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海洋を遊式していた鮭の成魚は突如、本能に獲

憑かれた如く故郷の清流を目指し、生命を賭して

までも湖上する。勿論、産卵のためで、決して熊

或は鴎、将又人間どもに喰われんが為ではない。

謂わば、鮭の母性本能、いや彼らが此の世に生き

た証、これぞ将に種の保存の鉄則。

ところで、生き物が母体内で吾が子に栄養を授

けるには、幾
つかの方法がある。胎生 (v市iparOus)

で あれ ば 己 の血 液 成 分 で 仔
の

栄 養 も

「

譜 う

(haemotrOph)。 黙し、未だ桑瞥診晟蛹にある未熟

な胎児はantioxidantの備えに乏しく、oxidantに

対処でない。斯かる過敏な時期には細胞毒の催奇

形性が如実で、血液成分 (酸素)を含まない組織栄

養液 (histiotrOph)が充てられる。

殆ど全ての卵生 (oviparOus)の 生物では胎児期

(卵 児期 ?)の栄養源は共通して居り、卵黄 (yolk)

と呼ばれる。主成分は宙tellogenin(VTG)と 云う

物質でリポ蛋台の一種。母親の肝臓で合成され、

卵黄嚢内に貯込まれる。

市街
の何処からでも富士山が仰げるのが静岡県

三島市、国立遺伝学研究所の在所。富士をみて喜

ぶのが日本人の習性、晴れた日には追突事故が多

いとタクシーの運転手君が嘆
いていた。遺伝学研

究所の第
二

代目所長の木原均博士が言遺された名

言に日
「
地球の歴史は地殻の層にあり、全ての生

物の歴史は染色体に刻み込まれて居る」。確かに胎

盤や乳腺などの軟部組織が化石に遺る筈はないが、

卵生生物から胎生哺乳類が何時ごろ分枝したかは

遺伝子に遺されている。VTGを encodeし た遺伝

子にVIT geneが ある。 1～ 3まであり、VIT l

とVIT 3は 1億 5千万年前に失活 し、最後のVIT

2も 6千 万年前には不活化 して、哀れ ヒ トの

VTG geneは形骸化した偽遺伝子となった。つま

リヒトの
卵は卵黄を持たない、

yolkless eggに
成

り下が つた。爾来、胎児の
栄養 は胎盤循環 の

haemotrophと なり(初期はhistiotroph)、 出生後

は暫時、母乳 に槌 る。お っと之 も乳腺か らの

histiotroph。 ミルクと云えば蛋白はカゼイン。

何たる深謀遠慮、我等が御先祖は将来的な乳汁
の

需要拡大を見越して、卵黄を棄却し始める 1億年

以上も前か らcaseinを encodeす る
geneを

装備し

ていた |

シーラカンス

4億年前からの地球の住民、coelacanthを 始め、

動物
の繁殖様式には卵胎生 (ovoviviparity)も

ふ

ある。基本的には卵生だが母親の体内で受精し孵

化する。鮭のように川底に9000粒 程も産卵し、

岩 魚 な ど の 御 馳 走 に は な らぬ 。 例 え ば

coelacanthで あれば卵は25粒、いや粒というの

ひと

は失礼。直径 3cmほどもある。ピンポン球を一

再毅振撃
「
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しい方法。だからこそ4億年も生き延びた。
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「卵生か胎生か、母性の選択」

