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とKuru、 共に20世紀に確立された、細菌やウ

イルス感染と異なる比較的新しい範疇、プリオ

ン病に属する概念の疾患
きつじん

Kuruの発病は喫人風習が残る一族に限定さ
ひ けん き わ

院長 西

(震頭
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「動物実験とKuru )斉対」

ま ひ せい

病で、一種の麻痺性神経疾患。
のどもと

動物愛護団体は目を剥くかも知 らんが、医学

の進歩に動物実験の意義は論を侯たない。病態
たんさく

の究明や治療法の探索などに重要であるが、之

等は多くの場合で並行して、略同時に進行する。

動物モデルの作成は人類疾患の再現に始まる。
しか

然し、病因そのものが曖味な事も多く、モデル

製作も中々に一筋縄では参 らぬ。卑近な例では
クールー ふう ど

Kuru病。パプアニューギニアで見 られた風土

れるが、披験対象の動物選定は困難を極めた。

何しろ、マウス、ラット、ハムスター、モルモット

など各種響歯類か ら発育鶏卵 (embryonated

egg)ま で含めて伝播する因子の究明に悉 く失

敗。野猿、山猿何れの霊長類にも感染 しない。

意を決した研究者達は系統発生学的に人類に最

も近い事 (phylogenetic closeness)が 信 じら
くろしようじよう しらは

れる黒狸狸 (チ ンバンジー)に 自羽の矢を当てた。

患者脳の10%懸濁液 (10%brain suspen―

sion)を 皮内接種。接種された 12頭 は 16～

36ヵ 月の潜伏期を経て洩れ無 くKuruを 発症。

更にこの脳の懸濁液、即ち病原性物質は 70℃

で 3年間の冷凍保存の後にも伝播力 (伝染力)を

保持した。 この脳組織の懸濁液が示す伝播力は

モルモット(guinea pig)やカニクイザル (Ma―
あか げざる

caca fascicularis)、  ラ示壬

``哀

(rhesus mon―

key)な ど他の実験動物では発揮されない事か

ら、チンバンジーが基本宿主 (essential host)

と判断された。得 られた知見は進行性認知症で

あるCreutzfeldt― 」akob disease(ク ロイツ

フェル ト・ヤコブ病)な ど、既に、先行 して人

類に蓄積 していたプリオン病の予防と管理に活

かされる。 しかし、蓄積 してしまった病的プリ

オンを消去する方法は不明の儘。即ち、プリオ

ン病は依然として不治の疾患である。
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よ  そ

喉元過ぎれば何とやら、当初の騒ぎを余所に、
ぼうきゃく きょうぎゅうびょう

最近忘却されてしまった感のある疾患が狂牛病

(mad cow disease)。 欲の皮が突張った輩が

よ り効率的な飼料 を探求 した結果、 肉骨粉

(bone meal)を考案 し、成長促進の目的で、

在ろう事か草食動物である牛に与えた。罹患牛
かいめん か

には脳実質に海綿状変性が出現するので嘗って

は牛海綿様変性脳症 (bo宙 ne spongiform
きょうぎゅうびょう

encephalopathy:BSE)と 呼ばれた。狂牛病

辛 済生会日田病院 (ホームページ htt,//sttdk」 .hぬ.dtajω
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心房細動 とは

