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医療と病院の最新情報をわかりやすくお伝えし、すこやかライフをサポートします。
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病気の遺伝要因と環境要因

親から子へ受け継がれる遺伝子による病気は、自分自身だけでなく、
ご家族にもかかわる繊細な問題です。遺伝カウンセリングでは、遺伝子と病気の関係についての
正しい知識の提供とそれに基づく支援を受けることができます。

ほとんどの
病気

遺伝要因
先天的、後天的な
遺伝子の変異

遺伝要因と環境要因
両方の影響を
受けている

単一遺伝子疾患
血友病
筋ジストロフィー
一部のがん など

環境要因
食生活、ストレス、
喫煙、大気汚染、
生活環境、細菌 など

外的な
原因による病気

多因子疾患
ほとんどのがん
糖尿病
慢性閉塞性肺疾患

高血圧症
認知症 など

食中毒

など

では、遺伝子とは何でしょう？

りません。私たちは皆、何らかの「遺伝子の

私たちの体は 37 兆個もの細胞からできて

違い」を持っているのです。

おり、その一つひとつに DNA（デオキシリボ
核 酸 ）と呼 ば れる 物 質が含まれています。
DNA は、
「G・ A・T・C」という 4 種類の単

多くの病気の発症には、
遺伝要因と環境要因の両方が関与

位が 1 列につながった細長いひも状の物質
イラスト／あおの なおこ

遺伝病ってなに？
遺伝子ってなに？
監修

東海大学医学部付属病院
遺伝子診療科 診療科長
竹下 啓 先生
「当院 の 遺伝 子 診 療 科では、
遺伝 性 疾 患と診 断された 方
や そ のご 家 族、遺 伝 子 検 査
や出生前診断を医師から勧め
られた方などに対して、専門
的な情報を提供し、抱えてお
られる問 題 の 解 決 方法を 一
緒に考えます。院内の関係診
療科や、院外の医療機関・研
究機関と連携しながら、医師、
専 門 看 護 師、臨 床 心 理 士な
どがチームで対応しています」
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です。このひもは、私たちの体質のもとにな
る設計図の役割をしています。この中でも、

遺伝子の違いによっては、病気になりや
すい体質を作ってしまうこともあります。こ

「意味のある」働きをしている部分（長さは

れを「遺伝要因」といいます。一つの遺伝子

1000 ～ 200 万文字程度）を遺伝子と呼ん

にわずかな違いがあるだけで病気を引きおこ

でおり、２万数千種類ほど点在しているとい

すことがあります。こうした病気を「単一遺

われています。
「意 味のある」というのは、

伝子疾患」といいます。一方、複数の遺伝子

ますか？ 「家族の中に同じ病気の人がたくさ

多くの場合、私たちの体質や体の働き一つひ

が関係していて、さらに生活の仕方などの「環

んいて、大変そう」というイメージを持つ方が

とつを決定する役割を持つということです。

境要因」も加わっておこる病気を「多因子疾

遺伝病というと、どのようなイメージを持ち

多いかもしれません。あるいは、
「自分には

私たちの DNA の並び方は誰でもほとんど

関係がない」と思っている方もいるでしょう。

同じですが、一部に文字の違いや過不足が

私たちの身近にある病気の大部分は多因子

遺伝病とは通常、遺伝する病気という意味

あります。DNA のひもは、4 種類の文字が

疾患です。

ではなく、遺伝情報を担う染色体や遺伝子

30 億個も連なってできています。

患」と呼んでいます。糖尿病、高血圧など、

「両親や親族の病歴から、同じ病気にかか

の変化によっておきる病気をいいます。現在

個 人 個 人で 違って い る 箇 所 はそ の うち

るかもしれないと不安を感じることもありま

ではさまざまな病気に遺伝情報が関係してい

1000 万カ所もあります。この部分が、私た

すが、病気の原因がすべて遺伝要因と決め

ることが明らかになってきています。

ちの個性を作っているといっても過言ではあ

つけるのは早計です。特定の病気になりやす
2018. AUGUST
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遺伝性乳がん卵巣がん症候群