院長
西  田  敬

coelacanth
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発達障が いと 5歳児健診

みなさんは、発達障がいという言葉からどうい

うこどもを思い浮か
べるでしょうか ?今、発達障

がいについて注目が集まっています。小さいころ

からの重度な発達障害は早期に発見され、治療や

リハビリ等を行います。

しかし、いわゆる多動 (注意欠陥/多動性障がい

=ADHD)、 広汎性発達障がい
(自 閉症、アスペ

ルガー症候群)、 学習障害などでは、一見健康に成

長 したこどもが、小学校、中学校などで集団生活

や学習を本格的に行った際に周囲との協調性や人

間関係、学習に対する集中力のなさなどから社会

生活、学業がうまくいかず、どんどん自分に自信

がなくなってきて、結果的に不登校、引きこもり、

一部は非行、反社会的行動などにつながってしま

うケースがあります。この結果を二
次障害といい

ますが、本人もつらいです し、家族も抱え込んで

しまい一緒につらくなります。

これらの特徴は、授業中じっと集中できない、

人の話が聞けない、不注意な間違いをすることが

ある、順番を待つのが苦手、集団行動が苦手、得

意な科日と苦手な科目に差がある、こだわりが強い、

何かの
"オ

タク
"で

ある、 日課や手順が急に変わ

るのが苦手、キレやすいなどです。 これって、け

つこう自分にあてはまりませんか ?も ちろん、僕

もあてはまるものが多いですが、実際、ADHDは

3.6%、 広汎性発達障がいは1.9%、 学習障害は0.1

%で計5.6%(100人 中 5～ 6人)と けっこういる

のです。昔からどの学年にも、
“
がさ子 (い わゆる

多動児)"、 昆虫や鉄道などの
“
博士

"は
いたでし

ょう ?その極端な場合にここでいう発達障がいと

名前が付けられているだけなのです。つまり、そ

の人の
発達“特性

"と
も言えます。ノーベル賞をと

るような世界的な学者、天才といわれるような人

たちは、こだわ りも強く人付き合いは苦手だけど、

その
分野では特別な才能があり、広汎性発達障が

いと考えられる人も多
いです。また、英雄、成功

者には、多動だけどそれを武器にいろんなことに

チャレンジして成功し、みんなの人気者になり、

ADHDかな ?と 思える人も多
いです。つまり、社

会に適応できれば、
“
特性

"、
“
特徴

"を

武器にして

成功できる可能性があるのです。

次回は発達障がいの発見と対応についてお話し

ます。

小児科
武 口 真 広
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リハビリテーションのお話

済生会日田病院り八ビリテーション部

G轟肇∋7ア

ンクシヨナルリーチテスト

(Functional Fleach Test)

バランス能力とは、環境の変化に関する姿勢

を保とうとする能力であり、止まっている時
・

動いている時の姿勢を任意の状態に保つ、また、

不安定な姿勢から速やかに回復させる能力を意

味します。そのため、神経系や筋骨格系などの

身体の多くの要素が関与します。この能力が低

下すると高齢者の転倒の原因になります。この

能力を演I定する検査法はいくつかありますが、

今回は信頼性

。

妥当性があり、検査方法が簡便で、

容易に検査することができるファンクショナル

リーチテス トをご紹介します。

ファンクショナルリーチテス トとは

随意的に重心を制御しようとする動的な制御

能力によって立位バランスを測定する簡便かつ

定量的な検査であり、立位で拳上した上肢をで

きるだけ遠くに伸ばしたときの、上肢到達距離

を測定します。

この検査と転倒との関係が研究され上肢到達

距離が15.3cm未満の高齢者では、転倒の危険性

が高いとされています。同年代では女性よりも

男性の上肢到達距離が大きく、年齢が増加する

につれて上肢到達距離が減少します。 (表 1)

年齢 (歳 )

上肢到達距離 (cm)

男 性 女 性

20～ 40 42.4± 4.8 374± 5.6

41^V69 378± 5.6 35.1± 56

70～ 97 33.5± 41 26.9± 8.9

検査方法

①自然な開脚立位で、利き手の肩関節を90° 拳

上し、手指を軽く握り、中指末端を測定点と

します。

②足部を動かさないように、できるだけ遠くま

理学療法士
 江 F藤 作1宏

で手を伸ばすように指示します。このとき体

幹の回旋を伴ってもよいですが、踵を浮上に

注意する必要があります。

③数回の試行のなかで最大到達距離 (cm)を記録

します。 (図 1)

*検査中に手を伸ばした方向
への転倒のリスク

が高くなるので、転倒させないように注意し

ましょう。立位をとることができない対象者

に対しては、座位で、前後
への上肢到達位を

測定します。

上肢到達距離 (リ
ーチ距離)は、図②に示すように水平距離を測定します。

通常は第 3中手骨末端の移動距離を測定しますが、手指を伸展し、第 3指

(中 指)先端の移動距離を測定することもあります。

最後に

ファンクショナルリーチテス トは高齢者だけ

ではなく脳血管疾患などの様
々疾患にも利用さ

れています。バランス検査は転倒の危険性が高

くなりますので、充分注意して行つてください。

上肢を水平に挙上

(肩関節を90° に屈曲).

