
改善介護士１級（応用）
養成講座 13章

一般社団法人日本高齢者改善介護協議会

岩下由加里（フロレンス岩下）
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特定疾病16種類
第2号被保険者が介護保険を利用できる疾患

１．がん
２．筋委縮性側索硬化症（ALS）
３．後縦靭帯骨化症
４．骨折を伴う骨そしょう症
５．多系統萎縮症
６．初老期における認知症
７．脊髄小脳変性症
８．脊柱管狭窄症
９．早老症
１０．糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症
１１．脳血管疾患
１２．進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン症
１３．閉塞性動脈硬化症
１４．関節リウマチ
１５．慢性閉塞性肺疾患
１６．両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症



がん：悪性腫瘍・悪性新生物

がんの罹患率

１．胃がん

２．大腸がん

３．乳がん

４．肺がん

５．肝臓がん

https://www.mhlw.go.jp/houdou/2003/07/h0725-3. html

https://www.mhlw.go.jp/houdou/2003/07/h0725-3.html


胃がん

原因：ピロリ菌・ストレス

予防：ピロリ菌を駆除

治療：内視鏡治療、手術療法、化学療法

大腸がん

原因：便秘・糖質過多

予防：便秘の改善、糖質制限

治療：内視鏡治療、手術療法、化学療法、放射線療法



乳がん

原因：女性ホルモン、肥満、未婚、高齢出産など

予防：ダイエット

治療：手術療法、化学療法、放射線療法、ホルモン療法

肺がん

原因：喫煙

予防：禁煙

治療：内視鏡治療、手術療法、化学療法、放射線療法



肝臓がん

原因：ウィルス、アルコール、糖質過多による脂肪肝

予防：適度なアルコール、糖質制限、ダイエット

治療：手術療法、化学療法、放射線療法



がんがなぜ怖いか？！
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DNA(遺伝子)が何らかの
原因で傷つけられると、
ある１つの細胞が突然変
異し、がん化します
がんは腫瘍(こぶ)となり、
悪性の腫瘍となります

次に、周辺の正常な組織
や細胞から栄養を大量に
奪いながら、周囲の正常
な組織や細胞を破壊しな
がら増殖
「浸潤(しんじゅん)」

がんが進行すると、最初
にがんができた部位(原発
部位)から、血液やリンパ
の流れに乗って、別の組
織や細胞に移動する
「転移(てんい)」

http://www.gan-info.com/08.html

発生

浸潤
転移
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転移・再発しやすいがん

転移・浸潤しやすいがん

がんの種類 転移・浸潤先の部位

乳がん 肺、肝臓、脳、骨

骨肉腫 肺、肝臓、脳、骨

卵巣がん 子宮、大網、大腸、腹膜

すい臓がん 十二指腸、胆管、肝臓、血管、神経、腹膜

メラノーマ(ほくろのがん) リンパ節

肺がん 肝臓、脳、骨、副腎、腎臓

胃がん 肺、肝臓、骨、副腎、腎臓、すい臓

スキルス胃がん 腹膜

大腸がん 肝臓、肺、骨、脳

肝臓がん 肺

スキルス胃がん 腹膜

再発しやすいがん

肝臓がん、膵臓がん、食道がん、膀胱がん（がんの組織のみを切除したとき）
直腸がん（手術で肛門の機能を残したとき）

http://www.gan-info.com/110.html

http://www.gan-info.com/329.html
http://www.gan-info.com/324.html
http://www.gan-info.com/331.html
http://www.gan-info.com/308.html
http://www.gan-info.com/304.html
http://www.gan-info.com/305.html
http://www.gan-info.com/306.html
http://www.gan-info.com/307.html


すべての人に癌細胞はある
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通常は、がん細胞が発生しても免疫細胞ががん細胞を殺してくれるので、
がんが発症することはない

免疫細胞が弱っていると、がん細胞が勝って、がんが発症する

がんの発生 免疫細胞の働き

免疫細胞が弱ると



癌の発生を未然に防ぐ機能
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①酵素によるDNA修復

②癌抑制遺伝子（TP53）による細胞の自爆

③免疫による監視システム



①酵素によるDNA修復
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DNAは「A・T・G・C」という4つの塩基で出来ており、

それぞれ「AとT」「GとC」という組み合わせで2本の鎖状に結合

細胞分裂の際にいったん2本の鎖がほどけるため、そこに発がん性物質や

活性酸素などが結合して、塩基と誤って取り込まれてしまう

そのようにして生まれた細胞は、元と同じ正常な細胞ではない

これが「DNAに傷が付く」という現象

DNAに付いた傷を修復してくれるのが「酵素」

酵素は、タンパク質が材料でできる

流行りの酵素ダイエットは、無意味



②癌抑制遺伝子（TP53）による細胞の自爆
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TP53遺伝子は「がんになりそうな細胞を、こっぱみじんに
粉砕する」能力を持っている