い体質を受け継いだとしても、必ずしも同じ

両親から子へ遺伝する遺伝子

病気にかかるわけではありません。たとえば、

子は両親の持つ 2 組ずつの遺伝子の
1 組を受け継ぐ
父
母

へいそくせい

慢性閉塞性肺疾患 (COPD) は多くの場合は
喫煙者に発症しますが、同じような喫煙歴

子

があっても、COPD を発症する人と発症し
ない人がいます。COPD の発症には、加齢

かるかもしれないと不安に思う方もいることでしょ

がんの一つです。
HBOC の方には、多くの場合、特定の遺伝子に生

う。しかし、家族にがんになった方がいたとしても、

まれつきの病的変異があります。さらにその変異が親

必ず遺伝性のがんにかかる可能性があるわけではな

から子どもに受け継がれる確率は、性別に関係なく 2

く、がんのほとんどは、加齢、喫煙、ウイルス感染、

分の 1 といわれています。遺伝子検査によって HBOC

生活習慣といった「環境要因」が大きく関係しており、

とわかれば、がんの早期発見への対応が可能になるこ

がんは誰にでもおこる病気といえます。

とは大きなメリットです。最近、HBOC で発症した乳

やもともとの肺機能のほか、たばこに対する

しかし、中には遺伝性のがんにかかることもあり

がんの場合に使用できる抗がん剤も保険適用となりま

感受性（害のおこりやすさ）が関係している

ます。数年前、米国の女優が乳がんを発症する前に

した。しかしながら、陽性と診断された場合の精神

もかかわらず、乳腺と卵巣卵管の予防的切除を行っ

的ショックや不安へのフォロー体制、ご家族との情報

たことが、日本でも大きな反響を呼びました。

共有への支援も重要です。また、変異が検出さ れな

と考えられています。COPD の遺伝的背景

遺伝

遺伝

を探索する研究は長年行われていますが、日
本 で はまれです。 特 殊 なタイプを 除 くと、

だけに変化があっても発 症してしまう病気

COPD の原因として候補となる遺伝子は多

や、一対の両方が変化してしまうと病気にな

数挙げられているものの、この異常があった

るタイプなどがあります。これらの場合、家

ら COPD を発症するといった遺伝子は見つ

族の間で伝わる可能性が高いということにな

かっていません。つまり、たとえ COPD の

ります。また、両親の精子や卵子ができたと

なりやすさを両親から受け継いでいたとして

きに、DNA の配列に変化がおこって病気に

も、喫煙をしないことで、COPD を予防す

なることもあります。これを突然変異といい、

ることは十分に可能なのです」
（竹下先生）

家族に病気の人がいなくても、単一遺伝子

遺伝性乳がん卵巣がん症候群（HBOC）は、遺伝
要因がはっきりわかっており、家族歴がみられやすい

遺伝子医療の

ヒトゲノムの解明で
遺伝性疾患への関心が拡大

くても、将来がんになる可能性が否定できるわけでは
ないことにも注意が必要です。

Topics
究や創薬の領域が一段と活性化しています。
一人ひとりのゲノム情報を活用した、オーダー
メイド医療の実現を目指したり、新しい治療

近年、遺伝子の研究が飛躍的に進み、多

法の開発などが積極的に行われています。医

くの病気に何らかの遺伝要因がかかわってい

学・医療の発展という意味では歓迎すべきで

現在、単一遺伝子疾患の多くで原因遺伝

ることがわかってきました。メディアでも「遺

すが、課題も多く残されています。

子が解明されつつあり、一部は血液検査で

伝子検査」「DNA」という言葉を耳にする機

たとえば、遺伝子検査によって現在は効

の診断が実用化されています。一方、多因子

会が増え、誰もが、遺伝子検査と無関係で

果的な治療や予防の方法がない病気を発症

多くの遺伝子は一対になっており、右上の

疾患については、どの遺伝子がどの程度発

はなくなったといってもいいでしょう。

する可能 性が 高いことが わかった場 合に、

図のように、両親から一つずつ受け継がれま

病に関わっているか判明していないものがほ

す。単一遺伝子疾患では、一対のうち片方

とんどで、多くは現在研究段階です。

親から子へと受け継がれる
重要な遺伝情報

遺伝子医療の

疾患になることがあるのです。

胎児の診断を目的として妊娠中に行う検査を、出

「ヒトゲノムの解明によって、病気のメカニ
ズムが少しずつ明らかになってきたとはいえ、

どのような支援を行えばよいのか確立した
方法はありません。

実際に診断・治療を行う臨床の現場で遺伝子

全国の主要な病院では、遺伝子診療を専

情報をどのように適切に利用していくかにつ

門とする部門および診療科を開設し、遺伝

いては、これからの大きな課題です。最近、

性の病気の診断・カウンセリングを本格的に

自分が将来かかりやすい病気がわかるという

スタートしています。遺伝性の病気は多岐に

2013 年 4 月から「新型出生前診断」として認可

ことで、手軽に遺伝子検査を受けられる検査

わたり、さまざまな診療科とかかわりがあり

Topics

母体血を用いた胎児の染色体検査
された NIPT（無侵襲的出生前遺伝学的検査）は、妊

会社なども登場していますが、検査や診断の

ます。そのため、臨床遺伝専門医に加えて、

従来の検査・診断方法としては、羊 水穿刺や超音

婦さんの血液中に含まれる胎児の DNA を最新の医

波検査などがあります。羊水穿刺は検査の精度が高

療技術を用いて検査するものです。安全で精度の高

精度、結果報告後のフォロー体制など、問題

各領域の専門医、看護師、臨床心理士など

く、確定診断の際に選択される検査方法ですが、胎

い検査ですが、日本医学会から認定された病院でし

が山積みと言わざるを得ません」
（竹下先生）

がチームとなり、最 先端医療を駆使し、患

児がいる子宮に針を刺して、羊水を採取するため、

か受けることができません。検査を受けるには、出

流産などのリスクがあります。超音波検査は、体の

産予定日に 35 歳以上の妊婦や、超音波検査で胎児

負担が少なくてすみますが、子宮内での胎児の状態

に染色体異常の可能性があるなどといった、条件が

を画像のみで診断するため、精度が低く、確定する

設けられています。また、健康保険が適用されない

ためには羊水穿刺が必要になります。

ので、一般的には 20 万円前後の費用がかかります。

生前診断といいます。
ようすい せん し
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遺伝子情報を、どのように次の
ステップへつなげていくかが問題

者さんに寄り添った医療を提供しています。
遺伝性の病気について不安がある場合は、
大学病院や基幹病院など、確かな医療機関
での検査・診断、カウンセリングを受けるこ

遺伝情報が明らかになったことで、医学研

とをおすすめします。
2018. AUGUST
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［東海大学医学部付属病院］

遺伝子診療科（遺伝カウンセリング外来）

東海大学医学部付属病院では、産婦人科、神経内科などで
個別に行っていた遺伝カウンセリング外来をまとめ、
臨床遺伝指導医・専門医・専修医を集結した遺伝子診療科を
2007 年から開設しています。
診療科の皆さんに診療内容を紹介していただきました。
竹下先生

