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いばらき  さいたま     よ ほど  えんどお

九州か ら見れば茨城は埼玉より余程、縁遠い。
たびかさ    ちすい かかわ    はんらん

家康の度重なる治水工事にも拘 らず氾濫を繰返

した、其の名も恐ろしげな鬼怒川も然り。都の
い ふ しん  こ     えみし

北方は畏怖心も籠めて蝦夷と称された、喩え御

膝元の近郊でも、恰も鬼の棲家。物心つく時分

に偶然観た三代目中村時蔵の茨木童子が印象を

決定付けた。無論、幼稚な頭脳で茨木と茨城が

区別できる筈もない。真逆、茨木童子が京都郊

外の隠田集落、大江山の酒呑童子の舎弟だとは、
よ      まさ なまびょうほう          もと

終ぞ、思いも依 らぬ。将に生兵法は大怪我の基。
も と き  か

学問の素と云えば数学、中でも幾何学。プラ

トン (BC427-BC347)が 設立した学園

AcFiこ缶(き )この入口には 「幾何学[悪むざる者、

この門より内には入る可からず」の文句が刻ま

れていたとか。幾何学を警った経験があれば、

図形の科学の難問が補助線 (auxiliary― line)

の一本で眸から鱗、忽ち氷解に至った経験を御

持ちだろ
2。             ゃは

医学に於ける難問解決の鍵、補助線は矢張 り

人体発生学 (勿論、ルネサンス以降の発生学)

であろう欺。卵巣や精巣は性腺とも云うが、所

謂外分泌腺組織はない。あるのは性ホルモンを

産生する内分泌機能だけである。即ち、卵巣腺

癌は、名前に反して卵巣由来ではない。全て余

所からの輸入癌 (imported cancer)で ある。靭、

輸出元は何処か。腸管内部を除けば腹腔内の腺

組織は那辺に存在する乎…あつたぞ、御喝采で

はない、卵管采 !腟管や子宮、卵管など女性の

生殖管を形成する原基であるミュラー氏管の先

天 的な欠損 が 生 じる、 Mayer Rokitan―

sky Kuster― Hauser症候群でも卵管采の形成

が言忍めらオ■る (Fertility Sterility 90 Garret et
すなわ   らんかんさい まっ

al" 2008)。 頁口ち、フ1管采は卵管が延長した末

端ではない !尤 も、ミュラー管形成不全の原因

は不明の儘であるが。

御婦人方は一月に僅か一個だけ排卵なさる。
ずっ し る0ヽ かじょうはいらん

鼠などの警歯類では 6個か ら 7個 の過剰排卵
ばんぜん

(superOvulation)が通常。万全を期 した筈

だが、人類の生殖医学も滋だけは手抜か り。受

精を待つ許に成熟した卵は、古巣の卵巣を離れ

て、空中ブランコ宜しく、卵管入口部に跳び移

らねばな らぬ。万が生 にでも取外せば卵細胞

(配偶子)は広大な腹腔内に彿往出る事になる。

永遠に乎 ?宛 ら、紡往るオランダ人じゃな。心

配御無用 !無菌状態の腹腔内には当然の如 く、

免疫担当細胞が屯して居る。半数体の配偶子は

異物と看倣され処理される。若し、半数体でな

かったら?極、極稀にだが腹腔妊娠が成立する。

更に稀にはその儘、発育し続けるが、大概の場

合、腹腔内の異物処理班の大網に捕捉され、蟄

居させ られる。

楽 済生会日田病院 (ホームページ http//sttsek江.hta.dtajD
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(2) な で  し こ 10月 号

