
白血病は血管内を流れる「血液のがん」のひとつ
です。
白血病の患者さんの数は

白血病にかかる患者さんは年々増加しています
が、死亡する患者さんは年間5,000～6,000人と
ほぼ横ばいです。これは分子標的薬、骨髄移植や、
造血幹細胞移植など治療法の進歩により治る患者さ
んが増えているからです。

白血病とは
白血病とは骨髄のなかに存在している血液をつく

る「造血細胞」ががんになる病気です。造血細胞が
がんになると異常な白血球が作られます。この異常
な白血球を「白血病細胞」と呼んでいます。この白
血病細胞は生体の制御
を逸脱し無限に増加し
てきます。そうなると
「正常の造血」は抑制
されます。「正常の造
血」は酸素を運ぶ赤血
球、細菌・ウイルスか
ら護る白血球、出血を止める血小板の3種類を造っ
ていますが、白血病細胞の増加に伴いこの正常3種
類が作られなくなり、貧血、鼻血、下血、あざ、高
熱、肺炎などいろいろな症状が出現してきます。

白血病の原因は
白血病の原因は放射線、化学物質、たばこ、大気

汚染、ウイルスなどが原因とされています。すべて
が解明されているわけではありませんが、白血病細
胞ではこれらの原因でいくつかの遺伝子に“きず”

が起こっていると考えられています。この“きず”
は「遺伝子異常」と呼ばれています。白血病細胞で
は遺伝子の一部が欠けたり、遺伝子の一部が変化し
たり、時には正常で
は存在していないキ
メラ（写真参照）遺
伝子ができることが
わかっており、これ
ら「遺伝子異常」の
蓄積により白血病が
形成されると考えら
れています。

白血病の種類は
白血病はいくつも種類があります。白血球由来に

より「骨髄性」と「リンパ性」に分類されます。ま
た、それぞれ「急性」と「慢性」がありこの組み合
わせにより「急性骨髄性白血病」、「慢性骨髄性白
血病」、「急性リンパ性白血病」、「慢性リンパ性
白血病」と4種類に大別されますが、多種の遺伝子
異常の特徴や細胞の特徴により実際はさらに詳細に
分類されています。

白血病の治療は
100年前は瀉血、ヒルに血を吸わせる、ヨウ化

カリウムが主流でした。世界大戦後50年前はアル
キル化剤を中心とした初期化学療法剤が主流でした
が、効果が薄く、続発性にがんもみられ、現在は化
学療法、免疫療法剤、分子標的薬、造血幹細胞移植
（自家・同種）を組み合わせた治療法に進化してい
ます。

白血病について
猪 口 孝 一

（ い の く ち  こ う い ち ）

血 液 内 科　部長
（消化器内科部長代行）
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白血病細胞

ライオンの頭と山羊の胴体、蛇の尻
尾を持つとされる怪物キメラ



厚生労働省が毎年発表する最新の人口動態統計
（2006年）によると、日本における死亡原因の第1位
は悪性新生物（約 30％）、第 2位は心疾患（約
16％）、第3位は脳血管障害（約12％）、第4位は肺
炎（約10％）、第5位は不慮の事故（約3.5％）とな
っています。第1位の悪性新生物は癌、第2位の心疾患
は心筋梗塞、第3位は脳梗塞あるいは脳出血、第4位は
そのもの、第5位は交通事故などと具体的な病気の名
前あるいは事象を思い浮かべることができます。第1
位の悪性新生物という言葉は、皆さんが生命保険の契
約あるいは請求するときに知るくらいで余り聞きなれ
ない言葉だろうと思いますし、我々も通常使いませ
ん。我々はこの言葉の代わりに悪性腫瘍という言葉を
使いますが、ほぼ同義語です。悪性新生物 ≒ 悪性腫瘍
には癌のほかに骨、神経、筋肉あるいは脂肪の“が
ん”である「肉腫」そして血液の“がん”である「白
血病」が含まれていますが、頻度的には癌が多くを占
めています。