分子遺伝学の急速な進歩により、多

んを計画されている方で、遺伝性疾患や先天
性疾患のご心配があるときは、ぜひご相談く
ださい。
大上先生

●

近年、難聴の原因となる遺伝子が

多く見つかっており、その診断によっては、さ
まざまな有益な情報を得ることができます。当

気持ちの整理を
お手伝いするために
遺伝性疾患や難病などで悩んでいらっしゃ
る患者さんとそのご家族へカウンセリング
を行うほか、大切なご家族を亡くされた方

くの疾患が遺伝子レベルで解明されてきました

科では、難聴の方に最新の遺伝情報を提供し、

が、遺伝性疾患は患者さんとそのご家族の心身

より良い治療に向けてお手伝いをします。

に大きな影響を与える病気です。当科では、単に

原田看護師

検査および診断を行うのではなく、患者さん一人

さんとそのご家族に有益な情報提供と専門性

ひとりのご相談にきめ細かく対応できる体制を整

の高い看護を実践しています。不明な点があ

えているので、安心して受診していただけます。

れば、遠慮なくご質問ください。

から立ち直れるよう、患者さんの気持ちに

尾中臨床心理士

寄り添ったケアを行っています。

和泉先生

主な対象疾患

●

こころの
ケア外来

●

当科はさまざまな領域の専門医と、

●

遺伝看護専門看護師として患者

●

当科には多くの臨床心理士

看護師、臨床心理士による多職種連携のチーム

が在籍し、遺伝カウンセリングを行っています。

医療が特徴です。各々が個別に対応するのでは

さらに、こころのケア外来におけるカウンセリ

なく、オーバーラップしながら患者さんをサポー

ングも当スタッフが担当し、患者さんとそのご

トしています。出生前診断の後も、妊娠・出産へ

家族のケアに努めています。

の喪失感や悲しみといった気持ちを少しで
も軽くできるよう臨床心理士がサポートし
ています。大きな出来事に直面したときは、
精神面だけではなく、身体面への影響も軽
視できません。ゆっくりと悲しみやつらさ

※予約制・自費診療となります。

と、産婦人科領域と連携して、切れ目のない医

出生前診断（NIPT、羊水検査など）
せきずい

遺伝性神経疾患（脊 髄小脳変性症、ミトコン
ドリア病、筋緊張性ジストロフィー、ハンチ
ントン病、神経線維腫症Ⅰ型、球脊髄性筋萎
縮症など）
家族性腫瘍（遺伝性乳がん卵巣がん症候群、
遺伝性非ポリポーシス大腸がんなど）
失天性難聴、若年発症型両側性感音難聴

療を提供しています。
大貫先生

●

東海大学医学部付属病院遺伝子診療科は、予約制・

神経内科領域の遺伝性疾患は難病が

多いのが特徴です。治療方法の選択についても、
患者さんのご希望を優先した上で最適な医療を
提供できるように努めています。
高橋先生

●

原則自費診療となっています。詳しくは、現在受診し
ている診療科の主治医にご相談ください。
また、NIPT は、検査後も適切なサポートが必要とさ
れるため、当院産婦人科か近隣連携病院で出産を予定
されている方に行っています。なお、出産予定の病院

妊娠されている方やこれからお子さ

が連携病院かどうかは、主治医へおたずねください。

カウンセリングや診療が行われる部屋は、窓から大山が望める開放的
な空間。お子さん同伴に備えて、子供用のイスと机も用意されている。

遺伝子
診療科
メンバー
東海大学医学部付属病院
遺伝子診療科 診療科長
医療倫理学
竹下 啓 教授
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東海大学医学部付属病院
産婦人科
和泉 俊一郎 教授
（臨床遺伝指導医）

東海大学医学部付属病院
遺伝子診療科
大貫 優子 講師
（臨床遺伝専門医、
専門／神経内科）

東海大学医学部付属病院
遺伝子診療科
高橋 千果 助教
（臨床遺伝専門医、
専門／産婦人科）

東海大学医学部付属病院
耳鼻咽喉科
大上 麻由里 非常勤講師
（臨床遺伝専修医）

東海大学医学部付属病院
遺伝子診療科
原田 直子 助産師
（遺伝看護専門看護師）

東海大学医学部付属病院
遺伝子診療科
尾中 啓枝 臨床心理士
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Watching Report
1
インスリン 導入が 決 定し
た患者さんに、血糖の測
定の仕方を指導。口頭で
伝 えるだ けでなく、測 定
器の使い方などの実技を
行いながら、丁寧に指導
していく。

2

2
足の裏の角質を、専用の
器 具でケア。細 菌に感 染
している場合もあるので、
病変が広がらないように
慎重に行っていく。

4

5

4 伸び過ぎてしまった爪や巻き爪の処置を、短時間で行うことが可

5 糖尿病看護を担当している外来の看護師がチームを組んで、わか

の様子を確認したりして、生活習慣を改善す

地区は高齢の方が多い地域です。ご自分で足

る方法を患者さんと一緒に考えていくといった

のケアができない方も多く、足の病変に気づ

形での指導を行っています。

きにくいのが特徴です。常に足を清潔に保て

能な専用の器具を用意。状態に合わせて、
器具を使い分けていく。

りやすい指導を目指し、定期的にミーティングを行っている。

3

1

病院ウォッチング・リポート

3

水虫や傷など、専門医の
処置が必要と考えられる
ケースは、速やかに皮 膚
科や形成外科の医師と連
携して、早 期 の段 階から
治療を開始する。

大磯町／東海大学大磯病院

［糖尿病看護］
糖尿病は、その予備群とあわせて 2000 万人もいるといわれている生活習慣病のひとつです。
日常生活とかかわりが深いこの病気の治療には、丁寧に指導しながら患者さんの生活習慣を改善していくことが
求められます。高齢者が特に多い地域で行われている、東海大学大磯病院の糖尿病看護をリポートします。