手指は軽く握る。

表

体を前方
へ

どの程度

動かすことができる

か検査 します。

腕をまっすぐに前に

伸ば して、手を軽く

握ってください。

足を動かさないよう

にして、できるだけ

遠くまで手を伸ばし

てください
.
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医療費でお回りの方は、まず、どIE談ください。

済生会日田病院は、社会福祉法人の病院として、社会福祉法第 2条第 3頂に基づき、経済的な理由によって、

必要な医療を受ける機会が制限されることのないよ うに、医療費の支払いに困っている方を対象 |こ 診療費

の自己負担額を減免 (無料又は低額診療事業)しています。

●受診を控えたり、受診回醜を籠らすことのないように、まず、ごIB談ください。

医療相談員がごl臓に応じ、所定の手続き (面談
・

所得の確認等)を経て、ホ制度の適用について決定し

ます。プライバシーは厳守します。

対象者例
:①

市町村民税非課税世帯の方 ②市町村民税均等割世帯の方

③「限度額適用

。

標準負担額減額認定証」の適用を受けている方

④「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」の適用を受けている方

⑤「就学援助制度」の認定を受けている方

⑥低所得者等の生計困難者 (世帯収入が生活保護基準の1.5倍までの者)

例)日田市在住、70歳、一人暮らしの場合
:lヶ

月の生活保護基準額の15倍は89,000円程度となります。

年金収入等がそれを下回っている場合は当制度の該当となる可能性があります。

(但 し、生活保護基準額は家族構成等により変動します)

※上記は一例です。状況によって対象となる場合がありますので、ご相談<ださい。

利用方法
:O①

から⑤に該当する方は関係機関からの証明書、認定証、通知書等を提示 して<ださい。

・
⑥の方については、面談にて詳細な状況を確認いたします。

・本人または成年以上のご家族等から、診療費減免申請書を提出していただきます。

・
院内の所定の手続きを経て、減免の可否について決定し、本人または成年以上のご家族等

へ
通知いたします。

※失業等によリー時的に低所得となった場合やD∨ (配偶者等からの暴力)を受け医療費の支払いが出来ない方、保

険証が無い万でも外来診療費
・入院費診療費ともに相談に応じることが可能ですので、どうぞご遠慮な<医療相

談員まで声をお掛け<ださい。

【3月
04月

の巡回診療日程のお矢口らせ】

※身体のことでお悩みの方は、お気軽にお出でください。

*健
康保険証、医療受給者証 (または高齢受給者証)を持参してください。

*病
院の窓口で現金をお支払いいただくのと同様に有料です。

地 区 名 診  療  日 場 所 日寺 間

東羽田高花

3月         4月

11日
(大 )。

25日
(大 )、

8日
(火 )。

22日
(火 )

高 花

/AN民

館 1:45～ 3:15

古 後

3月     4月

4日
(火 )、

1日
(大 )

古後生活改善センタ
ー 1:45～ 3:15

済生会日田病院の
「
理念」と

「
基本方針」

「済生」の心を受け継ぎ、医療と福祉の充実
・
発展を

通して、安心して暮らせる地域社会の実現に貢献し

ます。

団
 ::漕桑冒霧言義暫霞薫藤若菅基翼3後す。

3.関係機関との連携を図り、高度医療を

提供 します。

4.職
員の協調と信頼によって、チーム医

療の充実を図り、患者本位の医療を

実践 します。

5。 中核病院として、地域の医療水準の向

上に努めます。

6 総合的な医療の質の管理を行い、健全

経営を目指します。

1.最
善で安全な医療を平等に受ける権利がありま

す。

2.個人として、その人格や価値観が尊重される権

利があります。

3.自己の病気や治療について、説明を受ける権利

があります。

4.自 ら治療方法を選択する権利、また自ら治療を

拒否する権利があります。

5。 治療に当たり症状を正確に告知する義務があり

ます。

6.医
師の指示に従い、病院の規則を遵守する義務

があります。

7.診
療費を支払う義務があります。
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