
巡 回 通

'16

No。242
信誌

盤循環が未完成の裡に推移する。 この両者、

宙tellogeninと oxidantが結合した相互作用、

如何なる相加、或は相乗効果を発揮 しなが ら遺

残していく欺は不明。惟に人体発生学の綱渡 り

の妙、かもしれない。
らんせい ふ  か

卵生 (o宙parity)に 於ける卵黄は孵化 (hatch―

ing)するまで嗣子の栄養源。飼料や肥料が要 ら
て  ま かんけつ

ず手間や迷惑も掛からない、便利で完結した児
ききゃく

への栄養供給システム。それを棄却して、経口

「産卵を辞めた、損得」

院長 西  田 敬

暫く前の流行 り言葉、「巨人大鵬卵焼」は御子

様の三大好物の羅列だが、七・五調で、 日本人

好みのリズムにも為つている処がミソ。三題噺

と云えば寄席、夫も玄人受けの筋立て。三木助

の芝濱、アリャ傑作でしたなあ。一方、卵黄の
そうしつ

喪失と授乳哺育の獲得、そして卵巣癌と三題が
そ ろ がんよくせい

揃えば、今が旬の癌抑制遺伝子、BRCAが登場

する。哺乳類以外では胎仔の栄養は胎生期の卵

黄に蓄えられた宙tellogeninに 委ね られる。 こ

れは肝臓で生成される卵黄蛋自で、検出されれ

ば卵生が確定。胎生哺乳類では読んで字の如く、

之に胎盤循環栄養が取って代る。何しろ、母親

が摂取 した栄養分を四一、九一ではないが、総

取にできる利点は大きい。しかし、冨ギた溶け

込む有害酸素(oxidant)へ の暴露も免かれぬ。

実際、胎児の器官形成期は、用意周到にも、胎

きりか

の摂食栄養に切替えたのには什慶利点 (merit)

を見込んでの事欺 ?侯て、暫し。急いては事を

仕損じる、生物界は広大で奥深い。人類に現れ

た些細な事象を楯に、事の次第を推 し量るのは

無謀と云うもの。せめて有袋類、胎生というよ

り寧ろ、哺乳生と呼ぶ方が相応 しい、カンガル

ーの在胎生活を少しでも、理解 し納得した後で

なけりゃ、御前様方の生半可な脳ミソでは此の

問題の解明は不可能、到底無理で御座す。敢え

て、暴論を承知でspeculate(推論)すれば、産

卵を辞めて授乳を始めた、即ち、宙tellogenin

を見限ってcaseinを 採った理由は何か。種の

保存か らすれば、熱量的には等価交換であつた

筈。ん ?!ラテン語でcaseusはチーズではない

か !Jane Plant教 授が危惧されるように、自前

の乳製品でも什慶害悪を齋さんとも限らん。…

いや、いや正月の三が日も明けぬ裡は御屠蘇三

謀、畠蘇気分での議讐。詳より読王の星外、い

んや蒲簿に胡坐座りの墓舗。働畠落しを|

どんな
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お 肉 LOVE

外科医員 桜 井  日直子

2015年 3月 10日 、ベジタリアンの食事が大腸癌
のリスクを減少させる可能性があるとアメリカの

研究で明らかになりました。

ベジタリアンとは…

Vegetarian、  という言葉はラテン語のVegetus
が語源であり、健康で活力のある人、というのが

本当の意味であり、野菜ばか り食べている人、と

言う訳ではありません。つまり、ベジタリアン=
狭義の菜食主義者ではないのです。ベジタリアン

にもたくさん種類があり、ざっと以下のように分

類できます。

ヴィーガン :いわゆる、完全菜食。肉類はもちろ

ん、魚介類、乳製品などの一切の動物性食品は食
べません。

フルータリアン :木 の実 (ナ ッツ類など木になる

食べ物)以外は食べません。

ラク ト・オポ・ベジタリアン :肉類、魚介類は食
べないが、乳製品、卵は食べます。 (イ ンドのベ

ジタリアンの基本です。)