糖尿病の治療は、
まず生活習慣の見直しからスタート
日本人の糖尿病人口は、1997 年から増加
し、2016 年国民健康・栄養調査で 1000 万

るよう、爪切りや角質のケアを行いながら、

足の解消が第一です。生活を見直していくと、

足をチェックしています。患者さんにも、足

必ず改善点が見つかるので、一つひとつ丁寧

がきれいになることで、ケアの大切さを実感

に対処法をアドバイスすることを心がけてい

していただいています」
（関野看護師）

ます」
（續橋看護師）

合併症を防ぐことが何より重要。
足の病変へのケアは看護師が担当
糖尿病になって、血糖値が高いまま放置す
こう か

こうそく

東海大学大磯病院では、糖尿病患者さん

ると、動脈硬化が進んで心筋梗塞や脳梗塞の

や糖尿病予備群の方に向けて、看護師が中

リスクが高まるのと同時に、合併症をおこし

心となって 3 つの取り組みを行っています。

やすくなります。代表的なものは、失明の可

まず 1 つ目が、糖尿病教室。通院患者さんと

能性もある糖尿病性網膜症、腎臓に障害をお
え

し

人と推計されています。糖尿病は、原因の 9

そのご家族を対象に、医師、看護師、管理

こす糖尿病性腎症、足が壊死してしまう危険

割が食生活の乱れや運動不足、肥満などか

栄養士、薬剤師、作業療法士などが、糖尿

をはらむ糖尿病性神経障害の 3 つです。初期

らくる生活習慣病です。血糖値が高くなって

病はどういう病気か、日常生活をどう見直す

の段階では、自覚症状がないため、気がつい

すぐに発症するわけではなく、血糖値の高い

かなど、わかりやすい内容の講義を年に 6 回

たときには糖尿病が進行して深刻な状態にな

状態が長い間続くことによって、次第に血糖

開催しています。

っているケースもあり、注意が必要です。

2 つ目が、在宅療養指導です。これは、継

大磯病院の糖尿病看護の 3 つ目がフット

さらに、まだ糖尿病ではないけれど、血糖

続的な指導が必要と判断された患者さんに対

ケアで、これは神経障害をおこしている患者

値が 高い状態が続いている人たちを糖尿病

して、専用の指導室を使用し、プライバシー

さんに対して行っています。神経障害は、足

予備群といい、この数も 1000 万人と推計さ

に配慮しながら、看護師が 1 対 1 で行ってい

にしびれや痛みをおこし、次第に神経が麻痺

れていることから、糖尿病は身近な病気とい

ます。血糖を測定する方法や、インスリンを自

していく病気です。

っていいでしょう。

宅で接種する方法を指導したり、毎日の生活

値が下がらなくなり、糖尿病を発症します。

8

「糖尿病の治療は、食生活の改善と運動不

けんこうさろん 215 号

ま

ひ

「東海大学大磯病院の立地する大磯、二宮

東海大学大磯病院
内科外来リーダー
續橋 裕実 看護師

糖尿病療養指導士
糖尿病足病変看護従事者
「長年の生活習慣を変えるの
は難しいことです。患者さん
が納得して改善できるポイン
トはどこか、一緒に考えてい
ければという思いで看護して
います」

東海大学大磯病院
内科外来
関野 香 看護師

糖尿病足病変看護従事者
「最初は足を見せることに抵
抗感があっても、足がきれい
になると、心を開いてくれる
方が多いですね。フットケア
を通じて、有用な情報を効果
的に伝えていきたいです」

東海大学大磯病院
看護部副主任
内科系外来アドバイザー
土田 尚美 看護師
「 糖 尿病の 治療は、薬 の 種
類も増え、選択肢が広がっ
ています。生活を改善する
ためには、糖尿病教室にご
家族も一緒に参加していた
だけるといいですね」

2018. AUGUST
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O
ZO

M

う
こ
けんUP ［認知症］
高齢者人口の増加に伴い、認知症を発症する患者さんの数も
今後ますます増加傾向にあることは周知の事実です。
まだまだ先のことと後回しにせず、
自分や家族にとって身近な病気として捉え、備えることが大切です。

ZOOM

けんこう
UP

認知症とは

認知症は、脳の神経細胞が
変化・減少する症状の総称

加齢に伴う「もの忘れ」と認知症の「もの忘れ」の比較

加齢に伴う「もの忘れ」
体験の一部を忘れる
記憶障害だけが見られる
もの忘れを自覚している
探し物を見つけようと努力する

体験の全体を忘れる

脳の神経細胞が異常に変化または
減少することで発症

記憶障害に加えて、判断や

●

アルツハイマー型認知症

実行機能に障害が生じる

●

レビー小体型認知症

●

前頭側頭型認知症 ( ピック病など )

もの忘れの自覚に乏しい
探し物を盗まれたと

見当識※の障害は見られない

見当識※の障害が見られる

日常生活に支障はない

日常生活に支障をきたす

きわめて徐々にしか進行しない

進行性である

けんこうさろん 215 号

脳血管性認知症

●

正常圧水頭症

※見当識：自分を取り巻く環境、時間、周囲の人物や状況を正しく認識する能力

クに何らかの障害を発生させている疾患が原

れます。変動する認知機能や幻視、手足のふ

因でおこります。

るえや動きが緩慢になるパーキンソン症状を
おこす特徴があり、転倒しやすいので注意が
必要です。

とも に 認 知 症 の 患 者 数 も 増 加 して お り、

もあり、早期に受診して治療を開始すれば、

●脳血管性認知症

2025 年には 5 人に 1 人が認知症になるであ

進行をゆるやかにすることが可能です。

アルツハイマー型、レビー小体型と合わせ
て、三大認知症と呼ばれています。高血圧、

原因となる主な疾患は、アルツハイマー
型、レビー小体型、脳血管性認知症

そもそも認知機能とは、ものごとを正しく

10

●

ます。原因となる疾患を治療すれば治るケース

が高いといっていいでしょう。

「認知症は、脳の機能障害で
おこる症 状 の 総 称 です。記
憶 力の低下などの小さな症
状を、年 齢 の せ いだと自己
判断するのは危険です。原因
となる疾患によって、治る場
合もありますから、まずは医
師の診断を受けてください」

