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結果 :歴史的には卵巣の上皮性癌の明確な診断

基準は示されていない。その上、形態的に卵

巣癌 と似た上皮成分は正常卵巣には無い。実
ぜんくびょうへん

際、卵巣癌の如何なる前駆病変も認められた
ながら

事はない。 しか し乍、子宮外で認め られる
ていあくせい ど

ミュラー管由来組織 と卵巣の癌や低悪性度腫

瘍、及び嚢胞腺腫 とは密接な関係がある。変
き き ていげん

異BRCA遺伝子キャリアーに対する危機低減
しゅじゅつ

手術 (risk reducing surgery)で 得 られた
ふ へんてき  しん

卵巣と卵管を精査 した結果、最も普遍的で侵

襲性が高い卵巣漿液性腺癌は表層上皮由来で

はな く卵管采か ら発生するものが大部分で

あった。

結論 :山積 しつつある明白な根拠により、卵巣

癌は卵巣表層上皮か らの発生ではなく、子宮

:響
この事が多彩な組織形態

や進展形式に寄与している。

なで しこ雑感 :WHO卵巣上皮性腫瘍分類でも

表層上皮由来で一貫 してきた事は、この腫瘍

群の見出し (caption)が commOn epithe

lial  tumourか らsurface epithelial― stro―
へんせん

mal  tumoursへ変遷して来た通 りである。

非を認めるに吝かでないWHOは 2014年発

]?曇露V専 :まξ君邸叩蟹讀彊驚理魯層写
後に残る。癌発生の起源が不明、或は曖味の

儘では 1)早期発見、そ して 2)早期治療、

さらには 3)予防切除な ど出来る訳がない、

危機低減手術 (risk―redu9ing surgery)で

す ら夢のまた夢に過ぎぬ乎。
ていしよう*'m詳

嘲『1』L」翼をFMる。

V「
インパクト・ファクター」

(lmpact Factor: I F)

院長 西  田 敬

インターネットのブログと同様に、流布し始

めた耳慣れぬ言葉にインパクト・ファクターが
あた    しようげきど          しすう

ある。学会に与える衝撃度 (影響力)指数とい
ぃ ち づ     め やす

う和訳が適当か。医学雑誌の位置付けの目安で、
さいたく

医学論文の評価法のひとつともなる。採択され

な設「[曇」舎堡優昼沃響歩「早TiF響裏|:

掲げた掲載誌は、Oxfordか ら語弊されている
Annals Oncology(腫瘍学年報、2013)で、

ちょしゃ

IFは 7.040と 相当に高い。 しかし、筆頭著者の

Louis Dubeauは これより話にIFで判断すれば、
更に上位のLancet Oncologyに 「The cり

1愛 i、

origln of ovarian eplthelial tumours」 が収載

されて いる (卵 巣上皮性腫瘍 の細胞起源 :

襴 :ヾ碓鶴λヾ籍ョこピ∬ら望、列鶴れ
がんの90%は腺癌であ り、卵巣を被 う腹膜、

即ち卵巣の漿膜 (表層上皮)か ら発生すると

主張されてきた。

論文の構築 :り
:墨場Fの 11巣

外か らの発生を主

張する論文を渉猟し、纏めた。
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虚 血性 心 疾 患 とは

心臓血管内科 医員  豊 土曽  謙 太

心臓は心筋と呼ばれる筋肉からできてお り、心

筋が活動するために栄養を与えている血管を冠動

脈といい、左側 2本 (左冠動脈 :前下行枝、回旋

枝)右側 1本 (右冠動脈)に よって酸素供給を受

けています。

狭心症とは、冠動脈の血管内腔が動脈硬化や痙

攣などにより狭 くなり、心筋への血液補給が不足
した状態の時におこり、冠動脈が詰まり血液補給
が途絶えた状態では心筋梗塞を発生します。これ

ら病気を虚血性心疾患と呼びます。

【虚血性心疾患の原因】

原因の多くは冠動脈の動脈硬化であり、動脈硬
化は加齢とともに進んでいきますがこの他にも高
血圧 。高脂血症 。糖尿病 。喫煙 。肥満・遺伝など
が動脈硬化を進める危険因子となっています。

【虚血性心疾患の症状】

狭心症発作の典型的な症状は前胸部を中心とし
た、締め付け られるような圧迫感 と不快感です
が、人により感じ方が異なります。冷や汗、左腕
のしびれ、のどがつまる、奥歯がうずく、などの

場合もあります。また高齢者や糖尿病の方では息
切れや動悸のみが出現 し胸痛を感 じない場合もあ
ります。

これ らの症状は安静にしていれば殆どが15分以
内に治まります。しかし、激しい痛みが30分以上
続 く場合はより重い心筋梗塞を疑う必要がありま
す。今まで異常がなかっ

たのにここ2～ 3日 で症
状が出現してきた、今ま
でよりも軽い労作で症状
が出現するといった場合
は病気が進行している可

能性が高く、なるべく早
く専門の医療機関を受診
する事が必要です。

【虚血性心疾患の検査】
・心エコー検査
・ トレッドミル運動負荷検査

ベルトコンベアーの運動を行っている間に心電図変

化を監視する検査です。心電図変化や胸痛等の症状
の出現の有無により狭心症の可能性を評価します。

・ホルター心電図

24時間心電図を装着し、装着中の不整脈の有無

や心電図変化を観察します。
・冠動脈CT検査

冠動脈の狭窄の評価目的で行われます。
・心臓カテーテル検査 (冠動脈造影検査)

