
こ したんたん  あさせ

のチ ャンスに与 らんと虎視眈々、浅瀬に集ま
を     げ せ

る。白子も 3倍 くらいには肥大して居る。下世
わ うた

話にも 「遠 くて近きは男女の仲」なんぞと謡う
ここ     そんな はる     すさ

が、滋では其慶モ ンじゃない、遥かに凄 まじ

い 。

てつしん

ギリシャ時代の哲人、プラトン (3000年 以
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上も前にイルカは魚類ではなく、胎生哺乳類の

獣である事を喝破 していた程の賢人)に因れば

androgynos(雌雄同体・両性具有)は一般的

であった。 これを雌 と雄に切 り分ける事 (se
カス

cus)、 そして切 り分けられた雌雄の異体同志が

如何に互いに魅かれ合 う平 こそがsexの 語源也

とする説が誠しやかに囁かれるが真偽の程や如

何に ?但 し、河豚も成人 (成魚)に達する迄は

雌雄同体 (androgynos)の 儘である。精巣は

珍味だが卵巣は猛毒となれば卵巣成分が混入し

ている可能性がある自子なんぞ安心 して喰えた

モンじゃない。敢えて御賞味されたくば、 2年
ぬかどこ  つけ こ     いっびん しか

近く糠床に漬込んだ逸品もあるようだ。然し河

豚の卵巣の糠漬け、味は兎も角、解毒機序の詳

細も解明されて居 らず、連も大船に乗つた気で

御奨め出来るものではない。 と為れば、河豚中

毒に為 らぬ法は ?霊験灼なる秘法が一つ在るに

はあるが、全国の河豚屋さんに気兼ねする必要

もあり、滋では大っぴらにし難い。一般に、動

物界の男女の決定は、原則として神の手に委ね

られているが、呆気ないほど単純な場合 もあ
わに  うみがめ ふ  か

る。例えば、鰐や海亀では卵が孵化する際の温
せいせん

度が性腺の雌雄を決定する大きな要因となる。

河豚の毒性については養殖河豚には認めない

事で、食餌性が有力視されている。卵巣で認め

る毒性が精巣にはない事から血液一精巣関門が

河豚でも機能 している可能性も考えられる。河

豚の精細管のSertoli細胞の機能につき御教示を

乞う次第。

ひ がん

「彼岸 まで」

、   院長 西  田  敬

ひ 力` ん

春のお彼岸も過ぎ、今年の河豚料理のシーズ

ンも一段落。昔か ら云 う、暑 さ寒 さも彼岸ま

で。河豚の味覚を楽 しめるのは秋の彼岸から春
な  ぜ ひ がん

の彼岸までと決まり。何故そうなのか。彼岸過
ふ  ぐ ばんどうみ つ

ぎれば河豚の毒性が増すのか ?八代目坂東三津

五郎丈を引合に出す迄もなく、この季節、河豚

中毒に因る事故は例年の如 く繰返される。 とこ

ろで河豚の白子 (精巣)と云えばフォアグラに

も比肩 し得る珍味として通人には珍重されてき

た。

春の彼岸の時期は釣好きの云う乗込みシーズ

ンで、魚には繁殖の時期に相当。適齢魚は交配
あずか

棗卜済生会 日田病院 (ホームページ http//saもdk江.hia.dtajJ

ふ ぐ

よういん
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が ん はな ぜ 痛 いのか

麻酔科仁 田 亜由美

◆がんはなぜ痛いのか

皆さんは 「がん」にどのようなイメージをお持

ちですか ?「思いもかけぬ告知」 「辛い治療」そ

して 「最期の痛み」…。このようなイメージをお持

ちの方が多いのではないでしょうか。今 日は、「が

んの痛み」 と 「痛みの治療」 についてのお話で

す。

そもそも、がんになるとどうして痛いのでしょ

うか ?簡単に言うと、がん細胞が増殖して大きく

なり、受容体 (痛 みを感じる場所)を刺激するか

らです。例えば、お腹の中にがんができると、少

しずつ大きくな り、周 りを刺激したり圧迫したり

して、ず―んと押さえられるような、ぎゅ―っと

絞 られるような痛みが出てきます。それがだんだ

ん他の場所、例えば骨に転移すると、その骨の部

分にズキッとした痛みが出てきます。また背骨の

近くに転移すると、脊髄という神経の根つこを刺

激 して、ビリビリ、ジンジンした痛みが出てきま

す。 このように、一口に 「がんの痛み」と言つて

も、いろんな種類があります。いろんな種類があ

るということは、いろんな治療もあるのです。

◆どんな治療をするのか

「がんの痛みをとるお薬」 というと、真っ先に

思い浮かぶのが 「モルヒネ」ではないで しょう

か。そしてモルヒネには悪いイメージが付きまと

います。 「モル ヒネを使った ら、寿命が縮む」
「モルヒネ中毒になって、やめられなくなる」…・

これ らはすべて誤解です !医師の処方のもと、適

切な痛みの治療をすれば、決して中毒になること

はありません。また後で述べる放射線治療や神経

ブロックを併せて行えば、モルヒネの量を減 らし

たり、止めた りすることもあります。また、今の

医学では、モルヒネは最期の最期でなく、痛みが

で始めた頃から使用すると、QOL(生活の質)を
高め、寿命の延長が期待できる、と言われていま

す。

◆モルヒネ以外の治療

モルヒネ (医療用麻薬)の他にも、がんの痛み

を治療する方法があります。がんの部分に放射線

をあてる、放射線治療です。最近は、骨転移に効

果がある注射剤もあります。その他、 「神経ブロ

ック」 と言って、痛みを伝える神経の近くにアル

コールやモルヒネを入れて、ピンポイントに痛み

をとる方法もあります。

◆楽に生活するために、痛みをとる

このように、痛みの治療にはいろんな方法があ

ります。 これ らを組み合わせて、オーダーメイ ド

の痛み治療を行っていくのです。 「がんになる」

こと自体、辛いことです。そして治療も辛い。け