何らかの疾患や外傷の影響を受けて
発症

超高齢社会の到来を受け、高齢者の人口と

なくても、自分や家族が将来経験する可能性

東海大学東京病院
神経内科 准教授
梁 正淵 先生

その他の認知症

思い込むことがある

ろうと試算されています。たとえ現在は関係

監修

変性性認知症

認知症の「もの忘れ」

認知症をおこす疾患は、いくつか考えられ

イラスト／伊藤 文人

認知症の種類

糖尿病や脂質異常症などによる動脈硬化によ
って脳血管に障害をおこし、脳の血流にダメ
ージを与えて認知症をおこします。

理解して適切に実行するための機能のこと

右上の表のように、認知症の種類はその

で、記憶力、言語能力、判断力や計算力など

原因となる疾患が大きく 2 つに分類されます。

脳脊髄液が異常に溜まって認知機能障害

が基盤となり、正常な日常生活や社会生活が

患者数が多いのはアルツハイマー型認知症、

を引きおこす病気で、手術によって治療が可

送れます。加齢とともに、体力をはじめ、視

レビー小体型認知症、脳血管性認知症です。

能です。認知機能障害のほかに歩き方がおか

力や聴力など、いろいろな機能が低下してい

●アルツハイマー型認知症

しい、尿失禁などの症状があります。

●正常圧水頭症

く中で、認知機能も加齢によって生理的に衰

認知症の中でもっとも多い疾患で、統計に

えていくのも、
自然の摂理です。たとえば、
「さ

よって諸説ありますが、5 割前後を占めると

が増えてきました。そもそもレビー小体は、

っき食べた昼食の内容が思い出せない」
「あ

いわれています。脳にアミロイドベータとタウ

1910 年代にパーキンソン病患者さんの脳幹

の俳優さんの名前が思い出せない」といった

というたんぱく質が異常に蓄積され、神経細

で発見されたものです。1970 年代に、日本

「もの忘れ」は誰にでもおこる現象で、注意

胞が死滅し、アセチルコリンが減少している

の医師によって認知症の大脳皮質にも出現す

が必要なのは、
「昼食を食べたことを思い出

といわれています。記憶力の低下からはじま

ることが報告され、やがてアルツハイマー型

はいかい

「近年、レビー小体型と診断されるケース

せない」
「忘れている自覚がない」ことです。

り、徘徊、失禁などの症状をおこします。

認知症とは異なる変性性認知症の 1 つとして

こうした日常生活や社会生活に影響をおよぼ

●レビー小体型認知症

定着しました。現在では、初期の段階でも、

す記憶障害は認知症が疑われます。
認知症は、脳の神経細胞などのネットワー

大脳皮質の広範囲にレビー小体という変化
が神経細胞内に現れて、神経細胞が障害さ

問診や診察によって正しく診断をすることが
可能です」
（梁先生）
2018. AUGUST
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ZO

ZOOM

けんこう
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認知症の検査・診断

症状は個人差が大きいので、
医師の診断を受けることが重要

知症と診断されたからといって悲観せず、健

査は症状や経過によって違い、さらに運動機

康的な日常生活を送ることが大切です」
（梁

能、神経の働きを調べることもあります。

先生）

神経細胞ネットワークが壊れることによって
能力が低下します。もの忘れだけではなく、

合は、必ず定期的に医療機関を受診して、経
過を観察していくことが重要です。
受診する際には、前もって、以下の項目を

いかなと感じて不安になることがあると思

ZOOM

けんこう
UP

います。 加齢によるもの忘れは誰にでもあ

認知症への対処

りますが、年齢相応のもの忘れ、認知症の
前段階、認知症のどの段階かを早くに診断
することは大切です。東海大学東京病院で

早期の段階からの薬物療法で
症状を抑えることが可能

は、もの忘れ外来を開設し、専門医による
診察・神経学的検査や神経心理検査、画像

整理しておくと、診断の助けになります。

性格、身体症状によっておこる行動・心理症

①生活に支障をきたす記憶力の低下があるか

状があります。原因となる疾患によっても違

②いつ頃、最初の異変を感じたか

い、個人差によって現れ方が複雑なので、専

③徐々にはじまったか、突然変化したか

戻す薬はありません。症状の進行を遅らせる

門医の診断をおすすめします。

④半年前から現在までの変化はどうか

薬もありませんが、薬剤で症状が改善するこ

⑤既往歴と服用中の薬

とがあり、不安、妄想、不眠といった日常生

検査などを用いて、認知症を早く発見・診
断し、適切な治療につなげられるよう総合

現在のところ、認知症を完全に治す、元に

的な医療を行っています。

必要です。

活の質を落とすような症状を抑える薬で治療

像診断、血液検査、生理機能検査などによっ

家族が認知症を疑っても、本人が認知症の

て行います。認知機能検査は、日時の認識、

診断を受けたがらないケースが多いのも事実

します。薬の効き目は人によって違いますが、

ができない、風呂に入らない、失禁する、幻

数分前に見たものの記憶、簡単な計算、時計

です。そうした場合は、
地域包括センターや、

早期のアルツハイマー型認知症やレビー小体

覚が見えるなどの症状が現れても、けっして

の描写などによって判断します。また、画像

医療機関の「もの忘れ外来」などに相談する

型認知症では、症状が改善する効果が見ら

感情的にならずに、受け止めてあげましょう。

診断では、脳の萎縮の状態や血管障害がある

といいでしょう。

れることがわかっています。

否定したり、無理強いしてストレスを与えたり

周囲の人は、何度も話を繰り返す、着替え

かどうかを調べ、脳の血流分布を確認し、最

「認知症でも、おだやかな状態で自分らし

生活環境も重要なポイントです。大事なこ

近では PET 検査で先に記した異常たんぱく

く過ごせる可能性があることは確かです。認

とをメモに書いて目立つ場所に貼っておく、

「社会的なつながりは非常に重要です。ご

トイレやお風呂を使いやすくするなど、暮ら

本人だけでなく、家族のためにも、介護保険

しやすい工夫を心がけましょう。また、認知

を導入してデイサービスやデイケアなどの介護

症では、服薬がきちんと行えるような配慮も

サービスを利用するといいでしょう」
（梁先生）

代表的なアルツハイマー型認知症の主な症状の現れ方

行動・
心理症状

中核症状
記憶障害

脳細胞に
ダメージ

不安・焦燥

栄養士による各種疾患に対する食事のアドバイスや
治療食（減塩・無塩・カロリー調整・低蛋白食品など）
の相談販売

望星薬局

うつ
環境・人間関係

せん妄
睡眠障害

すると、症状の悪化につながります。

正確な処方せん調剤・適切な指導

徘徊

実行機能障害

感情表現の変化

けんこうさろん 215 号

性格・素質

見当識障害

理解・判断力障害

12

ちょっとした名前が出てこない時、年のせ

認知機能障害に伴い、その人の生活環境、

認知症の臨床診断は、認知機能検査と画

もの忘れ外来

初期の認知症では、種々の検査をしても鑑
別診断が難しいことがあります。そうした場

認知症の症状は、下の図のように、脳の

P

？
質の蓄積を調べることもできます。必要な検

O

けんこ M
う
U

望 星 薬 局 0463-94-4193
望 星 本 町 薬 局 0463-92-1193
■ 望 星 大 磯 薬 局 0463-71-9341
■ 望 星 平 塚 薬 局 0463-33-1193
■ 望 星 旭 薬 局 0463-34-9311

