
「医者 の始 ま り」

院長 林 田  良 三

医者の始まりと言われれば、まず頭に浮かぶの

は 「医学の父」と称されるヒポクラテスであろう

か。紀元前5世紀、古代ギ リシャ時代にエーゲ海

のコス島で代々医者の家系に彼は生まれている。

ではなぜ祖父や父でなく、彼が現代において 「医

学の父」 と称されるのか。それは迷信や呪術で医

術がなされていた時代にあって、経験や観察に基

づく科学的見地に立脚した医学を確立し、それを

実践 したか らである。2千数百年前と言えば、 日

本では弥生時代のはじめのころで医学という概念

す らなかったと思われる。そんな時代に怪しげな

医術を経験科学に基づく医学へと昇華させたので

ある。

さらに彼は医者が守るべき職業倫理についても

有名な 「ヒポクラテスの誓い」として残している。

これは彼の死後、 100年以上年経って編纂された

「ヒポクラテス全集」の中に記されている。

ヒポクラテスの誓い (訳 :小川鼎三)

1.こ の術を私に教えた人をわが親のごとく敬い、

わが財を分かつて、その必要あるとき助ける。

2.その子孫を私自身の兄弟のごとくみて、

彼 らが学ぶことを欲すれば報酬なしにこの術
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を教える。そして書きものや講義その他あら

ゆる方法で私の持つ医術の知識をわが息子、

わが師の息子、また医の規則にもとずき約束

と誓いで結ばれている弟子どもに分かち与え、

それ以外の誰にも与えない。

私は能力と判断の限り患者に利益すると思う

養生法をとり、悪くて有害と知る方法を決し

てとらない。

頼まれても死に導くような薬を与えない。そ

れを覚 らせることもしない。同様に婦人を流

産に導く道具を与えない。

純粋と神聖をもってわが生涯を貫き、わが術

を行う。

結石を切 りだすことは神にかけてしない。そ

れを業とするものに委せる。

いかなる患家を訪れる時もそれはただ病者を

益するためであり、あらゆる勝手な戯れや堕

落の行いを避ける。女と男、自由人と奴隷の

違いを考慮しない。

7.

8.医に関すると否とにかかわらず他人の生活に

ついての秘密を守る。

9。 この誓いを守 りつづける限り、私は、いつも

医術の実施を楽しみつつ生きですべての人か

ら尊敬されるであろう。もしこの誓いを破る

ならばその反対の運命をたまわりたい。
「ヒポクラテスの誓い」は崇高で高潔な医者の

精神性を示したものである。2千数百年の時を経

ても色あせることなく、世界中の医者たちにジュ

ネーブ宣言として形を変え受け継がれている。

医学は日進月歩でその蓄積は膨大な医学大系と

なり、病気の診断、治療に画期的なアプローチが

可能となった。一方で現代医学はともすれば、一

人の人として患者をとらえる視点を忘れがちであ

る。そしてこのことが多くの医療過誤やそれによ

る医療訴訟の根底にあるのかもしれない。一人の

医者と一人の患者との関係性のなかに医者の価値

を見出した 「ヒポクラテスの誓い」に今こそわれ

われは立ち返ってみる必要がある。今そこにいる

患者をなんとかしたいという気持ちが医者の始ま

りだったはずである。ヒポクラテスもきっとそん

な思いから医者としての一歩を踏み出したにちが

いない。

コス島のヒポクラテス
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ピーテル・パウル・ルーベンス作版画、1638年。

アメリカ国立医学図書館蔵・画像提供
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脳神経外科Q&A

(自 営手伝い 。女性・54歳 )

3年ほど前から左顔面の日、ほお、唇までの

筋肉が引きつって、まぶたが 5～ 10秒 ほど閉

じてしまいます。特に人前や緊張 した時など

がひどいようです。針治療や漢方薬なども試

してみましたが良くな りません。先生は私の

ような症状の患者を診た事がありますか?何 と

言う病気でしょうか ?

おそ らく「片側顔面痙攣」と思われます。目

の周囲の痙攣は、単に疲れやス トレスに起因

するものもありますが、 「片側顔面麻痺」は

日の周 りか ら段々広がっていくのが特徴で

す。なぜか中年以降の女性に多く見 られ、緊

張やス トレスで増強される傾向があります。

また、もちろん治療経験はありますし実際治

療中の患者さんもおられます。

原因はどのようなものが考えられますか?

原因は実は頭の中にあり、顔面神経の神経線

維の束が脳から出てすぐの脳幹部 (橋 という

場所)で慢性的で持続的な刺激を受けている

為とされています。

大部分は動脈硬化で屈曲延長した脳血管が神

経の根元の所を圧迫して、慢性化すると神経

線維の束を保護 している膜を傷めます。そう

すると、血管の拍動が神経 に直接伝わった

り、少しの刺激で顔面神経のスイッチが入っ

た りして不随意に顔面筋肉の収縮を起こさせ

ると考えられています。

脳神経外科 目」院長 匠

治療法はありますか?

一番目に考えられる治療は、全身麻酔下に開

頭して顕微鏡下に神経を圧迫している血管を

はがす (移動させる)「微小血管減荷術」で

す。90%以上の治癒率で、手術に伴う合併症

は 5%以下と一般にはされています。 7日 か

ら10日 の入院が必要です。

手術は怖いし、入院も仕事の都合でできない

のですが、他に治療法はありますか?

手術も入院もいらない治療法はもちろんあり

ます。ボツリヌス毒素 (ボ ツリヌス トキシン

A型 )を 局所 に注射する方法がその一つで

す。効果や合併症の点でも手術療法と比べ引

けをとりませんし、手術後の再発例にも有効

です。ただし効果の持続が3～4ヶ 月であるこ

と、薬の耐性が生じる (効 かなくなる)可能

性があるのが難点です。

わたしは如何したらよいのでしょうか?