DNAに傷が蓄積した細胞ができると、TP53遺伝子が
自動的に活性化 「P53」というタンパク質が作られ、
それが異常な細胞にシグナルを送って「自爆せよ」と命令

そのシグナルはかなり強力なため、DNAは粉々に砕け散り、
その細胞自体も死滅
この現象を、細胞の「アポトーシス（自死）」



③免疫による監視システム
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免疫というと、ウイルスに対する抵抗力のイメージ
「体内に異物が入ってきたときに、それを排除する体の防御反応」

がん細胞も、体にとっては異常な存在ですから、
見つけしだい免疫システムが働いて排除しようとしてくれる

TP53遺伝子に変異が起きたために、傷だらけでも排除されなかった
細胞は、高確率でがん細胞となる
それをいち早く見つけて攻撃してくれるのが、
「NK細胞（ナチュラルキラー細胞）」



筋委縮性側索硬化症

全身の筋肉が細くなり、力が入らなくなる難病

嚥下機能や呼吸機能も低下

身体の感覚や視力・聴力・思考能力などは低下しない

治療法も原因も不明

経管栄養と人工呼吸器で10年以上生存可能



後縦靭帯骨化症

脊柱の後縦靭帯が骨化して、脊柱の中の神経を圧迫して痛みが生じる

骨化の部位により

頸椎後縦靭帯骨化症、胸椎後縦靭帯骨化症、腰椎後縦靭帯骨化症

治療法

装具で神経を保護

鎮痛剤

手術



骨折を伴う骨粗しょう症

単なる骨そしょう症ではなく、骨そしょう症が原因で骨折をした場合

骨そしょう症とは、骨の強度が弱くなった状態：骨強度=骨密度＋骨量

【 骨＝コンクリート＋鉄骨 】

コンクリート＝骨密度：カルシウム・マグネシウム
リン・鉄などのミネラル

鉄骨＝骨量：コラーゲン=タンパク質

骨を強くするには、ミネラルとタンパク質が重要



多系統萎縮症

脳の神経細胞が変性する病気

症状:歩行障害、パーキンソン症状、起立性低血圧、排尿障害、

呼吸障害

原因・治療：不明

初老期における認知症

40～64歳のアルツハイマー型認知症、脳血管性認知症



脊髄小脳変性症

1/3が遺伝による疾患 進行性だが進行のスピードはゆっくり

症状：歩行時のふらつき、手の震え、ろれつがまわらない

治療：根本治療はなし、対処療法のみ

脊柱管狭窄症

脊柱管が狭くなり、神経を圧迫してしびれや痛みが起きる

症状：しびれ、痛み、腰部に起きると歩行困難

原因：加齢、労働時の姿勢

治療：手術



早老症（ウェルナー症候群等）

早期老化症 10種類程度あり

症状：老化の兆候が実年齢より早く出現する

原因・治療：不明



糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症・糖尿病性網膜症

糖尿病性神経障害
①末梢神経障害：熱さや痛みを感じる感覚神経の障害
症状：手足がじんじんする、しびれ、痛み、力が入らない、運動機能低下

②自律神経障害：内臓や血管などを支配している自律神経が不安定
症状：胃もたれ、下痢、便秘、起立性低血圧、たちくらみ、排尿困難

糖尿病性腎症
糖尿病の悪化により腎臓の血管が障害を受け、腎不全
治療：血液透析

糖尿病性網膜症
目の中にある網膜の小さな血管が動脈硬化を起こし、出血したり網膜剥離を起こす

3大合併症が起きないように血糖値のコントロールが重要
糖質制限・低インスリン治療

復習



脳血管疾患（脳梗塞・脳出血）
改善介護士2級講座で解説

40～64歳の2号被保険者の罹患率が増加

動脈硬化が悪化しないような食生活が重要：糖質制限

神経性核上性麻痺・大脳基底核変性症・パーキンソン病

神経性核上性麻痺

大脳基底核・脳幹・小脳の障害 タウタンパクが増殖

症状：神経症状、しゃべりにくい、転びやすい、下のほうを見にくい

治療：不明

大脳基底核変性症

症状：筋肉の方さ、動作ののろさ、歩行障害、手の動きの悪さ、動作がぎこちない

治療：パーキンソン病と同様 内服薬で症状コントロール可能



閉塞性動脈硬化症

症状：しびれ、痛み、壊死

治療：内服、切断

慢性閉塞性肺疾患（肺気腫、慢性気管支炎）

長年の喫煙など有害物質の吸入により生じる肺疾患

慢性気管支炎：気管支が炎症

