
「仄かに匂う、梅の花」

院長 西  田 敬

顧晒れば学童期は僅の一昔、ほんのり匂う梅

の花。懐かしき小学唱歌の一節。 「ほんのり」

に漢字を当嵌めれば 「仄かに」が相当する哉 ?

綱にも無く椰 tこ九った。思つた込端に変に轟

釈染みて来るか ら厭 になる。案 じてはいたが、

製驚語 らん内容 に重込む。 まる鬱 野の手果、

国語審議会に広辞苑。詰 らん。国民を背負って、

導 く気概が見えぬ。偏狭で窮屈、而 も依惜地。

伸やで強か、場な自由闊達さ何処に。

呑兵衛と飲み屋の親爺の対話。 ♪美味くない

な、なんてえ酒だ。兜正宗 ?如何にも頭に来そ

うな銘柄だなあ♪。起 し得て、突死。忽ち引込

まれる。少しは三代目三遊亭金馬師匠の語 り回

を見倣ったら如何だ。昭和の名人と云っても円

生、小さん、志ん生の御菫勢のみ、1鞘じゃぁる

まい。彼 らに宅も引けをとらんのが金馬。 この

御仁を忘れちゃいかん。声の張 りと歯切れの良

さ、何より喋 りのリズム感。十八番の「居酒屋」

を御聞きになれば何方様にも納得 して戴けるこ
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と請合い。

医者 もその例に洩れぬが、噺家で喩えれば、

古人と現代人の違いは話員の違いで歴繋。轟臭
で解 り難くけりゃ、脱亜入欧。vocabularyの

差異と云えば如何や。杉田玄自の解体新書を捲

る迄もなく、現代 日本の医者言葉も西欧言語

(オ ランダ語)の翻訳から始まった。謂わば受
うりい がくよう ご      そ

売医学用語。今も其の傾向を引摺る。婦人科を

生業としたか らには月経現象を生理なんぞとは

決 して 回走るまい。決意は固かつた筈なのに、

sanitary napkinの 和訳でハタと困つた。衛生

的月経用品では語感が固過ぎるし、語路も悪い。

ずつと以前に話題にもなった映画のタイ トルか

らチャッカリ拝借したのか、アンネの日なる珍

語を編出したが、 “Queen Anne is dead"英

国の女王に所縁 も深い名前。気 を遣ったのが、

Anne Frankの 日記そのもの。世界記憶遺産登

録に至っては最早、是まで。何時の間にか使わ

れなくな り、廃れてしまった。然 らば、月経を

何と表現すれば良い ?抑 々、胎生哺乳類には普

遍的な現象なの乎。受精卵の着床に与らなかっ

た子宮内膜の崩壊、剥奪、排出と規定すれば生

物間での差異が出そう。胎児が母親に求める栄

養源により着床の深達度が異なる。組織分泌栄

養 (histiotrOph)で 充分に賄えるな ら嫌気性

解糖時代。或いは、更に濃密な養分が要求され

るな ら血液運搬栄養 (hemOtrOph)で 、好気

性解糖によリエネルギーを獲得。胎生に於ける

消化管の重要性は良く解った。成程、消化管の

実首!それで暮話に整岳ならぬ整罵の写真を錯
げたのか ?そ りゃ穿ち過ぎ、洒落がキツイ。
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放 射 線 科 の業 務 とは