日本では20、30年前は胃の癌が圧倒的に多くを占
めていました。食生活や生活環境などの変化によっ
て、時代とともに癌に罹りやすい部位（臓器）も変わ
ってきています。2006年において、第1位は肺癌、第
2位は胃癌、第3位は大腸癌、第4位は肝癌となってい
ます。また性別でもその順位は少し異なってきます。
男性では多いほうから順に① 肺、② 胃、③ 肝、④ 大
腸、女性では多いほうから順に① 大腸、② 胃、③
肺、④ 乳房となっています。今後もその順序も当然の
ことながら、時代の変遷とともに変わっていくだろう
と予想されます。

癌に対する早期発見、早期治療は大事なことです
が、もっと大事なことがあります。それは予防です。
右表は約30年前に国立がんセンターが『がんを防ぐた
めの12か条』と題して発表したものですが、その有効
性は今でも保っております。この予防に関し、この表
以外に世界がん研究基金が2007年に発表した『がん

予防10か条』あるいは厚生労働省が2000年に提唱し
た『がん対策の目標（健康日本21）』などがあります
が、これらをまとめると次のようになります。参考に
して下さい。

①新鮮な野菜、果物を多く摂取する
②高塩分食品を控える
③肥満にならない
④定期的に運動をする
⑤たばこはやめる
⑥アルコールは控える

追記：“煙草は絶対ダメ”、“お酒は適量なら可”と、どの
予防対策の条文にも異口同音に記述されていま
す。
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がんの予防について
─ 煙草は禁止、お酒は控えめに ─

外科　部長　　横井　公良
（ よこい きみよし）　

病気
の話

＜がんを防ぐための12か条＞
１．バランスのとれた栄養をとる

（好き嫌いや偏食をつつしむ） 
２．毎日、変化のある食生活を

（同じ食品ばかり食べない）
３．食べすぎをさけ、脂肪はひかえめに 
４．お酒はほどほどに

（強い酒や飲酒中のタバコは極力控える）
５．たばこは吸わないように

（受動喫煙は危険）
６．食べものから適量のビタミンと食物繊維を

摂る
７．塩辛いものは少なめに、あまり熱いものは

さましてから 
８．焦げた部分はさける 
９．かびの生えたものに注意

（輸入ピーナッツやとうもろこしに要注意）
10．日光に当たりすぎない 
11．適度に運動をする

（ストレスに注意） 
12．体を清潔に 
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年を取ったら
眼科　部長　　山木　邦比古

（ や ま き 　 く に ひ こ ）　

病気
の話

白内障

年を取ったら目に来るといわれる代表的な病気が白
内障です。白内障は目の中の水晶体（英語ではレン
ズ）が加齢変化のために濁り、視力が低下します。ヒ
トの水晶体（レンズ）もカメラのレンズとほぼ同じで
す。これが濁ると当然みにくくなります。しかし濁っ
た自分のレンズを取り除き、人工のレンズを入れるこ
とに再度クリアな像を取り戻すことができます。白内
障手術では人工のレンズを挿入しますが、このレンズ
は厚さが一定ですので、当初設定した焦点距離にしか
焦点が合いません。遠くに焦点が合うように設定する
と近くには焦点が合いませんので近く用の眼鏡が必要

となります。近くに焦点が合う
ように設定すれば、遠く用の眼
鏡が必要となります。当病院で
は困難例や全身合併症のある患
者さんも含め、年間800件以上
の白内障手術を安全に行ってお
ります。

老視（老眼）

老眼は誰にでも確実にやってきます。先ほどヒトの
水晶体をカメラのレンズに擬えましたが、カメラのレ
ンズと異なるところが一つあります。カメラのレンズ
は焦点を合わせるためにレンズそのものの位置を移動
させますが、ヒトの目ではレンズの厚さを変化させま
す。水晶体は嚢と呼ばれる袋の中に透明なゼリー状の
ものが詰まっています。子供の頃は柔らかいゲルです
が、年を取ると徐々に硬くなり、水晶体の厚さの調節
ができなくなります。40歳を過ぎると誰でも例外なく
急速に硬くなります。このころから老眼鏡が必要とな
ります。適切な近方眼球を装用しないと眼痛や頭痛の
原因となります。無理をしないで直に老眼を受け入
れ、適切な眼鏡を装用するようにしたいものです。当
病院では視能訓練士5名の体制でいつでも検査、眼鏡
あわせができます。