■本社

伊勢原市桜台 2-1-28
ヨイクスリ

tel. 0463-91-4193

fax. 0463-91-8966

http://www.bohseipharmacy.co.jp

望 星 お お ね 薬 局 0463-76-4193
望 星 秦 野 薬 局 0463-85-1193
■ 望 星 代 々 木 薬 局 03-3370-1301
■ 望 星 築 地 薬 局 03-3541-1193
■ 望 星 北 浦 和 薬 局 048-822-9381

望 星 西 新 井 薬 局 03-5691-1193
望 星 横 浜 み ど り 薬 局 045-989-4193
■ 望 星 鶴 見 薬 局 045-570-4193

■

■

■

■

■

■

2018. AUGUST
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そ
八王子市／東海大学八王子病院
［資格名称］

診療を支えるスペシャリストたち
患者さん一人ひとりの診療に対応するために、さまざまな職域のスペシャリストがチームとなってよ
りよい医療の提供に努めています。大学病院において各々の専門分野で高度なスキル・技術を発揮
し、診療を支える重要な役割を担っているスペシャリストたちとその資格を紹介します。

チーム医療の推進によって
医療機関で働く専門職は多種多様
医療機関では、実際の診察や治療に携わる

者の重要性はますます高まってきています。

各領域のスキル・技術を、さらに高める
専門資格制度も活用

医師や看護師のほかに、さまざまなスペシャリ
ストたちが患者さんの診療を支えています。
も、血液や尿の検査、最先端医療機器の操作

技術が求められるようになり、国家資格を含め

など、多くのスペシャリストが高いスキルと技術

てさまざまな専門資格があります。東海大学八

を発揮しています。最近では、糖尿病教室など

王子病院では、積極的に資格取得をサポートし

で管理栄養士から栄養指導を受けたり、薬剤

ており、多くのスペシャリストたちが活躍してい

師から服薬指導を受けたりするなど、医療機関

ます。それぞれが、患者さんによりよい医療を

で患者さんと接する専門職も増えてきました。

提供するために、資格取得後も各々の領域でス

［資格名称］

14

医療の進化とともに、医療機関で活躍する専
門職にも最先端治療にかかわる知識やスキル・

んでおり、チーム医療の一員として、医療技術

歯科衛生士

抗菌化学療法
認定薬剤師

東海大学八王子病院
歯科口腔外科
寺村 早希 歯科衛生士

東海大学八王子病院
薬剤科 係長
尾﨑 昌大 薬剤師

患者さんへ問診を行い、あらかじめ口腔内を確認して、

風邪などでよく処方される抗菌薬
（抗生剤）は、多用す

診療がスムーズに行えるようサポートしています。さ

ると細菌に対して効かなくなる現象（耐性化）がおこる

らに、手術前後の入院患者さんや、化学療法、放射線

リスクを併せ持ちます。院内の患者さんに対して、抗

治療の影響で口内炎などができた患者さんへの、適切

菌薬の好ましくない処方がある場合は医師と話し合い、

な歯磨き方法等の口腔ケア全般を担当しています。

より適切に使用できるよう調整しています。

［資格名称］

病院を受診した際、たとえ顔を合わせなくて

また、医療現場では、細分化・専門化が進

［資格名称］

テップアップを図るべく、領域ごとの勉強会や
多職種連携の体制づくりに励んでいます。
［資格名称］

臨床工学技士

東海大学八王子病院
臨床工学技術科 係長
髙橋 一志 臨床工学技士
医療の現場では、さまざまな医療機器が必要不可欠です。
患者さんに安心して治療を受けていただけるよう、日々点
検整備を行い、操作に対するトレーニングや知識の習得を
行っています。患者さんと直接接する機会は少ない職種で
すが、安全な医療を提供する重要な役割を担っています。

［資格名称］

［資格名称］

心臓リハビリ
テーション指導士

がん病態栄養
専門管理栄養士

東海大学八王子病院
リハビリテーション技術科
田村 陽 理学療法士

東海大学八王子病院
栄養科
服部 葉子 管理栄養士

東海大学八王子病院
臨床検査技術科
有阪 恵 臨床検査技師

心筋梗塞、狭心症および心不全など心臓病の患者さん

がん診療連携拠点病院の当院では、多職種が連携した

患者さんから採取した尿・血液などの検体を検査する

MRI（磁気共鳴画像診断装置）は、X線を用いていませ

に対して、心身機能の回復や早期社会復帰、さらに心

緩和ケアチーム体制が稼働しています。がん病態栄養専

部門に所属しています。検体検査は解析機器などを使

んが、患者さんにとってはどの検査においても不安を

臓病の再発予防を目的に、運動療法や食事療法、服薬

門管理栄養士として、患者さんの食欲や体調に合わせ

用して正確なデータを出すだけではなく、判断力や解

感じられることでしょう。撮像時は、患者さんの不安

指導、心理サポートなどといった包括的心臓リハビリ

た食事の調整や、栄養状態の評価など、患者さんが少

析力も求められます。カルテから判断できない場合は、

を取り除き、装置のスペシャリストとして安全かつ納

テーションを提供しています。

しでも快適な療養生活を送れるよう努めています。

担当医師と連携しながら、慎重に進めています。

得していただける検査の実施を心がけています。

けんこうさろん 215 号

2 級臨床検査士
「臨床化学」

写真上／手術中の患者さんの
生命維持装置を操作する様子
写真右／人工透析装置の調整
をする臨床工学技士

磁気共鳴
専門技術者

東海大学八王子病院
放射線技術科 係長
橋本 亜樹生 放射線技師
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けんこうスクエア
『けんこうさろん』の編集および監修の協力を得ている医療機関のトピックス & ニュースをご紹介します。
詳しい情報を知りたい方は、各病院に直接おたずねください。

