・脳血管内科　部長
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はじめに
近年、患者さん

の高齢化が進み、
心臓弁膜症の患者
数も増加していま
す（図1）。その中
でも、多くみられ
るのが大動脈弁狭
窄症という病気です。心臓弁膜症？大動脈弁狭窄症？
この耳慣れない病気についてお話しします。

心臓の仕組みについて
小学校の理科の授業で習った記憶があるかもしれま

せんが、心臓は全身に血液を循環させるポンプの役割
を担っています（図2）。心臓の右側（右心系といい
ます）には全身で利用された
血液（酸素が消費されていま
す）が戻ってきます。右心房
→右心室を経て肺に送られ、
酸素が補充されます。この血
液は、心臓の左側（左心系と
いいます）に送られ、左心房
→左心室を経て大動脈へと駆出され、全身に酸素を届
けます。心臓はこのポンプ作業を1日に約10万回も繰
り返すので、効率よく作業を行う上で血液の流れを一
方向に調整するために、心臓内の4つの部屋の出口に
はそれぞれ弁という扉がついています。ちなみに左心
室と大動脈の間にあるのが「大動脈弁」です。

心臓弁膜症について
心臓にある弁に障害が起き、本来の役割を果たせな

くなった状態を「心臓弁膜症」といいます。弁の開き
が悪く血液の流れが妨げられる「狭窄症」と、弁の閉
じ方が不完全なために血液の逆流を起こす「閉鎖不全
症」があります。原因には、先天性と後天性（リウマ
チ熱、動脈硬化、心筋梗塞、組織変性など）があり、
原因を特定できないこともしばしばです。生活習慣病
が増えている昨今、動脈硬化のように大動脈弁が硬く
なり、うまく開かなくなる「大動脈弁狭窄症」が増え

ています。はじめは何の自覚症状もないために見過ご
されることが多く、徐々に進行して三大徴候（胸痛･失
神･心不全）が出現するようになります（図3）。未治
療で放置すれば、突然死を引き起こす怖い病気です
が、手術で治
すことができ
るので怖がる
必要はなく、
正しく診断さ
れることが重
要です。

治療について
心臓弁膜症は、息切れや動悸などの自覚症状以外に

聴診の際の心雑音がきっかけで発見されます。そんな
時は、心臓超音波（心エコー）検査を受けることをお勧
めします（図4）。短時間で済む痛くない検査（繰り返
しできます）ですが、「本当に弁膜症？」、「程度はどの
段階？」、「手術が必要な状態？」といった診療を進め
るにあたって重要な情報が得られます。心臓弁膜症は
進行していくため、一度診断されたら定期的な診察や
心エコー検査が必要です。初期の段階では薬を飲む内
科的治療で対応できますが、進行した場合は心臓手術
（開心術ともいいます）で根
本的治療を行います。確かに
心臓手術は大掛かりですが、
わが国の手術成績は極めて良
好ですから、適切なタイミン
グを逃さず手術を受けられれ
ば、正常な心臓の働きを取り
戻し日常生活に復帰すること
ができます。

むすびに
心臓弁膜症は、珍しい病気ではありません。医療技

術の発達のおかげで心臓弁膜症に対する診断も手術治
療も進歩していますので、過剰に恐れず・安易に捉え
ず、心雑音があると言われたら心エコー検査を受け、
正確な診断を受けることが大切です。

病気
の話

心臓弁膜症
心臓血管外科　医局長 藤井　正大

（ふじい　まさひろ）　
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うつ病と躁うつ病は気分障害とも呼ばれ、1999年
に44万人程度であった外来患者数は、2008年には
100万人を超えるまでに激増しています。
つらいことがあって、一時的に落ち込むことは誰に

でもありますが、うつ病の場合には、憂うつ気分や意
欲の低下などが、気分転換を試みても状況が改善して
も普段の調子に戻れなくなります。つまり本来誰もが
持っている自然な回復力が働かなくなってしまうわけ
です。うつ病になると、脳内のセロトニンなどの神経
伝達物質が低下し、判断や意欲を司る前頭葉の機能も
変化するため、心の持ちようだけではなかなか改善せ
ず、精神療法とともに抗うつ薬を中心とした薬物療法
が必要になります。
一方、躁うつ病は双極性障害とも呼ばれ、うつ症状

の他に気分の高揚や多弁、多動といった躁症状が出現
します。躁状態が強い場合は双極Ｉ型障害、躁状態が
軽い場合は双極Ⅱ型障害として分類されます。
躁うつ病の場合に、抗うつ薬だけで治療を行うと、