加齢黄斑変性

欧米諸国では以前から問題になっていましたが、近
年日本でも患者さんが増加し、困難な治療を行わなけ
ればならないことも増加してい
ます。ものが歪んで見えたり、
真ん中が暗く見えるような症状
があれば要注意です。一度眼科
専門医の検診を受けて下さい。
最近種々の治療法が開発され、
ある程度長期的に視力を落とさ
ないで維持できるようになりました。この病気の原因
はものを見る膜（網膜）の最も良く見える中心部（黄
斑部）に新生血管盤ができることによります。治療は
新生血管盤を消褪させることを目指します。このため
に新生血管盤ができる直接の原因となっている血管新
生因子の機能を中和する薬剤を直接目の中に注入した
り、弱いレーザー光で新生血管盤だけを凝固したりし
ます。新生血管盤ができるようになった加齢による病
態そのものを根本的に若返らせる治療ではありません
ので、視力改善ではなく何とか視力を維持する治療で
す。これらの治療も当病院で多数行っております。

緑内障

目（眼球）は風船を膨らませた様に内圧を他の組織
より高くすることによって形を保っています。このた
め網膜に写った像を脳に伝える視神経が眼球から外に
出る部分（篩状板）は常に外側に押し出されるような
力が加わっています。年を取ったためだけではありま
せんが、緑内障になり易い素因を持った人は年齢と共
に視神経が眼球の外に出る部分が弱くなり、眼球の内
圧によって視神経が外へ押し出され、痛むことがあり
ます。眼圧が高い場合ももちろん緑内障になります
が、眼圧が正常でも篩状板が弱い人は年齢と共に緑内
障性の変化が現れやすくなります。症状は弓状の暗点
（見えない部分）で、自分では気づくことが少なく、
視野がかなり欠けてから初めて分かることもありま

加齢黄斑変性

加齢黄斑変性
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病院で処方される抗生物質という薬は、体に感染し
て病気を引き起こしている病原菌そのものを殺してし
まう大変優れたものですが、一方で抗生物質は『両刃
の剣』とも言われています。その理由は、病原菌だけ
ではなく腸にいる善玉菌も一緒に殺してしまうからで
す。抗生物質を服用した後で下痢などに悩まされた方
も多いかと思いますが、そういった場合には遠慮なさ
らずに担当医にご相談下さい。また、最近では抗生物
質に対して耐性を獲得した病原菌（MRSA/メチシリン
耐性黄色ブドウ球菌）などの問題もクローズアップさ
れています。
そこで、抗生物質（アンチバイオティクス）よりも

おだやかな方法で健康を守る手段はないか、と考えら
れるようになってきました。プロバイオティクスは、
アンチバイオティクスに対比する言葉として、プロバ
イオシス（共生）を語源に名付けられました。その定
義は『腸内細菌叢（腸内の一種の生態系であり、一人
当たり100種類以上、100兆個以上の腸内細菌が生息
している）のバランスを改善することにより、宿主
（人間）に有益な作用をもたらす生きた微生物のこ
と』となっています。例えば、乳酸菌やビフィズス菌
などがこれにあたり、腸内の善玉菌を増やし整腸効果
があることはこれまでもよく知られていますが、さら
に最近ではコレステロール値低下作用や抗腫瘍効果、
免疫活性、アトピー抑制、ピロリ菌抑制など、さまざ
まな働きが科学的に確認されています。
日本人に馴染みのある乳酸発酵食品としては、ヨー