東海大学医学部付属病院

東海大学医学部付属東京病院

東海大学医学部付属大磯病院

東海大学医学部付属八王子病院

院内コンサートで

すぐに治療・予防に取り組める

生活に役立つ情報を

八王子市の公開講座で

患者さんとそのご家族に

身近なテーマで

発信する機会を活かし、
地域との

日常生活に密着した医療情報を

癒やしのひとときを提供

糖尿病教室を定期的に開催

コミュニケーションを図る

提供し、地域医療に貢献

院内コンサート

第 3 回 糖尿病教室

６月 30 日（土）に医学部付属病院のロビー「東海ホー
ル」で、院内コンサートが開催されました。入院中の
患者さんやそのご家族に楽しんでもらうことを目的に
企画した院内コンサートで、医学部医学科の木村穣教
授が参加しているギター合奏団「ソラメンテ」が出演
し、約 80 名が 来場しました。合 奏 曲『ソラメンテ・
ウナ・ベス 』
『ふたりの天 使 』や、独 奏 曲『 禁じられ
た遊び』
『アルハンブラの思い出』など５曲を披露し、
会場からは大きな拍手が送られました。また、
『琵琶
湖周航の歌』
『花は咲く』では、ギターに合わせて来
場者も合唱。患者さんからは、
「ギターの優しい音色
に心が洗われました」
「普段は緊張 感のある病院が、
やわらかい雰囲気に包まれました。家族と一緒に美し
い音楽を聴けて幸せでした」といった感想が聞かれま
した。この日は、伊勢原キャンパスの学生サークル「医
学部健康科学部管弦楽団」のメンバーと、チャレンジ
センター・病院ボランティアプロジェクトのメンバーも
会場の設営や受付をサポートしました。
〒 259-1193
神奈川県伊勢原市下糟屋143
TEL.0463-93-1121
URL.http://www.fuzoku-hosp.tokai.ac.jp/
受付時間 8：00 〜 11：00
休診日 日曜日・祝日、毎月第 2・4 土曜日、年末年始
建学記念日（11 月 1 日）
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糖尿病と合併症の関係や、治療薬や検査といった医
療にかかわるテーマと、食についてのテーマを中心に
した講演形式の糖尿病教室を開催しています。保険
診療の一環のため、保険証を持参してください。
日 時／ 9 月 25 日（火）14：00 〜／15：00 〜
対象者／ 糖尿病の診断を受けた方（予約制）
場 所／２号館４階（受付：内科外来）
講 演／「インスリンの打ち方のコツ」
		東海大学東京病院
		糖尿病認定看護師 高松千織
		
「低糖質ダイエットの落とし穴」
		東海大学東京病院
		管理栄養士 安積正芳
料 金／ ６１０円（３割負担の場合）
次回、第 4 回 糖尿病教室（予約制）は、2018 年 11
月 27 日（火）開催を予定しています。
※お申込み、お問い合わせは事務課まで。
〒 151-0053
東京都渋谷区代々木 1-2-5
TEL.03-3370-2321
URL.http://www.tokyo-hosp.tokai.ac.jp
受付時間 8：30 〜 11：30
休診日 日曜日・祝日、毎月第 2・4 土曜日、年末年始
建学記念日（11 月 1 日）

市民公開講座の報告
７月３日（火）
、院内の青松ホールにおいて「第 22 回
東海大学大磯病院市民公開講座」が開催されました。
今回の講演は、①肝臓や膵臓のがんについて（消化器
内科助教 安斎和也）
、②日常におこる事故の応急処置
（外科・救命救急医学特任准教授 西山雷祐）
。
①では、体内の構造から臓器の役割、がんの発生から
治療方法、予防方法まで広範囲にわたって、わかりや
すく紹介されました。②は、日常生活の中で、誰にも
おこり得る事故に対し、身近にある調理用ラップやレ
ジ袋を利用して応急処置をする方法や、人形とＡＥＤ
を使用した実演、１１９番通報時の注意事項など、い
ざというときに役立つ有意義な情報がまとめて公開さ
れました。講義の終了後は、両テーマとも、活発な質
疑応答が行われ、参加者の方々の関心の高さがうかが
われました。次回開催日は未定ですが、決定次第お知
らせいたします。また、
「こんなテーマの話を聞きたい」
「すぐに役立つ治療情報を提供してほしい」といったご
要望があれば、事務課までお知らせください。
〒 259-0198
神奈川県中郡大磯町月京21-1
TEL.0463-72-3211
URL.http://www.tokai.ac.jp/oisohosp/
受付時間 8：30 〜 11：30
休診日 日曜日・祝日、毎月第 2・4 土曜日、年末年始
建学記念日（11 月 1 日）

公開講座
八王子市では、
「誰もがいつでも多様に学び豊かな文
化を育むまち」を実現するため、八王子地域の大学・
短期大学・高等専門学校や企業、地域の皆さんが意欲
を持って学べる機会を提供することを目的に「八王子
学園都市大学いちょう塾」を開学しています。この公
開講座で当院の医師が講師を務めます。
日 時／ 10 月 6 日（土）１4：00 ～１5：30
場 所／ 八王子市学園都市センター イベントホール
（JR 八王子駅から徒歩５分）
テーマ／「動脈硬化と生活習慣病に関して
～喫煙、糖尿病、高脂血症、高血圧はなぜ治療するの？～」
講

師／ 東海大学八王子病院 循環器内科准教授 吉町文暢

内

容／		なぜ、たばこを吸ってはいけないのか？ なぜ、コレス
テロールが高いとよろしくないのか？ なぜ、糖尿病、
高血圧を治療しなければいけないのか？ 答えの一つは
全身の血管が悪くなる
（動脈硬化）を予防するためです。

予約・申し込み不要の無料講座です。詳しくは八王子学
園都市大学いちょう塾事務局（042-646-5621）まで。
〒 192-0032
東京都八王子市石川町1838
TEL.042-639-1111
URL.http://www.hachioji-hosp.tokai.ac.jp/
受付時間 8：00 〜 11：00
休診日 日曜日・祝日、毎月第 1・3 土曜日、年末年始
建学記念日（11 月 1 日）
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これから迎える超高齢社会では、現状
よりさらに効率的な医療を推進する必要
があります。国ではさまざまな施策を進