躁状態への移行や、躁とうつを頻回に繰り返したり、
うつ状態がなかなか改善しない難治性のうつになるこ
とがあり、気分安定薬や非定型抗精神病薬という治療
薬が必要になります。
したがって、うつ病と躁うつ病の鑑別は非常に重要

です。しかし、双極性障害は3分の2がうつ状態で始

まり、躁状態が短く、うつ状態が長いため、双極性障
害の4割近くがうつ病と誤診されているという指摘も
あります。また、双極Ⅱ型障害の場合には、軽い躁状
態と本来の健康の状態とを区別するのは、なかなか容
易なことではありません。
精神科の診断は、これまで問診が中心に行われてき

ましたが、はじめて客観的に鑑別が可能になる検査が
登場しました。これが光トポグラフィー検査で、
2009年4月に精神科医療で唯一の先進医療として厚
労省が認可し、当院では2011年4月に千葉県では第
1号として承認を受けました。その後、2014年4月か
らは保険適応になっています。
この検査は、身体に害のない近赤外光を用いて大脳

皮質のヘモグロビン濃度を計測し、言語流暢性課題
（提示された単語から始まる言葉を思いつく限り答え
る）施行時の前頭葉と側頭葉の脳活動が、うつ病、躁
うつ病、統合失調症のいずれかのパターンに合致する
かを判別するものです。7〜8割の確率で鑑別ができる
とされていますが、単独で用いるものではなく、あく
まで診断補助として利用されます。とても簡便な検査
で、実施時間は20分程度です。現在の保険適応は、う
つ病治療を受けている方で、他の疾患が疑われる場合
に適応となります。検査を希望される方は、ぜひ主治
医にご相談して下さい。

治療
の話

うつ病が目で見える！？
“光トポグラフィー検査”

メンタルヘルス科　部長 木村　真人
（ き む ら 　 ま ひ と ）　

光トポグラフィー検査
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認知症について
放射線センター　技師長 河原崎　昇

（かわはらさき  のぼる）　

早めに受診しましょう

親しい人の名前がなかなかでて来ない、昨日の夕食
のメニューが思い出せない、といったことはありませ
んか？年齢とともに体の機能は低下してきます。脳の
働きも残念ながら衰え「もの忘れ」が多くなってきま
す。しかし、この「もの忘れ」は、日常生活にさほど
支障をきたすことはない加齢に伴う現象といえます。
認知症も初期症状として「もの忘れ」の症状が現れ

てきます。しかし、認知症で見られる「もの忘れ」は
徐々に進行し、同じ話や質問を何度もくり返す、食事
をしたこと自体を忘れる、日時や場所が分からなくな
る、知人の顔が分からないといった症状が現れ、社会
生活、日常生活に支障が生じてきます。厚生労働省研
究班によると、団塊世代が全員75歳以上になる2025
年には675万人、65歳以上の5人に1人が認知症にな
ると推計されています。

認知症の多くは、脳にβアミロイドというたんぱく
質がたまり、正常な神経細胞が壊れ、脳が萎縮してい
くアルツハイマー型と呼ばれる認知症です。アルツハ
イマー型認知症では、脳血流の異常がみられるため、
SPECT（スペクト）やMRIなどの脳の働きをみる画像
検査が役立ちます。認知症は、症状が軽い段階のうち
に適切な治療を受ければ、進行を遅らせたり、場合に
よっては症状を改善したりすることもできます。認知
症が疑われる時には、一度かかりつけ医や、専門医療
機関に相談することをお勧めします。

生活習慣を見直しましょう

認知症は、高血圧、糖尿病、高脂血症などの生活習
慣病と関連があるといわれています。
１．食生活の見直し
野菜（ビタミンC，E，βカロチン）、魚（DHA，

EPA）、果物（ポリフェノール）を含む食品を多く摂
取する。
２．適度な運動
ウォーキング、水泳など週3日以上の有酸素運動を

する。
３．脳を活発にする生活
文章を書く・読む、ゲームや絵画、園芸など趣味を

もつ。

認知症は今の医療ではまだ治せない病気です。でも
良い生活習慣に努めれば、予防や、発症を遅らせるこ
とができます。“生活習慣を見直して、若々しい脳”
を保ちましょう。

病気
の話

ルツハイマー型認知症の人の脳では、黄色い矢印の部分で
脳血流の低下が認められます。

［ＳＰＥＣＴ画像］

健康な人に比べ、アルツハイマー型認知症の人の脳では、
黄色や赤の矢印で示した脳室の拡大が認められます。

［ＭＲＩ画像］

72歳 女性 アルツハイマー型認知症

72歳 女性 健康な人
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避けよう過度な紫外線
看護部　皮膚・排泄ケア認定看護師 臼井　舞