グルトやチーズなど動物性乳酸菌の働きによるもの
と、糠漬けや味噌、醤油など植物性乳酸菌によるもの

がありますが、特に植物性乳酸菌は酸に強く、胃酸で
死なずに腸まで届くという立派なプロバイオティクス
なのです。糠漬けの場合、糠1g中には1億個以上の乳
酸菌が住んでいますし、糠に含まれているビタミンB1
やミネラルが野菜に移行するので、生野菜よりも栄養
素が多くなります。なお、最近では糠漬けが簡単に作
れる調味液などが売られていますが、これは調味液の
成分や風味が材料の野菜に浸透するもので、発酵はし
ませんからプロバイオティクスの効果は期待できませ
ん。惣菜として売られている糠漬けは、薄塩と表示し
てあっても塩分が2％（食品100ｇ中に2ｇ）程度と多
く含まれていますので、ぜひ手作りすることをお勧め
します。通常の半分ほどの塩で自家製の糠床を仕込
み、密封容器に入れて冷蔵庫に保管しておきましょ
う。季節の野菜を一夜漬けにして、『新鮮な糠漬け』
を楽しんでみて下さい。

ただし、美味しいからといって食べすぎは禁物で
す。1日に小皿一皿（60g）くらいにしておきましょ
う。

プロバイオティクスのお話
副栄養科長 金井　良幸

（かない よしゆき）　

食物
の話

す。自分で簡単に暗点があるかを検出することもでき
ます。方法は碁盤の目のような表を片方の目を隠し、
左右それぞれ別に見て下さい。もし暗点があるとその
部分が欠けて見えなくなります。治療は眼圧が高い場
合にも正常の場合にも眼圧を下げることが基本になり

ます。最初は点眼薬（目薬）で眼圧を下げるよう試み
ます。点眼だけでは十分に眼圧が下がらない場合には
手術的に眼圧を下げます。当病院にても眼圧を下げる
手術を多数例行っています。
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新型インフルエンザの大流行に伴って、一躍、時代
の寵児（？）となった感のあるマスクですが、この「マ
スクっていつから使われているのかしら？」とか、
「何故マスクをするといいのだろう？」と疑問をお持
ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか？そこ
で、疑問にお答えしたいと思います。
マスクの歴史は大正年代に始まり、当初は「工場マ

スク」と言われ、工場内の粉塵よけとして作られたも
のでした。その頃の製品は真ちゅうの金網を芯に布地
をフィルターとして取り付けたもので、これは吐息に
よって錆びるという欠点があり、一般には普及しませ
んでした。

ところが、大正8年にインフルエンザが大流行する
とその予防品としてマスクが注目されるようになり
除々に普及していきました。昭和9年に再びインフル
エンザが猛威をふるい、マスクの需要がたかまりまし
た。以降、インフルエンザが流行るたびにマスクの使
用量は増え、様々な工夫が重ねられ、さらに花粉症の
流行で、フィルターにハイテクが応用され、細菌など
を防ぐ静電気フィルターも開発され、現在の形になっ
たのは昭和23年ごろからと言われています。

【予防としてなぜ、マスクが必要なのでしょうか】
症状がある人がマスクをすることで、咳やくしゃみ

の飛沫をマスク内でとどめ、環境周囲への飛散をある
程度防ぐことができます。ウィルスはマスクの目より
はるかに小さいものですが、しぶきの大きさやマスク
表面の帯電によってマスクに捕捉されます。
また、感染していない人

がマスクをすることで飛沫
の吸入を抑えるだけでな
く、汚染された手で鼻や口
を触る機会が減り、接触感
染予防にもなります。

【マスクの選び方のポイント】
ウィルス対策にはSARSの際にも使用されたN95マ

スクが好ましいのですが、息苦しく日常生活には向き
ません。飛沫の拡散を防ぐにはサージカルマスクのよ
うなものがよいと言われています。素材は不織布とガ
ーゼタイプがあります。長時間使用していると雑菌が
繁殖しますので、湿りやニオイを感じたら取り替えま
しょう。しかし、どんなに性能がよくても隙間がある
と効果は半減しますので、マスクは鼻と口にぴったり
フィットするものを選ぶことが一番大切です。