虚血性心疾患の最終的な診断をする時に行う検査で

す。冠動脈に造影剤を注入し、冠動脈の狭窄の狭く

なっている病変や閉塞部位を直接診断します。

【虚血性心疾患の治療】
・薬物療法

血管拡張剤や心筋の酸素消費を減 らすお薬、動
脈硬化の粥腫に血栓と呼ばれる血液の固まりが

付きにくくする抗血小板剤を使います。
・外科療法

手術によって狭くなった血管とは別に、血液の流れ
る道をつくる冠動脈バイパス術 (CABG)が行われま
す。

・カテーテル治療法 (冠動脈形成術)

カテーテルによって狭くなった血管を広げ血流
を再開させるカテーテル治療法にはバルーン療
法とステント療法があります。

急性心筋梗塞は年間約25万人が発症し、少なく
とも14%以上が病院外で主に致死的不整脈にて心
肺停止状態となる非常に危険な疾患です。心筋梗
塞の治療は時間との勝負であり、可能な限 り早期
に再灌流療法を行うことでその後の生命予後が大
きく異な ります。気になる症状がある方はご相談
ください。
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関節エコー検査始めました

臨床検査技師 原 口  未 奈 子

関節 リウマチとは関節が炎症を起 こし、軟骨や骨は破壊されて関節の機能が損なわ

れ、放つておくと関節が変形してしまう病気です。腫れや激しい痛みを伴い、関節を動

かさなくても痛みが生じるのが他の関節の病気と異なる点です。手足の関節で起こりや

すく、左右の関節で同時に症状が生じやすいことも特徴です。その他にも発熱や疲れや

すい、食欲がないなどの全身症状が生じ、関節の炎症が肺や血管など全身に広がること

もあります。

リウマチの治療は、以前では関節の腫れや痛みが数ヶ月続き、さらにレントゲンで明

かな骨や軟骨の変化が現れて初めて開始されていました。現在ではより早期に診断で

るように関節リウマチの診断基準が出来ましたが、非定型例では診断が難しいことが

ります。

関節エコー検査は関節リウマチがひきおこす滑膜の炎症を直接観察する画像検査で、

だ骨に変化が現れていない早期の段階で診断が可能です。炎症を起こしている関節滑

は健常な場合と異なり厚みを持ち関節液が増加した状態となり、内部に異常な血流信

を観察することが出来ます。レントゲン画像は骨や関節の障害を評価することに適し

いますが、炎症を直接観察することはできません。

他の部位の超音波検査と同様、観察する部位にゼリーをつけてプローブとよばれる装

置 をあて るだ けです。超 音波 は無

害、無痛で、体内に人工関節な どの

金属がある方、閉所恐怖症の方で も

実施可能です。

当院で関節エコー検査ができるよ

うにな りましたので、関節の痛みや

「これは リウマチなの ?」 と不安が

ある方はお気軽にご相談下さい。
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医療買てお日りの方は、まず、ど相談ください。
済生会日田病院は、社会福祉法人の病院として、社会福祉法第 2条第 3頂に基づき、経済的な理由によつて、必要な

医療を受ける機会が制限されることのないように、医療費の支払いに困っている方を対象に、診療費の自己負担額を

減免 (無料又は低額診療事業)しています。

● 受診を控えたり、受診回数を減らすことのないよう|こ 、まず、ご相談<ださい。

医療相談員がご相談に応じ、所定の手続き (面談。所得の確認等)を経て、本制度の適用について決定します。プライバシーは厳守します。

対象者例 :①市町村民税非課税世帯の方 ②市町村民税均等割世帯の方

③「限度額適用 。標準負担額減額認定証」の適用を受けている方

④「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」の適用を受けている方

⑤「就学援助制度」の認定を受けている方
⑥低所得者等の生計困難者 (世帯収入が生活保護基準の1.5倍までの者)

][]言E言[し■言:[|:喜誓I]:i嘗鐵鰈瞑ti髪姜与仄轟ξ[狼厩旧
そ
)

利用方法 :。 ①から⑤に該当する方は関係機関からの証明書、認定証、通知書等を提示して<ださい。
・⑥の方については、面談にて詳細な状況を確認いたします。
・本人または成年以上のご家族等から、診療費減免申請書を提出していただきます。
・院内の所定の手続きを経て、減免の可否について決定し、本人または成年以上のご家族等へ通知いたします。

※失業等 |こ よリー0寺的に低所得となった場合やD∨ 廼己偶者等からの暴力)を受け医療費の支払いが出来ない方、保険証が
無い方でも外来診療費・入院費診療費ともに相談に応じることが可能ですので、どうぞご遠慮な<医療相談員まで声を
あ掛け<ださい。

.済生今日田病院の|「翠含J.こ
「基本方針J _患者の権不リーと義務

国  紺 攪 識 頷 ‰ 鵬 に響辱
す。
1 生活困窮者支援事業を推進 します。
2 信頼される救急医療体制を構築します。
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。            i

■■
==■      _=■ ■__    _=■ ■■‐   __■ |=■__    ‐、‐■.■‐_    11:

1.最善で安全な医療を平等に受ける権利があります。
2.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。

3.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。

4.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。
5.治療に当たり症状を正確に告知する義務がありま

す。
6.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。
7.診療費を支払う義務があります。

l

【2月 03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。・  ■  ■

‐《鷹犀層暑話モ舅蜃詈駆正し|また聾雰詈誓属語磐編言事「
てくゲすい:

E 1A 2tr16E9),3E22Eg)

2月          3月
9日ω。23日の、15日 ∞。29日の  高 花 公 民 館 1:45～ 3:15

1:45～ 3:15
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