心房細動は加齢とともに増加し、70歳代の 5%、 80

歳代の10%程度の割合で起こる比較的起こりやすい不

整脈です。自覚症状は、動悸や脈の不整などに気づく

ことがありますが、健康診断等でたまたまみつかるこ

とも多くあります。

心房細動は洞結節の正常ペースメーカからの信号で

は心房の興奮が始まらず、心房内 (主 に左房にある肺

静脈付近)で 1分間に350～600回の不規則な電気信

号が発生し、心房全体が小刻みに震え、心房の正しい

収縮と拡張ができなくなる不整脈です。

心房収縮がなくなり、心室の拡張期に十分血液が満

たされないため心臓の機能が低下し、心臓から出る血

液量も約20%減少します。そのため息切れやめまい、

胸苦しさなどの症状を起こしやすくなり、これが続く

と心不全になる可能性もあります。

<心房細動の原因>
心房細動は加齢のほかに高血圧、心筋症等の心疾患

によって引き起こされることがあります。その他、飲

酒や喫煙、過労、ス トレス、暴飲暴食、睡眠不足など

不規則な生活等も原因であるといわれています。

<心房細動から脳梗塞へ>
心房細動が持続すると心房内に血液の流れがよど

み、血栓 (血液の塊)ができやすくなります。特に左

房でできた血栓が脳にとび脳の主要な血管が閉塞され

ると脳梗塞を引き起こしてしまいます。心房細動をそ

のまま放置した場合、5%の患者さんが脳梗塞になる

ことが知られており、脳梗塞疾患側からみると脳梗塞

の約30%が ,さ房細動によるといわれています (心原性

脳梗塞)。

この不整脈自体は致死的な不整脈ではありません

が、脳梗塞になると寝たきりになったりなくなってし

まう患者さんが約半数と非常にリスクが高く、未然の

予防が必要です。

心臓血管内科医長

<心房細動の治療>

。合併症の予防

心臓の中で血栓を作らないための治療法で、抗凝固

療法といわれます。これまではワーファリンという薬

剤が主体で、食事制限 (納豆などのビタミンKを含む

食品の制限)や、外来受診毎の採血が必要でしたが、最

近では非ビタミンK阻害経口抗凝固薬(NOAC)と いう

食事制限の必要のない薬もでています。

・薬物療法

心拍数のコントロールを行うレー トコントロール

と、心房細動を停止させてリズムそのものをコントロ

ールする治療法があります。心房細動を停止させるに

は抗不整脈薬を使用したり、電気ショックを使用した

りします。

・非薬物療法

1)高周波カテーテルアブレーション (心筋焼灼術)

2)ペースメーカ治療

3)心臓外科治療 (メ イズ)