併せて、予防にはうがい・手洗いも忘れずに実施し
ましょう！

マスクのお話
看護部 松丸　雪江

（まつまる ゆきえ）　

病気
の話
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「医療費控除」とは

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。

Q

「医療費控除の対象となる医療費」とは

（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。

Q

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

Q

入院に伴う一般的な費用が医療費控除の対象となるかの判断

（1）入院に際し寝巻きや洗面具などの身の回り品を購入することがありますが、これは医療
費控除の対象になりません。

（2）医師や看護師に対するお礼は、診療などの対価ではありませんから医療費控除の対象に
なりません。

（3）個室に入院したときなどの差額ベットの料金は、医師の診療、治療を受けるために通常
必要な費用かどうかで判断します。本人や家族の都合だけで個室にしたときは医療費控
除の対象になりません。

（4）付添人を頼んだときの付添料は、療養上の世話を受けるための費用として医療費控除の
対象となります。所定の料金以外の心付けなどは除かれます。また、親族などに付添料
の名目でお金を支払っても控除の対象になりません。

（5）入院中は病院で支給される食事を摂ることになります。これは、入院代に含まれますの
で医療費控除の対象になります。しかし、病院の食事が気に入らず、他から出前を取っ
たり外食したものまでは、控除の対象にはなりません。

Q
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●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　0476-28-5151（代表）

（交通機関）JR成田線成田駅　　徒歩15分
京成線京成成田駅　徒歩20分

（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、印旛村、本埜村、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。

国税庁ホームページより　http://www.nta.go.jp/
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政権交代とやらで節約予算がマスコミをにぎわせ
ています。日本の医療費は先進国の中でも低いの
が現状です。救急医療、妊娠・出産・新生児に係
る医療、多くの難病などでは患者さんの負担が少
なく、病院としても不採算にならないような制度
を期待するのですが、どうなるでしょうか････。
皆で見守りましょう。

（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
頂くか、下記までお寄せ下さい。

日本医科大学千葉北総病院 医療連携室
〒270-1694  千葉県印旛郡印旛村鎌苅1715
電話0476-99-1810/FAX 0476-99-1991

前回は、患者さまからいただいたご意見に対して統計的な視点から、職員の接遇や対応への
不満が多いことを報告させていただきました。今回は、いただいたご意見の中から少数意見
ではありますが、2例紹介させていただくと共に、病院としてどのように対応、改善したか
を紹介させていただきます。

－患者さまのご意見から改善を（その2）－

紹介した御意見は、ほんの一例ですが、その他
にも「病院周辺の樹木の名前を知りたい。是非、
樹木名を記した札をつけていただきたい」とのご
意見もありました。病院の外周道路を散歩されな
がらお気づきになったのだと思います。
こうした普段私たちが気付かない貴重なご意見に
対して、病院としては出来る限り実現に向け努力
いたします。
患者さまからのご意見を参考により良い病院づ

くりを進めるためにも、今後も皆様のご意見心よ
りお待ちしております。

（庶務課長　山本臣生）

ありがとうございます。当院では、ゆ
とりのあるエントランスホールを利用

し、患者さまへのアメニティーの向上や、地域
住民の皆様との交流の場としてコンサートを定
期的に開催させていただきます。
次回のコンサート開催日は未定ですが、皆さま
のご希望に添えるよう来春には開催を検討させ
ていただきます。

以前病院で開催したコンサートにとても感
動しました。今後の開催を楽しみにしてお
ります。

2

ごもっともなご意見だと思います。早
速、協議し喫茶店「花時計」とレスト

ラン「S-ガーデン」には既にカロリーや成分を
表示し、安心して食事ができるよう改善いたし
ました。

院内レストランのメニューにカロリーや成
分表示をして欲しい

1

対応 対応