季節の
●

東海大学医学部付属病院
看護部
横田 弘子 部長

めていますが、
「特定行為に係る看護師の

向けてできた制度です。2015 年 10 月に

研修制度」もそのひとつです。

施行され、訪問看護ステーションや特別

看護師は、医師の指示のもとで診療の

養護老人ホームなどで効果を発揮してい

補助行為をしなければならず、医療機器の

ます。施行から 3 年弱、各々の医療機関

使用や処置、医薬品の投与・調整といった、

が担う役割によって活用状況が違い、ま

本来、医師が行うべき医療行為を医師の

だ過渡期でもあります。

食 を楽しもう

さつまいも

●

［さつまいもとひき肉のオーブン焼き］
戻した高野豆腐とタマネギをみじん切りにする。タマネギ、
ひき肉、高野豆腐の順に炒め、味噌、砂糖、しょうゆで味
を調え、耐熱皿に敷く。さつまいもは皮をむいて加熱し、
つぶしながらバター、牛乳、塩コショウを加えて上にのせ、
さらにチーズをのせる。オーブントースターでこんがり焼き
色がつくまで焼く。
（１人分 約 350kcal、食塩 1.2 g）

さつまいもは、甘みが強く、天ぷらや煮物

す不溶性食物繊維が含まれています。さらに、

指示の範囲を超えて行うことはできませ

看護師は、24 時間患者さんのそばに

など、さまざまな調理法で親しまれてきまし

さつまいもを切ったときに出る白い液体は、

ん。しかし、この制度は豊富な経験と、高

いる医療専門職です。患者さんの状態を

た。中でもおなじみの焼き芋は、味が栗に似

ヤラピンという整腸作用がある成分で、便通

いスキル・技術を持つ看護師が、医師の判

身近で把握している看護師が、技術を磨

ていることから、
「八里半（栗＝九里には及ば

改善に効果が高いといわれています。

断を待たずに現場で一定の診療の補助を

いて力を発揮することは、患者さんの支

ない）
」と名付けられ、その後「栗より（九里

ほかにもビタミン B1、ビタミン C、ビタミ

担える仕組みとして、看護師が 38 項目の

えになるに違いありません。また、特定

四里）うまい十三里」というしゃれたネーミン

ン E、カリウムが含まれています。カリウムは、

特定行為を行えるとしたものです。

行為を看護師が行うことで、医師の仕事

グが定着し、さつまいもや焼き芋は、一部で

水に溶けやすい性質のため、切ってから調理

をサポートし、チーム医療の推進を担う

は十三里と呼ばれています。

する場合はゆで汁まで使うとよいでしょう。

もちろん、看護師の誰もが特定行為を
行えるのではなく、厚生労働大臣が指定

役割を果たしていけるでしょう。

食物繊維が豊富で、コレステロールを低下

低温と乾燥に弱いため、冷蔵庫には入れな

！

する指定研修機関で実施される特定行為

東海大学医学部付属病院は、この制

させ、ナトリウムを吸着することで血圧を下げ

いこと。風通しのよいところで長期保存が可

研修を修了している看護師に限定されま

度がはじまる前、2011 年の試行事業の

る効果につながる水溶性食物繊維、腸壁を刺

能です。

す。また、医師が作成する手順書も、特

段階からすでに参画し、現在、研修を修

激し、大腸のぜん動運動を促進し、排便を促

定行為の対象となる患者さんについて、

了した 4 名が在籍しています。通常は、

病状の範囲、診療補助の内容、特定行

経験 3 年以上の看護師であれば研修を

為を行う時に確認すべき事項などが細か

受けることができますが、当院では、認

く指示されていることが必要です。

定看護師の資格を有して 5 年以上の臨床

この制度によって、あらかじめ手順書
で想定された範囲の病態の変化が現れ

経験のある者で、さらに院内の評価が高
い者という基準を作っています。

たとき、研修を修了した看護師が、夜間

当院は、最先端医療の提供に努める

など医師の不在時でも手順書に沿って処

特定機能病院で、救急・集中ケア領域を

置を行うことができ、患者さんの病態の

はじめとする多様な領域でスキルを発揮

悪化を早い段階で防ぎ、長引く入院を避

する認定看護師が 数多く活躍していま

けることができます。

す。特定行為研修についても、看護の領

もともとは、超高齢化社会を迎え、医
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特定行為

語の基礎知
療用
識
医

域をさらに広げる意味で、看護職員が積

療の各専門職がチーム医療を推進してい

極的に挑戦できる機会を設けていきたい

くことを目的とし、看護師の業務拡大に

と考えています。

けんこうさろん 215 号

監修

東海大学大磯病院
栄養科
吉田 千夏 管理栄養士

旬のおいしさをたっぷり味わう

［さつまいもクッキー］

加熱してつぶしたさつまいもに砂糖とサラダ油を入れ、

「さつまいもは、低温でゆっくり
加熱すると甘みが増す特徴があり
ます。甘みを楽しみたいときは、
電子レンジを使うより、蒸したり、
オーブンでじっくり焼いたりする
調理法がおすすめです」

NO.215

よく混ぜる。さらに薄力
粉を加えて混ぜ、5mm
程度の厚さにのばす。好
きな型で抜いて天板に
並 べ、170 ℃ で 20 分
焼 く。
（ 大 3 枚 分／ 約
150kcal、食塩 0g）
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（ ）内が正式名称です。 略称：東海大学東京病院（正式名称：東海大学医学部付属東京病院）
略称：東海大学大磯病院（正式名称：東海大学医学部付属大磯病院） 略称：東海大学八王子病院（正式名称：東海大学医学部付属八王子病院）
下記の URL にアクセスすると、けんこうさろんのバックナンバーがインターネット上で閲覧できます。

http://www.jcc99.co.jp/service/kensalon.html
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理想の環境を創造する

■ネットワークグループ
東海教育産業株式会社
山王総合株式会社
望星サイエンス株式会社
株式会社望星薬局
株式会社中央堂薬品
エィチ・ビーアンドシー株式会社
株式会社セゾオン
株式会社東海ソフト開発
石狩スポーツ企画株式会社

