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「丁百chomonasと喰食作用」
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物を糧として (histiotroph)、 体表から吸収す

る。即ち、彼 らの栄養外胚葉 (trOphoectoder―

m)は貪食能を保持 している。胎生哺乳類の哺

育は母親からの胎盤循環と母乳栄養で事足 りる

と理解 して居るな ら、 これ も半可通。直径25

μにも満たない卵細胞は顆粒膜細胞が分泌する

卵胞液に塗れて排卵直前とも為れば、Graaf卵

胞内で直径0.1～ 0.2mm、 減数分裂を重ね乍も受

精可能な配偶子 にまで育 ち、なん と直径は
ひとえ かりゆうまくさいぼう

8,000倍 にもsize upし ている。偏に顆粒膜細胞

か らの分泌液、即 ち卵胞液か らの養分摂取

(histiotrOph)の 賜物。 この時期、ヒ トの子

も鮫や贖の末孫と何 ら変 りはない。人間と鮫が

此底に近いとは、流石のCarl von Linn6が著

した分類の壁も案外に脆い処が在るの乎。

こうなると胎生を標榜しては居るものの、成

長期を通じて其のみで購っては居ない。ヒトの

卵細胞は卵黄が欠如するyolk― less eggだ が、

時期に由っては鮫肌や トリコモナス被覆上皮の

phagocytosisを 模 し乍育つ。酸素毒を含有す

る胎盤循環の利用を焦つちやならぬ。それには

器官形成期が粗方終了した後で、manganese

superoxide dismutaseな ど有害酸素のscav

eging enzyme(清掃処理酵素)の完備を要す

る。Histiotrophに 始まった胎児の栄養獲得は

Hemotrophへ移行 し、最後に亦Histiotrophヘ

の帰還ですな。馬鹿なっ 1最後は自分の呼吸器、

消化管を使う。消化吸収と仰い、消化と !出生

後に母乳栄養を享受できる哺乳類を名乗るまで

の道程はまだ未だである。 「ローマは一日にし

て成らず」を、図らずも姦に見る。

率 済生会日田病院 (ホームページ htt,//sasdkai.hita.dtajD
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手術を受けることにな った ら

手術を受けることになったら、みなさんは何を
しますか ?

必勝祈願で神社に参る人もいるでしょう、お墓

参 りをしてご先祖様の加護を期待する人もいるで

しよう、大好物を食べにいくという人もいるかも
しれません。麻酔科からお願いすることは以下の

通りです。

1 飲んではいけない薬があります
いつも飲んでいる薬の中には、手術前に休薬し

なければならない薬があります。患者さんが手術
のために入院してから、休薬すべき薬を飲み続け
ていたことが発覚することがあります。薬の種類
や手術の内容にもよりますが、そういう場合、手

術を延期することがあります。せっかく都合をつ

けて、準備をして手術に来たのに、延期ではつま
らないですね。一番多いのは 「抗凝固薬」です。
「血液がサラサラになる薬」 とか、 「血が止まり
にくくなる薬」などと説明されて処方されること

が多いです。

手術が始まって、血が止まらないと大変なこと
にな ります。本当は飲み続けていたけど、延期に
なるのがいやだか ら黙っている、なんていうのは
もってのほかです。正直に申告しましょう。お薬
について、分か らないことは主治医や薬剤師に聞
きましょう。

2 禁煙してください

かつて喫煙者だった僕には、禁煙のつらさが分
か ります。イライラしますよね。たいていの喫煙
者は今 までに禁煙 に挑戦 した こともあるで しょ
う。普段の生活にあっても禁煙は苦痛なのに、手
術前のス トレスの中でタバコを控えるのはなかな

麻酔科医長 中 本寸 浩 司

かできることではありません。 しかし、手術前の

禁煙は、術後の呼吸器合併症の低減につながるそ

うです。術後の呼吸器合併症は、患者さん自身も
つらいし、退院を遅 らせます。次の一本を、最後
の一本としましょう。

3 絶飲食の時間があります

予定手術のときには、この時間より後は飲食を

控えてください、というお願いをします。なぜか
というと、胃の中に物がつまっている状態だと、

麻酔をかけたときに吐いてしまう方がいるからで

す。意識がない状態で、日の中が吐物でいっぱい

になったら大変ですね。吐物の中には胃酸が含ま
れていて、それは肺を深刻に傷害します。たとえ
ば、夜の12時から絶飲食になって、朝のお薬を内

服する指示が出た場合、できるだけ少ないお水の

量で飲み込むのが良いと思います。安全な手術の

ため、 ご協力ください。

手術を受ける患者さんの中には、自身のことを
「まな板の上の鯉だ」 と冗談めかして表現する人
がいます。高齢男性に多いです。手術を前に、そ
の潔さは清々しくみえます。でもぼくはあまりよ
い印象ではありません。考えてもみてください。
鯉は患者さんで、料理人は外科医です。他にはで
てきません。麻酔医不在のその慣用表現は聞くと
複雑な心境にな ります。と、いうことで僕はその

冗談に笑った りはしません。クールに流すように
しています。あるとき、手術前のおじいさんと話
をしていて、その言葉をいいそうな雰囲気が伝わ
つてきました。言 うぞ言 うぞ、笑ってやるもの
か。その方はこう言い間違いました。 「わたしは
井の中の蛙です」。思わず笑ってしまいました。
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臨床検査技師に関する法律の改正