れど、痛みをとって少しでも楽に過ごせると、治

療 も長 く続けられます。 「がんは痛いものだか

ら、しょうがない」 「モルヒネに頼るのは怖いか

ら、我慢 しよう」そう思わずに、積極的に痛みの

治療をしませんか ?
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国民医療費と臨床検査

少し前の統計のデータであるが、厚生

労働省か ら発表された2010年度医療費

総額は37兆4202億円、また75歳以上の

高齢者の医療費は12兆 7213億円であつ

た。WHOに よると日本の2010年度の

GDPに 対する医療費の比率は9.2%、 医

療費総額にたいする公費負担率は80.3%

であり先進国の平均値と比較して、GDP
に対する医療費の比率は低いが医療費総

額に対する公費負担は諸外国のなかでも

最も高いグループに属している。また、

その増加率は2000年から2010年 までの

10年 間に24.1%増 大。GDPを 上回る

ベースで増大傾向です。我が国の人口動

態を考えると今後の保健医療制度自体が

危ぶまれる状況にあります。

私どもが携わる臨床検査には大きく分

け、血液、尿、便などのを取 り扱う検体

検査と心電図やエコーなど患者さんの体

を直接検査する生理検査に三分されま

す。当検査部の理念は “患者さんの事を

自分の家族だと思い検査にあたる"で

す。これに基づき当院の検査スタッフは

臨床検査技師の資格だけでなく専門性を

追求した資格を取得し、臨床の医師や看

護師、その他コメディカルと連携、情報

交換を行える技量を身に着けるよう指導

を受けています。 11名の技師のうち、す

でに 8名は専門資格を取得しこの中には

臨床検査部 技師長 吉 村  曜ヨ 宏

複数の資格を持つ者も多い。

医療費の問題に戻るが、私 どもが医

療費節約のため行っている事業の中に

検査データ標準化事業が挙 げ られ ま

す。 これは日本国中どこの医療機関で

採血をしても同じ尺度で精度の保たれ

た検査結果を出せるように管理、指導

を行 うといつたものです。患者さんに

してみれば “どこで採血してもデータ

は同じ"と 思ってお られるで しょうが

ところがそうではありませんで した。

試薬も違 うし正常値 も違うといつたこ

とがまか り通っていたため、行 く先々

の病院でそれぞれ検査を受け多額の検

査料金を支払うことになっていたので

す。 日田玖珠地区では 6つ の病院、 1
つの検査セ ンターが この事業 に参加

し、複数の病院を受診 した場合も同じ

尺度でデータを利用することが可能と

なりつつあります。このことは取 りも

直さず医療費の節約につながるので

す。

これからの臨床検査技師には患者さ

んに精度の保たれたデータを効率的

(ス ピーディー)に 提供する技術と知

識が求められるとともに、将来を見据

えた計画的な環境整備や医療行政の健

全化に貢献できるスキルが必要と考え

ています。
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平成26年度 第 2回火災予防訓練実施風景

3月 20日 金の午後、 2階救急病棟を出火場所

とした火災予防訓練を実施 しました。夜間に出

火と想定 しましたので、その時間帯に勤務 して

いる夜勤看護師、当直の医師・看護師、警備員

ら21名が参加 し、 日田消防署への通報、初期消

火や模擬患者の避難誘導の訓練を行い、引き続

き消火器使用訓練を実施しました。訓練は毎年

2回実施 してお りますが、 日田消防署予防課課

長を交えた反省会や参加者の感想から、訓練の

都度、患者さんの安全確保を最優先とすること

や非常事態にそなえた普段か らのこころがけの

重要さをあらためて認識してお ります。

【5月 06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。

|:属鷹層曇謝モ霧辱‐電線蔓弘ぶまた電冒雰言誓凛話磐轟言事ド
てくださ九

地 区 名 診  療  日 場 所 日寺 間

東羽田高花
5月          6月
12日の。26日の、16日ω・30日の 高 花 公 民 館 1:45～ 3:15

古 後 5月 19日の、6月 23日の 古後生活改善センター 1:45～ 3: 15

理墨ヨ墓震着七8宅「曇|ま菅幕暮冒層を掘懲寝曇青臭
現に貢献します。

…
 1:着嘉T霧言義言震義象葡菅縫翼tlす。

関係機関との連携を図り、高度医療を

提供 します。

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。

中核病院として、地域の医療水準の向
上に努めます。

総合的な医療の質の管理を行い、健全
経営を目指します。
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済生会.月 田病院の「理念」キー「基本方針」 患者の権flJ=キー義務

最善で安全な医療を平等に受ける権利があ
ります。
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。
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。
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。
治療に当たり症状を正確に告知する義務が
あります。
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。
診療費を支払う義務があります。
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