（うすい　まい）

ケア
の話

初夏をいかがお過ごしでしょうか。夏といえば、青
い空、青い海！楽しい季節がやってきます。そんな
中、この季節のお悩みといえば「日焼け」ではないで
しょうか。1年のうちでは4月〜9月にかけて強く、1
日のうちでは午前10時〜午後2時に強くなるとされて
います。
紫外線の浴びすぎは、日焼け、しわ、しみ等の原因

となるだけでなく、長年紫外線を浴び続けると、時に
は皮膚がんを引き起こすこともあります。最近は、紫
外線から眼を守ることにも関心が向けられてきまし
た。眼が紫外線を浴びることで白内障を起こすことも
あります。しかし、紫外線は悪い影響ばかりではな
く、ビタミンＤを合成する手助けもします。とはいっ
ても、日焼けするほどの「日光浴」が必要なのではな
く、両手の甲くらいの面積が15分間日光にあたる程
度、または日陰で30分間くらい過ごす程度が必要とさ
れています。
長期的な健康への悪影響を予防するためには、紫外

線の浴びすぎを予防することが大切です。予防には、
紫外線の強い時間帯を避けたり、日陰を利用する、日

傘や帽子、サングラスを身につける、日焼け止めをこ
まめに塗る等が効果的です。最近の日焼け止めには、
液状やクリーム、スプレー等多くのタイプがありま
す。また、SPFやPAという表示がされていて、効果
や効果の程度が異なります。状況にあった使いやすい
ものを選びましょう。

日焼けの症状には、皮膚が赤くなる、ほてりがあ
る、ヒリヒリとした痛みがある、水ぶくれになる、頭
痛がする、熱がある等がみられます。もしも、皮膚が
赤くなってしまった場合には、冷たい水で濡らしたタ
オルで冷やしましょう。日焼け直後の肌は、水分が減
少しているので、刺激の少ないローションを塗って保
湿をすることも大切です。水ぶくれができるほどの日
焼けについては、医師の診断を受けると安心です。水
ぶくれをつぶすと細菌が入りやすくなったり、傷あと
が残りやすくなるので、適切な治療を受けることが勧
められています。
美容にも健康にも紫外線対策は欠かせません。正し

い知識を持ち、紫外線の浴びすぎに注意しながら上手
に付き合っていきましょう！

屋外での軽いスポーツ、
レジャー等

炎天下でのレジャー、
リゾート地での
マリンスポーツ等

日常生活
（散歩、買い物）

非常に紫外線の強い
場所や紫外線に
過敏な人等
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します
解説

「高額療養費制度」について

高額療養費制度が平成27年1月から変わりました

　医療機関や薬局の窓口で支払った額が、歴月で一定額を超えた場合に、その超えた金額を支給する高額療養費
制度が、平成27年1月より70歳未満の方の自己負担限度額を所得に応じて細分化されました。

負担の上限額は、年齢や所得によって異なります

　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。

所得区分

上位所得者
（年収約770万円～）
健保：標報53万円以上
国保：年間所得（※２）
600万円超

一般所得者
（上位所得者・住民税
 非課税者以外）
３人世帯
（給与所得者/夫婦子1
人の場合：年収約210万
～約770万円）

住民税非課税者

ひと月あたりの
自己負担限度額（円）

150,000+
（医療費-500,000）×1％
<多数回該当：83,400>

80,100＋
（医療費-267,000）×1％
<多数回該当：44,400>

35,400
<多数回該当：24,600>

医事課　係長　齊藤　正子
　　　　　　　　   （さいとう まさこ）

歳
未
満
の
方

70

平成26年12月まで

所得区分

年収約1,160万円～
健保：標報83万円以上
国保：年間所得901万円超

年収約770～約1,160万円
健保：標報53万～79万円
国保：所年間所得600万～
901万円

☆年収約370～約770万円
健保：標報28万～50万円
国保：年間所得210万～
600万円

～年収約370万円
健保：標報26万円以下
国保：年間所得210万円
以下

住民税非課税者

ひと月あたりの
自己負担限度額（円）

252,600＋
（医療費－842,000）×1％
<多数回該当：140,100>

167,400＋
（医療費－558,000）×1％
<多数回該当：93,000>

80,100＋
（医療費－267,000）×1％
<多数回該当：44,400>

57,600
<多数回該当：44,400>

35,400
<多数回該当：24,600>

平成27年1月から

※世 帯 合 算　お一人の一回分の窓口負担では、高額療養費の支給対象とはならなくても、複数の受診や同じ世帯にいる
他の方（同じ医療保険に加入している方に限ります。）の受診について、窓口でそれぞれお支払いになった
自己負担額を１か月（暦月）単位で合算することができます。