～当院での業務拡大について～

平成27年 4月 より臨床検査技師の業務に

検体採取が追加されました。前回の法改正

は昭和45年 で、採血行為が加わ りまし

た。それから44年が経過し、当院では、

外来採血やエコー、心電図などの生理検査

は、主に検査室で臨床検査技師が行ってい

ます。

今回の業務追加は今後の社会保険制度改

革の一つであり、団塊世代の後期高齢者が

増加することが予想されていますので、そ

れに合わせチーム医療への参画および医師

や看護師の負担軽減による業務分担でもあ

ります。

検体採取の主な内容は、皮膚表在組織病

変部等における検体採取、糞便検査におけ

る検体採取、インフルエンザ等における検

体採取、味覚 。嗅覚検査です。これらの検

体採取を行う場合、指定講習会を受講し、

修了証書を受理することが必要で、当院で

は、すでに5名 の技師が修了し、皮膚表在

組織病変部における検体採取 (主 に真菌検

査)を行つています。

では、当院で技師が行つている真菌検査

とは、どんな検査でしょう ?

(表 1)皮膚真菌症の分類

1孫 性真菌症

臨床検査部技師 上 田 里 沙

皮膚真菌症は表在性 と深在性 に分類さ

れ、原因菌の種類により病名がつけらてい

ます。 (表 1)角質層を寄生の場とする真

菌症を表在性真菌症といい①白癬②皮膚カ

ンジダ症③疲風 (で んぶう)があります。

深在性は真皮を寄生の場とする真菌症で①

スポロトリコーシス②黒色真菌症③クリプ

トコックス症などがあります。

大部分は表在性皮膚真菌症で、深在性皮

膚真菌症は0.1%以下です。

表在性皮膚真菌症で最も多いのが自癬菌で

す。そのうち 6割余 りを占める足白癬は 5

人に1人、爪白癬は10人 に1人が罹患すると

されています。

カンジダ症では、オムツをしている場合

や、肥満による中年女性の胸の谷間など高

温多湿な部位に見られます。

真菌検査は、病巣の角質を少しピンセッ

トで軽く削り取 り、顕微鏡で菌の有無を検

査します。角質層、水疱蓋、毛、爪、時に

生検材料が検査材料になります。採取した

検体をスライ ドグラスにとり、20%水酸化

カリウム液で溶か し、顕微鏡で鏡検 しま

す。これをKOH検査、または直接鏡検と呼

び、菌が見 られれば、診断は確定します。

臨床的に、真菌症に似ていても、湿疹であ

ることも多く、またKOH検査で菌が見られ

ない場合には、再検査を行つたりします。

高い検出率、速やかな診断のために、菌が

いそうな部位を採取することが重要になり

ます。

今後、真菌検査だけではなく、臨床検査

技師が、検体を採取し、検査する機会が増

えてくるのではないでしようか。

白癬

皮膚カンジダ症

疲風

・真菌の発育が皮膚表面に限ら

れます。
・臨床の現場で見られる大多数

の例が表在性皮膚真菌症です。

スポロトリコーシス

黒色真菌症

クリプトコックス症など
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ですが、内臓真菌症の播種による病変とし|

深在性皮膚真菌症

て生じる場合もあります。
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「リレー・フォー・ライフ。ジャパン2015大分」が10月

H、 12日 に大分市の大分スポーツ公園で開催されまし

た。このイベントは、アメリカの医師が、「24時間がんに立

ち向かう患者の勇気を讃え、彼らを励まし応援したい」と

の想いから24時間走り続け、それに賛同した人々から多

くの寄付がよせられたことから始まりました。現在では、

がん患者 (サバイバー)や家族、支援者が交代で24時間

歩くチャリティーイベントとして、世界25ヶ 国で開催され

ていま丸 大分での開催は今年で8回目を迎え、当院は4

回目のチーム参加となりました。

当日は、元気いっぱいのサバイバーズウォークから、
24時間のリレーが始まりました。参加者がトラックの周り
に並び、サバィバーとハィタッチを交わしていき、会場は

笑顔に包まれま丸 参加者は、手作りのたすきや心のこも

ったメッセージフラッグを繋ま それぞれのペースで歩き

続けま丸 会場では、医師による講演やサバイバーズトー

ク、生演奏やダンス等のステージ企画が行われたり、健

康チェックやハンドマッサージ等のブースが設けられて
いたりと、がんの啓発、募金活動と共に、参加者同士の

交流を深めま丸 日が落ち、暗くなると、千個を超えるルミ

ナリエ (メ ッセージキャンドル)に灯がともり、メッセージ

に込められた想いのように、会場を優しく照らしま丸 エ

ンプティテーブルでは、参加者全員が足を止め、会場に

来ることができなかった大切な人を想い、黙祷を捧げま

した。

このイベントが、サバイバーが一人で抱え込ま式 支援

者と手を取り合い、笑顔でいられる場所となっており、身

体の治療だけでなく、想いを共有できる空間、存在が患

者の大きな支えとなっていることを実感しました。私たち

も、様々な方向から患者を支える一部分を担えるように、
今後も日々 の業務に取り組んでいければと感じました。
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【11月 012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。
キ健康保曖証、1医療受給者証|(またぃ高齢受給者証)を持参してください。
*病院の窓口で現金をお支払しヽ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
11月          12月
10日の。24日び0、 8日ω・22日の 高 花 公 民 館 1:45～ 3:15

古 後 11月 17日の、12月 15日ω 古後生活改善センター 1:45～ 3:15
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