肺気腫：肺胞が破壊されて機能しなくなる

症状：息切れ、呼吸困難、咳、痰

治療：禁煙、気管支拡張剤、在宅酸素



介護保険には利用の限度額が要介護ごとに定まっている

頻回のサービスが必要でも多くなると100％自費負担

重度の要介護状態になってしまう可能性の高い疾患は

訪問看護を医療保険で利用できると利用者にとって有益

訪問看護で医療保険が優先される20疾患

末期の悪性腫瘍（がん）

主治医が“末期“と診断したら、利用可能

主治医意見書、訪問看護指示書に書いてあることが必須

以前は、余命半年だったが、現在は期間の指定はなし



多発性硬化症
神経を覆っている髄鞘（ずいしょう）が壊れてむき出しになった疾患

どの神経がむき出しになるのかで症状が異なる 自己免疫疾患

例えば

視神経：視力低下、目を動かすと痛み

小脳：まっすぐ歩けない

治療：副腎皮質ホルモン

重症筋無力症
末梢神経と筋肉の継ぎ目に障害が生じる

症状：筋力低下、眼瞼下垂、複視、言語障害、嚥下障害、呼吸困難

治療：薬物療養、免疫療法

早期発見により症状のコントロールが可能



スモン

キノホルムという整腸剤の副作用による薬物中毒

1970年に判明、約11000人が被害 現在も後遺症で苦しむ方が存在

症状：下痢、腹痛、便秘、しびれ、歩行障害、失明

ハンチントン病

遺伝性の神経変性疾患

症状：手足が勝手に動く、舞踏運動、落ち着きなくなる、うつ病

治療：薬物療法

根治はしないが薬物で症状をコントロール可



進行性筋ジストロフィー

遺伝子に変異が起きて筋肉が壊死する疾患

遺伝時の状況によってタイプがある

症状：運動機能障害

治療：不明

パーキンソン病関連疾患
神経性核上性麻痺・大脳基底核変性症・パーキンソン病

ホーエン・ヤールの重症度分類が3以上

及び生活機能障害度がⅡまたはⅢのみが医療保険が優先

症状や進行度を分類したもの



ホーエン・ヤールの
重症度分類 生活機能障害度

Ⅰ度 日常生活にほとんど介助を必要として
いない

Ⅱ度 日常生活、通院に介助を必要とする

Ⅲ度 起立や歩行が不能で、日常生活に全面
的な介助が必要

主治医の診断が必要
主治医意見書や
訪問看護指示書に記載が必要

https://caretore.com/assets/img/q/exp_2017_514_1.jpg


プリオン病(クロイツフェルト・ヤコブ病）

脳に異常なプリオンたんぱくが付着して脳細胞が破壊される疾患

原因：不明 狂牛病が人に感染？

症状：認知症、全身衰弱、肺炎

治療：不明

亜急性硬化性全脳炎

麻疹ウィルスによる脳の炎症 5～10年の潜伏期間を得て発症

好発年齢：学童期

症状：学業成績低下、記憶力低下、感情不安定

治療：不明



ライソーゾーム病

遺伝子欠損の疾患 約60種類

症状：肝臓・脾臓の腫大、骨変性、神経障害、心臓や腎臓の障害

治療：酵素補充療法、造血細胞移植

副腎白質ジストロフィー

男性のみが発症する遺伝病

症状：脳や脊髄、神経細胞の変性、副腎の機能不全

治療：造血細胞移植



脊髄性筋委縮症

脊髄の運動神経細胞の変性による疾患 筋委縮性側索硬化症と同じ種類

原因：遺伝子の問題

症状：筋力低下、筋委縮

治療：不明

球脊髄性筋委縮症
脳や脊髄の神経細胞の障害

原因：男性のみに起こる遺伝子の問題

症状：発語、嚥下に関する筋肉の萎縮、手足の筋肉の萎縮

治療：不明



慢性炎症性脱髄性多発神経炎

末梢神経の障害

原因：免疫異常

症状：2か月以上にわたる四肢の筋力低下やしびれ感、脱力

治療：副腎皮質ホルモン療法、免疫抑制剤

後天性免疫不全症候群（AIDS）

原因：性行為、母子感染、血液感染などによりヒト免疫不全ウィルスに感染

症状：風邪やインフルエンザのような初期症状、感染症、悪性腫瘍

治療：感染症の発症を薬剤治療



頚髄損傷
頚髄神経を損傷した障害

原因：事故による外傷

症状：障害を負った部位が脳に近いと症状が重症化、四肢の運動障害、呼吸障害

治療：不明 神経のバイパスが作られるという説がある

人工呼吸器を使用している状態

原因疾患がなんであれ、人工呼吸器を使用していると医療保険が優先

痰の吸引が必要になるため、気管切開からの吸引ができるようになりましょう