※多数回該当　直近の１２か月間に、既に３回以上高額療養費の支給を受けている場合（多数回該当の場合）には、その月
の負担の上限額がさらに引き下がります。
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 高額療養費制度とは（前ページの欄☆から〈例〉を参考にごらんください）

 「限度額認定証」を提示すると窓口での支払いが一定の金額にとどめられます 

　医療機関や薬局の窓口で支払った額が、暦月（月の初めから終わりまで）で一定額を超えた場合に、その超えた
金額を支給する制度です。　　　　　　　　　　　※（入院時の食費負担や差額ベッド代等は含みません）

　入院される方、高額な外来診療を受ける方については加入する医療保険から事前に所得区分の限度額認定
証を発行してもらうことにより、医療機関の窓口での支払を負担の上限額までにとどめることもできます。
　このため、一度に用意する費用が少なくて済みます。

※高額療養費が医療機関や薬局に直接支払われるため、加入する医療保険に対して、事後に高額療養費の支
給申請をする手間が省けます。

※７０歳以上の方は、所得区分の認定証がなくても、自動的に窓口での支払が負担の上限額までにとどめら
れます。

　　（低所得者の区分の適用を受けるためには認定証が必要です） 

※詳しい内容のお問い合わせ先････
　
　　　厚生労働省　03-5253-1111
　　　　　＊制度一般について・被用者保険に加入されている方は  ▶▶▶  保険局保険課（内線3247、3250）

　　＊国民健康保険に加入されている方は  ▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶  保険局国民健康保険課（内線3258）

　　＊後期高齢者医療制度に加入されている方は  ▶▶▶▶▶▶▶▶  保険局高齢者医療課（内線3199）

＜例＞ ☆年収約370～約770万円の方     
　　　　100万円の医療費で、窓口の負担（3割）が30万円かかる場合     
 
　　　　　医療費100万円      
      
　　　　　窓口負担30万円      

　　　　　高額療養費として支給30万円－87,430円= 212,570円     
 
　　　　　負担の上限額80,100円＋（1,000,000円－267,000円）×1% = 87,430円   
      
　　　　  212,570円を高額療養費として支給し、実際の自己負担額は87,430円となります。 

　　　　　　　　　　　　             医療費　100万円

       窓口支払30万円   　　　加入する医療保険70万円

  上限額　　 高額療養費

87,430　  212,570円
　　　円

　　　　　負担の上限額　80,100円＋（1,000,000円－267,000円）×1% = 87,430円 

厚生労働省ホームページより　http://www.mhlw.go.jp/
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またジメジメした梅雨の季節、もう少しすると暑い夏
になります。夏休みまでもう少しですから、体をこわさ
ない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

日本医科大学千葉北総病院は開院21周年を迎え、
新たなステージへのチャレンジを進めております。当
院は開院以来、「地域中核病院としての機能」を基盤
に、本学がわが国で初めて設立したドクターヘリ事業
を最大活用した「救命救急、急性期脳卒中、循環器救
急などの高度急性期医療」を展開しております。
さらに今春４月、わが国の重要医療政策である「地

域がん診療連携拠点病院」構想のもと、東千葉唯一の
「印旛医療圏がん診療連携拠点病院」指定を賜りまし
た。平成26年度から「がん診療連携拠点病院」指定
要件が強化され、がん診療実績（院内がん登録年間
500件以上、悪性腫瘍手術400件以上、がん化学療
法1000人以上、放射線治療200人以上）、診療従事
者要件はもとより、キャンサーボード設置、緩和ケア
体制、病病連携・病診連携体制、セカンドオピニオン

提供体制、がん診療情報収集体制などの要件をクリア
しての選定であり、職員一同、その責務の重要性に気
を引き締めております。
これらの重要な責務遂行のため、新たに「がん診療

センター（仮称）」体制を構築し、センター長として
副院長である外科の宮下正夫教授を任命させていただ
きました。当院は、成田赤十字病院や、東邦大学佐倉
医療センター、東京女子医大八千代医療センター、聖
隷佐倉市民病院などのがん診療協力病院、地域医療機
関との連携協力のもと、「質の高いがん診療」「地域
がん診療の連携協力体制確立」「がん患者さんに対す
る相談支援」「がん診療情報の収集と発信」に努めて
まいります。
皆様のご支援とご鞭撻を、心からお願い申し上げ

ます。

認定
の話

日本医科大学千葉北総病院が、
「がん診療連携拠点病院」の認定を受ける

日本医科大学千葉北総病院　院長 清野　精彦
（せいの　よしひこ）　

清野院長と宮下副院長