ミノサイクリン、 8歳未満であれば トスフロキサシンな

どが使用されます。

マクロライ ド耐性株による肺炎マイコプラズマ

肺炎症例から分離されたマイコプラズマ・ニューモニ

エにおけるマクロライ ド系抗生剤耐性株の割合は2001
年に初めて報告されてから、年々増加傾向にあります。

ある施設の研究では2008年に56%だったものが、2010
年72%、 2012年は83%と いう結果でした。ただし、耐

性株だから重症化するというわけではなく、有熱期間が

長引くという特徴があるようです。また、耐性といつて

もマクロライ ド系抗生剤が全く効かないわけではなく、

根気強く飲み続ければいずれは解熱することが期待され

ます。ただ、なかには経過が長期化するうちに病態が悪

化してしまう場合もあるので、経過によっては耐性株に

有効な抗生剤へ変更する必要があります。通常、耐性株

でなければマクロライ ド系抗生剤を開始 して24～ 72時

間以内に解熱傾向を認めることが多いので、それ以上発

熱が続く場合はかかりつけ医に相談してみてください。

なお、耐性株はマクロライ ド系抗生剤を飲んでいた症

例で検出されることが多く (80%以上)、 それらの薬を

まだ内服していない人からの検出率は50%以下と言われ

ています。耐性株に有効な抗生剤に対して新たな耐性菌

を生み出すことを避けるためにも、まずはマクロライ ド

系抗生剤から開始することが推奨されています。

【感染動向】 国立感染症研究所 HP
感染症発生動向調査週報より

Fttp】 □]

■  ■ 小児マイコプラズマ肺炎

小児科部長  岡 本 矢口 子

マイコプラズマ 。ニューモニエという病原体によって

引き起 こされるマイコプラズマ肺炎は5歳以上のお子さ

んで頻度が増えてくる主要な呼吸器感染症です。以前は

4年に一度大流行すると言われていましたが、最近はあ

まり周期性はなく、2011年、2012年 に連続して大流行

を認めました。今年はその2年 には及びませんが、ここ

数年に比較すると発症数が増えてきている印象がありま

す。

最近、小児科領域では従来使用される抗生剤に耐性と

なった耐性菌株の占める割合が成人領域と比較して増加

してきていることが知られています。

マイコプラズマ肺炎

感染経路は飛沫感染、接触感染で、保育施設や学校な

どの閉鎖施設内、家庭内などで長時間濃厚に接触するよ

うな場合に感染が拡大していきます。潜伏期間は 2～ 3

週間で、初発症状は発熱や頭痛、咽頭痛です。咳は初発

症状発現後 3～ 5日 で始まることが多く、乾性の咳が長

期間持続 し、解熱後 3～ 4週間持続することもありま

す。通常は軽症で自然に治ってしまうこともあ ります

が、時に重症化 して高熱が持続することもあります。ま

た、小児においては喘息様気管支炎を合併することも多

く、40%で急性期に喘鳴が認められるという報告もあり

ます。まれではありますが脳炎や心筋炎などの重症合併

症 もあ ります。

治療

第 1選択薬はマクロライ ド系抗生剤 (エ

リスロマイシン、クラリスロマイシン、ア

ジスロマイシンなど)です。成人領域では

テ トラサイクリン系抗生剤 (ミ ノサイクリ

ン)も使用されますが、小児領域では歯牙

着色 。発育不全などの副反応が報告されて

お り、 8歳未満では使用しないようになっ

ています (重症例ではやむを得ず使用せざ

るを得ない場合もあります)。 マクロライ

ド系抗生剤が無効の場合は年長児であれば

定
点
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た
り
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輸血療法について

臨床検査部 主任技師 一刈

輸血療法の目的は、血液中の赤血球や血小

板・凝固因子などが量的に減少または機能的

に低下したときに、その成分を補充すること

により臨床症状の改善を図ることにあ りま

す。しかし、輸血療法には一定のリスクを伴

うことからリスクを上回る効果が期待される

かどうかを十分に考慮して適応を決める必要

があります。

輸血療法の説明の中にもありますが、輸血

をおこなった場合の効果とおこなわなかった

場合の危険性を以下の輸血用血液製剤につい

て簡単に説明してみたいと思います。

【赤血球製剤】

赤血球は赤色で円盤形をした細胞で、肺か

ら酸素を取り入れて体の隅々まで運びます。

赤血球が不足すると貧血になって脳や心臓な

どが酸素欠乏状態になり十分働けなくなつて

生命に危険を及ぼします。

【血小板製剤】

血小板は赤血球の5分の1ほ どの小さな細胞

で、出血したときに傷口をふさいだり、血管

壁を補強して血液が漏れないようにします。

血小板が減少すると、内出血したり、出血が

止まらなくなったりします。極度に減少する

と脳出血や消化管出血などで大出血を起こし

命に関わることもあります。

【新鮮凍結血漿】

血漿は血液から赤血球、自血球、血小板な

どの細胞成分を除いた淡黄色の液体で、主に

凝固因子補充のために使用され出血傾向の是

正を図ります。凝固因子が不足すると出血が

止まりにくくな り命に関わることもありま

す。

また、輸血をおこなった場合には輸血副作

用や合併症 というリスクも発生してきます。

これには免疫学的によるもの、感染性のもの、

およびその他の機序によるものがあり、さら

にそれぞれ発症の時期により即時型と遅発型

とに分けられ、感染症などの頻度は表 1(日

本赤十字社の資料)のようになっています。
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輸血後感染症については、 日本赤十字社の