まず、脳神経外科や神経内科のある病院を受

診してください。まれに脳腫瘍や脳動脈瘤が

原因のことや他の神経疾患の場合もあるから

です。また、「ボッリヌス トキシン局注療法」

は入院の必要はなく外来通院が可能です。 日

田玖珠地区では済生会 日田病院脳神経外科で

もこの治療法を行ってお ります。ご相談くだ

さい。

「顔面の筋肉が引きつる」
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困つた時の相談窓口
～がん相談支援センター～

がんに関する質問や相談など、

お気軽にご相談ください

国民の2人 に1人ががんにかか り、 3ノ、に 1ノヘ、が

がんで亡くなる今 日、がんは国民病の一つとなり

ました。当院においても、がんによって通院、入

院されている患者さんが多くいらっしゃいます。

当院は 「がん診療連携拠点病院」に指定されてい

ます。 「がん診療連携拠点病院」とは、全国どこ

にお住まいでも質の高いがん医療が受けられるよ

うに、厚生労働省が指定する地域のがん診療の中

心となる施設です。大分県内では、大分大学医学

部附属病院、大分県立病院、大分赤十字病院、大

分市医師会立アル メイダ病院、別府医療セ ン

ター、中津市民病院、済生会日田病院が指定を受

けています。 「がん相談支援センター」は上記の

「がん診療連携拠点病院」に設置されている、が

んに関するご相談の窓口です。

がんの診断から治療、その後の療養生活、さら

に社会復帰と、生活全般にわたって疑問や不安を

感じたとき、一人で悩まず、気軽に 「がん相談支

援センター」にご相談ください。

～どなたでも無料で利用できます～

「がん相談支援センター」は患者さんやご家族

のほか、地域の方々はどなたでも無料でご利用い

ただけます。 「がん相談支援センター」では、が

んに関する治療や療養生活全般、地域の医療機関

などについて医療相談員や看護師が相談をお受け

します。なお、国が指定した研修を終了した相談

員は 「がん相談支援センター」のロゴをかたどつ

た標記のようなバッジを着けています。

相談は、面談または電話でお受けする方法があ

ります。

～どんなことでもご相談ください～

生活のことや、治療や療養に伴う疑問や不安を

誰かに話すことは抵抗があるかもしれません。し

かし、相談いただいた内容が相談者の同意なしに

他人に知られることはありません。また、匿名で

のご相談も可能です。 「相談をすると、担当医が

よく思わないのでは」等と心配される方もいらっ

しゃいますが、そんな時はそのご不安も含めて相

談員にお話ください。相談員はそのお気持ちに配

慮しながら相談に応じます。

～がん相談支援センターでよくある相談～

○がんの治療について

○医師の説明について

○検査や今後の生活について

○治療の副作用や生活面への影響について

○がんに関する情報収集について

○様々な治療法やセカンドオピニオンについて

○緩和ケアについて

○医療費について

○家族とのコミュニケーションについて

○医療者とのコミュニケーションについて

○周囲との関わりについて

○就労について

○自宅での療養・介護について

○気持ちの落ち込みなど心のことについて

○患者会・サロンについて 等です。

上記の他にも、相談内容は多様です。

お一人で悩まず、ぜひ「がん相談支援センター」

をご利用ください。相談をご希望の際は下記へご

連絡又は、 1階受付または、病院スタッフにお気

軽にお声かけください。

*参考 :国立がん研究センターがん対策情報センター

済生会日田病院 がん相談支援センター

直遷E:0973… 22… 8772(ヨ平日8:00～ 17:00)
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前回、緩和ケア病棟の医療費についてお話しましたが、今回は同じ時期に開設したもう一つの地域包括
ケア病棟について説明します。地域包括ケア病棟とは、急性期治療を経過し、病状が安定した患者さんに

対して、在宅や介護施設等への復帰支援に向けた医療や支援を行う病棟です。本来は、一般病棟で症状が

安定すると、早期に退院して頂くこととなっています。しかし、在宅での療養に不安があり、もう少しの

入院治療で社会復帰できる患者さんのために、当院では地域包括ケア病棟を準備し、安心して退院して頂
けるよう支援しています。ただし、入院期間は60日 が限度です。

入院費は人工腎臓、手術・麻酔を除き、リハビリテーシ∃ン・投薬料 。注射料・処置料・検査料 。画像
診断料・入院基本料等のほとんどの費用が包括となります。

当院は地域包括ケア病棟 1の施設基準で、入院料は1日 あたり25,580円です。これに健康保険の自己
負担害」合に応じた金額が、患者さんの負担する金額となります。例えば3害」負担の方であれば7,674円で
す。

1ケ 月に支払う医療費の合計が高額になる場合には、所得に応じた高額療養費制度や事前に保険者に手
続きを行う限度額適用認定証の交付により、お支払い頂く金額が軽減されます。また、この医療費の自己
負担額の他に食事代 (1食当り360円 )が必要です。もし、医療費のことで心配なことがありましたら、
医事課にお気軽にお声かけください。

【5月 。6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。
*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
5月          6月
10日 ω。24日の、 14日αり。28日ω 高 花

/AN民
館 1:45～3: 15

古 後 5月 17日ω、6月 21日の 古後生活改善センター 1:45～3:15

.済年今日甲病院の「理念」と「基本方針」

: 国  紺 攪 緞 輻 ‰ 鼈 に警辱
1

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。

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。

します。
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