放射線科 医員 松 田 晃 寛

初めまして。2015年 10月 より済生会日田病院で

勤務 している放射線科の松田といいます。以後よ

ろしくお願いします。

皆さんは放射線科と聞いてどのような仕事をし

ているかなかなか想像できないと思うので、今回

は放射線科がどんな仕事をしているのかを少しで

も理解 してもらえるように、業務内容を簡単に書

いていこうと思います。

【画像の読影】

放射線科の主業務の一つです。CTやMRIを撮っ

たことのある方はいらっしゃると思います。その

画像 を見て病気を診断することを読影 といいま

す。もちろん主治医の先生も画像はしっか り見て

いるので、一緒に画像を見て診断率を高めたり、

気づいていないところを指摘したりするのが目的

となります。治療に直接かかわらないため地味に

思われるかもしれませんが、適切な診断ができれ

ば、適切な治療に繋がつていくため、非常に重要

な仕事です。

【放射線治療】

放射線科のもう一つの主業務です。最近癌を切

らずに治す方法としてテレビなどで放送されてい

るか ら知っている方もいるかもしれません。 「放

射線は細胞を破壊する。癌細胞も細胞だから、放

射線を当てれば破壊できる」 というのが基本的な

理論です。もちろん、正常な細胞にもダメージは

ありますが、癌細胞の方が放射線が効きやすいた

め、先に癌細胞をやつけることができます。 しか

も、技術の発達により正常な細胞にできるだけ当

たらないようにしながら癌細胞に集中して放射線

を当てることができるようになっているため、副

作用も以前と比べてかな り減ってきています。そ

のため、今では手術や抗癌剤にならぶ癌の治療法

の一つとなっています。もちろん放射線治療も万

能ではなく、効きやすい癌もあれば効きにくい癌

もあります。大切なのは主治医の先生としっか り

相談して、患者さんそれぞれに最適な治療を選択

できることだと思います。その他にも癌の痛みを

抑えるための放射線治療もありますが、文字数の

関係で省略させていただきます。

【核医学検査】

あまり聞きなれない言葉だと思います。CTや
MRIは体外から放射線や磁気を当てて画像を撮る

のに対して、核医学は注射で体中に放射性物質を

注入し、そこから出る放射線を測定し画像を撮る

検査です。怖い検査のように見えますが、注入し

た放射性物質は半日ぐらいで分解されるため、放

射線の影響はCTとそれほど変わりません。異常の

種類に合わせた放射性物質を使うことにより、癌

だけでなく、認知症や心筋梗塞などの検査も行う

ことができます。

【血管内治療】

これもあまり聞きなれない言葉だと思います。

カテーテルという細い管を血管に入れて癌や動脈

瘤を治療したり、出血を止めたりします。手術よ

りも体への負担が少ないため、手術ができない人

にも行いやすいのがメリットです。

基本的には これ らが放射線科の仕事にな りま

す。言葉だけではなかなか理解 しにくいところも

あると思いますが、放射線科という科について少

しでも理解してもらえれば幸いです。
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ホルター心電図とは

そもそも心電図とは…

心電図という言葉をよく耳にすると思い

ますが、心電図の意味を説明しようと思う

と意外と難しいことに気づきます。心臓に

は自動能、興奮能、伝導能、収縮能といつ

た機能が備わつています。自らが電気的興

奮を起こし、それを心臓内に伝えて収縮を

します。簡単にいってしまえばその時に生

じる電気的活動を記録したもののことを心

電図とよびます。動悸、胸痛、呼吸困難、

失神などの症状の原因精査や、手術前の検

査の一つとして心臓に問題がないかの確認

にも応用されます。検査時間は電極の取 り

付けか ら記録まで30秒程度で終わる検査

です。

ホルター心電図とは…

ホルター心電図は24時間心電図ともよ

ばれ、小型軽量の記録装置を身につけて日

常生活中の長時間の心電図を記録して、こ

れを後日解析する検査です。ホルターとい

う名称は24時間心電図記録法の発表者で

あるホルター (Holter)博士の名前に由来

しています。

通常の心電図では10秒程度の短時間し

か記録しないため、症状の原因となる心電

図が必ずしも記録できるとは限りません。

24時間心電図を記録する事で、 日常生活

の中での虚血性の心電図変化や不整脈をみ

つけることができ、最高、最低心拍数や不

整脈の種類、数、発生時間などの関係から

臨床検査部 技師 久 保 田 優 斗

不整脈の診断やベースメーカの機能評価、

薬物治療効果の判定などにも有用な検査で

す。

検査の流れですが、当院生理検査室で心

電図記録用の電極 (シ ール)、 記録装置を

取 り付けます。専用のポシェット付きのベ

ル トを腰に巻き、ポシェットの中に記録装

置を入れて 1日 生活を送ってもらいます。

行動記録メモ用紙に、 1日 の具体的行動、

運動、食事、薬の服用や起床、就寝時間を

書き込み、検査中に動悸や胸痛がおこつた

時は時間も一緒に記録してもらいます。 1
日の行動を記録する事で、行動や症状に一

致した異常な心電図がでていないか解析時

に照らし合わせることができます。記録装

置を取 り付けてから24時間後に再来院して

いただきコンピュータで解析をおこないま

す。土曜、 日曜日を除き取 り外したその日

に解析結果を出すことが可能です。

現在当院では 4台のホルター心電図用の

記録装置を備えています。動悸や胸痛、息

苦しいなど些細なことでも気になる症状が

あれば気軽に相談してください。
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趣味は推理ものにハマっています。モッ

トーは特にありませんが、何事も固定観念

にとらわれず、臨機応変にしたいと思つて

います。

④ 体重が増えやすい体質なので、炭水化物

①氏 名 ②担当診療科

③趣味 。モットー ④私の健康法

⑤患者さんヘー言 ⑥開業医の先生万ヘ

を控えるようにしています。アルコールは控えま

せんが。

⑤ 個々にあわせた診療を心がけています。それぞ

れに合った検査・治療をご提案したいと思ってい

ます。

⑥皆様の地域での診療に対して、協力・連携できる

ことを少しずつ増やせたらと思つています。
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診療事
‐
業計画の
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知らせ

地 区 名 時間 。場所 4月 5月 6月 7月 8月 9月

東羽田高花
高 花 公 民 館

1:45～ 3:15
12ω
26ω

10ω
24ω

14ω
28ω

ω

ω

２

６

１

２

9ω
23ω

13ω
27ω

古 後
古後生活改善センター

1:45～ 3:15 19ω 17ω 21ω 19ω 16ω 20ω

※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1ま高齢1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同様に有料です。

済生会日田病院の「理念」と「基本方針」

躍蟹ョ  「済生」の心を受け継ぎ、医療と福祉の充

実・発展を通して、安心して暮らせる地域

社会の実現に貢献します。

団  1・ 害重 甲雫
者支援事業を推進 します。

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。

職員の協調と信頼によつて、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。

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。

.患者の権看r.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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