検査技術などの向上により年々安全性は高く

なってお り、世界 トップレベルの水準です

が、感染初期の献血者では検査が陰性にな り

危険性 を完全にゼ ロにすることはできませ

ん。 また、検査がされていない肝炎ウイル

ス、サイ トメガロウイルス、クロイツフェル

ト・ヤコブ病や未知の病原体に感染する可能

性は否定できません。そのため輸血用血液製

剤を使用した記録の20年間保管や輸血前検体

の保存なども義務づけられていますが、早期

発見のためにも輸血をおこなってか ら3ヶ 月

が経過したら輸血後感染症の検査をお勧めし

ています。また、輸血によって輸血後感染症

を発症した場合には 「生物由来製品感染等被

害救剤制度」を受けることが出来ます。 これ

は、輸血や血漿分画製剤の使用により感染症

にかか り健康被害を受けた方の救剤を図るた

めのものです。また、輸血副作用については

血圧・体温を始め16項 目のチェックを輸血

前・輸血中 。輸血後 15分間、患者さんの状態

を確認して不測の事態に対応出来るように万

全な体制を取つていますので ご安心 くださ

い。

菫旱

(表 1)

■ 使用製剤 症状別副作用報告数 (頻度 )(2013年 )

―申      摯 製剤 ――  ―壺奥球製剤| ___ ■策製剤 ___
体響 整 _ _ 0655 ___9,督 `げ _____響 ‐386 _

=麻
,■       275件 (約 1/  3,∞0)156■ (約 1/ 22,∞0)1204(約 1/  8,200)

発熱反応        44件 (約 1/ 19,∞0)112伴 (約1/ 31,000) 4件 (約 1/245,∝ 0
血圧低下        23件 (約 1/ 36,∞ 0) "鮮 (約 1/ 69,∞0) 13件 (約 1/ 75′ 000)

アナフィラキシー     47件 (釣1/ 18,∞0) 3叶  (約1/ 114,OOO) 22件 (約 1/ 45,000)

アナフィラキシーショック  99件 01/  8.400) 31件 (約 1/ 111.∞ 0) 51件 (釣 1/ 19,0∞ )

呼吸困■        53件 (約 1/ 16.∞0)104件 (約 1/ 33,∞0) 15件 (的 1/ 65.∝ Ю)

TRAL1           4件 (お1/ m9∞ o)  

“

H約 1/ 571,∞ 0)  2件 (約 1/ 490,lXXl)

TAC0           1件 的 1/ 835,∞ 0) 1時  (約1/ 214.∞ 0)  0●
その値           15件 01/ 56.∞ 0) 47件 (約 1/ 73`∞0)  2件 (的 1/ 490.000)
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てお|′  |:500'~552梓 (■1/ 1206, 224て お1′  ′.3¨ )
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緩和ケア病棟
開設1勢月

緩和ケア病棟が開設して一ヶ月が経ちました。

緩和ケア病棟では、 「がん」 と共に生きる患者さんとご

家族に、安心 して療養 して頂けるよう、医療を提供 してい

ます。在宅療養の調整も行ってお りますので、 自宅 と緩和

ケア病棟を行き来して過ごして頂くこともできます。

なるべ く家庭に近い雰囲気を提供できるよう、病棟内に

は観葉植物や金魚の水槽を置き、小さな畑では大根 も育て

ています。現在は職員がお世話 してお りますが、ゆくゆく

は地域の方々にボランティアをお願いしたいと思つていま

す。

済生会日田病院の|「理念」と

一

平成27年度下半期巡回診療事業計画のお矢
『

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1同様に有料です。||   ■

「基本方針」■     患者の権利と義務

理墨ヨ勇震着七8宅「曇思警喜暮冒言を掘懲程曇秀臭
現に貢献 します。

団  ::着嘉冒霧言義暫震霧象崎菅縫翼tます。
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

２

３

４

５

６

７

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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