現在頻脈性不整脈の治療として第一選択されるもの

が高周波カテーテルアブレーションです。カテーテル

アブレーションの最大のメリットは頻脈性不整脈を根

治でき、QOLの改善が見込める点です。デメリットと

しては侵襲的であり、ごくまれにですが合併症が起こ

る点です。心房細動における高周波カテーテルアブレ

ーションの成功率は現時点で約80%でありますが、

年々成功率が上がっている治療法でもあります。

心房細動は最近治療法が格段に向上し、確立されつ

つある不整脈です。合併症予防のためにも早期発見し

早期治療することが大切です。気になる症状がある時

はご相談ください。

彩吉 村
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血液型について

私達の血液には、分類の方法でも変わつて

きますが数百種類の血液型が存在します。た

とえば、皆さんがご存じのABO血液型やRh
血液型、その他にDuffy血 液型、Kidd血液

型、Lewis血液型など多岐にわたります。な

かでもABO血液型はとても重要になってきま

す。基本的にはA,B,○,AB型 に分類され赤血

球表面には基本抗原としてA,B.Hと いう物質

があります。H抗原とはA抗原とB抗原のも

とになる前駆物質です。また、血清中 (血液

を高速遠心させた時の上清)には常在抗体と

して抗Aと 抗Bと いうものがあります。これ

らを各血液型でみるとA型は、赤血球表面に

A抗原があり、血清中に抗Bを持ちます。B型

はB抗原があり抗Aを もちます。○型はAと B
の抗原はありませんが抗Aと 抗Bの両方の抗

体を持ちます。AB型はA抗原とB抗原の両方

がありますが血清中には抗Aと抗Bを持ちま

せん。(表 1)こ のように人の血清中には自己

のもつ抗原とは反応しない抗体が必ず存在し

ています。これを発見者の名を冠してLand
steinerの 法則といいます。これらのことが輸

血時において一番重要なことになっていま

す。要するにA抗原と抗A、 B抗原と抗Bは反

応してしまうということです。具体的にはA
型の人にB型 の血液を輸血した場合、A型の

人がもつ抗Bに 輸血したB型のB抗原が反応し

てしまい血液が溶血したり凝集したりして最

悪の場合には死に至ります。そのため原則的

にはABO血液型は同型の血液型を輸血するよ

うになりますが、緊急時などでは赤血球製剤

は○型、血漿製剤はAB型を使用することもあ

ります。また、 これ以外にもこの法則に従わ

ない亜型 (A抗原やB抗原の量が通常より少

ない又は余分な抗体を持つ)と いう血液型も

存在 します。たとえば、A型の亜型 として

Am,A3,Ax,Aelな ど、B型 の亜型 として

Bm,B3,Bx,Belな ど、AB型 の亜型 として

臨床検査部 主任技師 葦 苅 巌

AxB,AlBx,AmB,な どがありこの他にもBom―

bay,Para Bombayと いう血液型もあります。

ところで、 このA,B,H抗 原という物質は、胎

生 5～ 6週 目に認められ徐々に発達していき

2～ 4歳 になって成人並みにな ります。一

方、抗A、 抗Bは生まれてきた時には母親由来

の抗体が大部分を占めて生後 3～ 6ヶ 月ごろ

か ら児自身の抗体を産生し始め、そのピーク

は 5～ 10歳 ごろで加齢 と共に低下 していきま

す。 したがってお子さんの血液型を検査する

のであれば 5～ 6歳頃が最適だと思われま

す。

(表 1) 血液型 赤血球の抗原 血清中の抗体 頻度

A型 A・ H 抗 B 40%

B型 H 抗A・ 抗 B 30%

O型 B ・H 抗 A 20%

AB4 | A.B.H な し 10%

次に、重要なのがRh血液型でCと c、 Dと

d、 Eと eの 3対の対立遺伝子からなっていま

す。普通一般的にこの中のD抗原という物質が

有る場合にRh陽性、ない場合にRh陰性といつ

ています。Rh陰性の頻度は200人 に1人 になり

ます。また、まれなRh型 としてWeak D(D抗
原が量的に少ない)、 Partial D(D抗 原の一

部が欠損 している)、 cD― (C,E,e抗原がな

い)、 Rhnull、 Rhmod、 昔テレビで話題にな

った一D―などがあります。一D―は、C、 c、

E、 eの 抗原がないためD抗原が普段よりも強

く、輸血や妊娠により抗HrOと ぃう抗体を持つ

ている可能性があります。このような人が輸

血する場合には同じ―D一 の人の血液を輸血し

なければいけませんが、その適合率は約 18万

人に 1人 にな り、そう簡単には適合血が手に

入 りません。 このような時のために日本赤十

字血液センターは、概ね 1%未満のまれな血

液型を献血者登録していますので日頃から各

施設は最寄 りの血液センターと連携を取 り不

測の事態にも対応できるようにしています。
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西部医療圏 (日 田玖珠地域)で初めてとなる緩和ケア病

棟が9月 1日 17A/1か ら開設となりました。病床数は 1階に全

室個室 14床。

がんの治療が困難であったり、治療を希望されない患者

さんとご家族のための病棟です。がんに伴う痛みや吐き気

などの身体的な苦痛や精神的なつらさを和らげることを目

的としています。

開設に先立つ内覧会には、多数の来場者があり関心の

高さがうかがえました。

済生会日田病院 緩和ケア病棟

詳細を次月号でお知らせする予定です。

済生会日田病院の「理念」と「基本方針」

1 
理墨覇勇震着進9宅「曇|ませ幕暮冒層を掘懲組曇秀臭 |

1     現に貢献 します。               |

…
 1:稽嘉T霧言義言霞霧象崎菅縫翼thす。
3 関係機関との連携を図り、高度医療を

提供 します。

1       4 職員の協調と信頼によって、チーム医  |
1         療の充実を図り、患者本位の医療を  |
1         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。

患者の権利と義務

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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【10月・11月の巡回診療日程のお知らせ】

※身体のことでお悩みの方は、お気軽にお出でください。

11鷹副霧慮軍駆訂離炉躍鰊笏鱒な卜Flだ
さい°

地 区 名 診  療  日 場 所 日寺 間

東羽田高花
10月         11月
13日の・27日の、 10日 00.24日ω 高 花 公 民 館 1:45～3:15

古 後 10月 20日の、11月 1フ 日の 古後生活改善センター 1:45～ 3:15

発行/晶田大分県済生会日田病院 〒877-1292日 田市大字三和643番地の7 80973(24)1100 印刷/朝日堂印刷
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