ペスコ・ベジタリアン :肉類、乳製品、卵は食べ

ないが、魚介類は食べます。

ポウヨウ 。ベジタリアン :肉類の中で鶏肉は食べ

ます。

セミ・ベジタリアン :肉類をなるべく食べないよ

うにしている人です。

今回の研究ではヴィーガン、ラク ト・オポ、ペ

スコ、セミの4タ イプのベジタリアンを調査してい

ます。結果、非菜食主義者と比較して、この4タ イ

プの全ベジタリアンは大腸癌のリスク減少と関係

性があることがわかりました(HR hazard ratio
O.79)。 しかし、ベジタリアンをタイプ別に非菜食

主義者比較したところ、ペスコ・ベジタリアンの

みで大腸癌の リスクが有意に減少 していました

(HR O.58)。 他のベジタリアンではリスク減少は有

意ではありませんでした。つまり、菜食というよ

り、魚菜食が大腸癌のリスク減少に関連があるよ

うです。

しかし、一方で2014年 11月 に発表されたアメリ

カの研究では、菜食はかえって糖尿病が悪化する

可能性が示唆された り、オース トラリアでは、う

つ病を発症するリスクが18%高 いこと、また、パ

ニック障害や不安障害のリスクも28%高 いことが

明らかにされたという研究も発表されています。

いろいろな報告が

されていますね。恐

らく、大腸癌は免れ

ても、今の私は菜食

によって確実に精神

疾患 を発症するで し

よう。みなさんは何

食を選びますか ?
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腹部超音波検査

腹部超音波検査とは、殆どの方が知つて

いる通 り、人の耳には聞こえない位高い周

波数の音波 (超 音波)を利用する検査で

す。腹部に超音波を発信し、そこから跳ね

返つてくる超音波 (反射波)を受信し、そ

れを画像化して診断しています。 この検査

はレントゲンやCT検査などと異なり、放射

線を使用しないので被曝の心配がなく、ど

なたでも安心してお受け頂ける検査です。

しかし、常にお腹の中全てが綺麗に観察出

来る訳でなく、例え腫瘍があつたとしても

様々な条件でなかなか観察や同定する事が

困難な場合もあります。そのような時には

次のような超音波検査で精査を行うことが

出来ます。

【造影超音波検査】

この検査はソナゾイ ドという造影剤を用

いた超音波検査になります。造影剤と言つ

てもCTやMRI等 で用いる造影剤とは異な

り、マイクロバブルと言われる平均1～ 3μ

mの気泡状の造影剤を使用します。 これを

用いて超音波検査を行うと、ソナゾイ ドが

取 り込まれた組織が鮮やかに造影されます

が、 (肝臓を例に挙げると)正常な肝臓組

織にだけ取 り込まれる性質があるため、時

間が経つにつれ、正常な組織以外の部位

(肝腫瘍)では欠損像として黒く抜けて見

えてきますので、小さな腫瘍や通常の超音

波検査では不明瞭な見え方しかできなかつ

た腫瘤像でも見付けやす くな ります。ま

た、この検査は乳房の腫瘤性病変にも用い

る事ができ、当院でも沢山の患者さんに検

査を行わせて頂いています。

臨床検査部 主任 f tt I教

但し、このマイクロバブルを安定させる

ために鶏卵由来の安定剤を用いているた

め、卵アレルギーのある患者さんには原則

禁止させて頂いています。

【RVS
(Rea卜 time Virtual Sonography)】

その名の通 り、超音波画像とCTや MRIの

画像をリアルタイムに同期表示させて行う

検査です。先に撮つたCTやMRIの画像を超

音波診断装置に取 り込み、超音波プローブ

に装着した位置センサーにより、空間的位

置情報 (座標軸)を決めることで、超音波

画像とほぼ合致したCTやMRI画像を表示さ

せる事ができます。これにより、プローブ

の動きに合わせて超音波画像とCTやMRI画

像が リアルタイムに変化 していきますの

で、両者を比較しながら検査を行う事がで

きます。また、この検査でも、先に述べた

造影超音波検査を同時に行う事ができ、よ

り質の高い検査を行う事ができます。

今回は一部の紹介でしたが、当検査部で

はこのように様々な機器や手法を用いて、

患者さんの病気の早期発見や治療に少しで

も貢献できるように努めています。

V
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今年度の火災予防訓練として、 12月 3日 0に 日

田玖珠広域消防本部予防課担当官の指導による消

火器具の使用訓練、並びに集合教育を行いました。

まず、担当官からの指導による消火器具使用訓

練を実施しました。主に今年度採用の職員が参加
し、消火器、消火用散水栓のしくみ、基本的な使

用方法の説明を受けた後、

実地訓練 を しましたが、

特に、消火用散水栓は訓

練時以外には触る機会が

ないため、構造や操作手

順の確認、放水の勢いを

実感することができまし

た。

引き続き行われた集合

教育では、同じく担当官

から、当院の建物の構造、

消火器具等の設備に基づいた具体的で実際的な説

明があり、参加者からは、初期消火などの初動対

応、普段からの消火器具の配置や避難経路を認識
しておくことなどの重要さを再認識できたとする

声が多く聞かれ、大変有意義な訓練とな りました。

【1月 02月の巡回診療日程のお知らせ】
地 区 名 診  療  日 場 所 日寺 間

東羽田高花
1月         2月
12日ω。26日の、9日の。23日ω 高 花

/AN民
館 1 :45～ 3 15

古 後 1月 19日の、2月 16日の 古後生活改善センター 1:45～ 3:15

※身体のことでお悩みの方は、お気軽にお出でください。

.1鷹犀層暑訂モ鷹璽詈雪蔓弘1顧電|よ

戸齢受総者評)を靖参してください。
だくのと同様に有料です。

|

済年会日EI病院の「翠含」こ―「基本1方針|

| 
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 1:着嘉T霧惹義言霞蕎負崎看縫翼1ます。

3.

4.

1妥劉勇震着通8宅「曇|【警喜暮唐言を掘懲2曇青臭
現に貢献します。

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。

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

_墨者―の1権 fll.こ 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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