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8-細胞期を経て16個に達し、桑実胚 (mOru

la)と 呼名は変わる。然し、個々の細胞分化

の方向性は未だに定まらぬ。ヒトは己自身の

如何なる部分から創 り始めるか、意の儘にな

る訳ではない。中枢神経系か、将又、活発な

運動を可能にする骨格や筋肉など、運動器系

か。
ゆうせい  し せい

接合子は雄性と雌性の配偶子、即ち精子と

卵子が接合 (conjugation)し て誕生した歴

としたヒトの細胞で染色体数は倍数体 (dip―

loid)。 現金なもので、半数体 (haploid)

お かいこ ぐるみ

「 御 蚕 包 」

名誉院長 西  田  敬

「御蚕包で生れ、蝶よ花よと育てられ」え

え トコの子を前にして、生まれの良さを椰楡

する、朝「か僻みっぽい戯言。卵にミルクを呑

ませて遣る馬鹿が何処に居るか ?夫が…居る

のである。何でも実証して見せてくれる、あ

の驚嘆する可き医学者Otto Warburgが 1908

年に観察した事実、海胆の受精卵の酸素消費

量は非妊時の 6倍にも跳ね上がる。海胆の卵

と雖も、接合子とも為ればエネルギー代謝の

量は微々たる霞ではない。確かに、卵と雖も

栄養を要求している。一個の細胞が増殖して

恰も建造物を組立てるように、人体を建ち上

さなが め ぐ
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そして、何より興味深い。接合子 と呼ばれる

受 精 卵 は忽 ち分 裂 を開始 、 2個 の割 球

(blastomere)と 為る。その後、4-細胞期、

の時分にはconvoy宛 らに壁を巡 らせて卵を

囲んでいた顆粒膜 (放線冠)細胞、接合が成

立するや、受精卵から離れ去って逝く。嘗て

は、胎生3週 目頃に卵黄嚢の壁に生じた胚細

胞 (primordial germ cell)、 母親の正中線

上を街径い乍 も遊走 して到達 した生殖隆起、

透かさずこれに寄添う前顆粒膜細胞 (pre―

granulosa cell)。 栄養補給やhaploid卵 の

庇護を担う。

唯、闇雲に増殖するだけの桑実胚の割球が

目標を定めた分化を示すのは外側に栄養胚細

胞 (trOphoblast)を 分離 してか ら。何 しろ

卵黄を持たないyolk less eggか ら発した細
こしぺんとう      まま たびがらす  ど こ

胞。腰弁当も無き儘に東海道を旅鳥、何処を

細胞は機能別に分化し始めるが、栄養分の

獲得こそがヒトの栄養胚細胞に先ず求められ

る機能、即ち切取強盗。

棗卜 済生会 日田病院 (ホームページ httO//sasdk江 .hta.dtaj」
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夏 か ぜ に ご用 心

夏に流行する 「かぜ」があることをご存知でし

ょうか。 「かぜ」 といっても幅が広 く、みなさん
の中でも様々なイメージがあると思います。

夏かぜは一般に夏に流行するウイルス性疾患
で、エンテロウイルス属 (エ コーウイルス、コク
サッキーウイルス)やアデノウイルスがその代表
です。 これらのウイルスが高熱、のどの痛み、せ
き、おう吐 。下痢、目やに、発疹などをきたした

場合を総称して夏かぜと言います。
エンテロウイルスは飛沫感染で経目的に体内に

侵入します。多くは発熱のみで終息しますが、手
足口病やヘルバンギーナといった特徴的な症状を
きたすこともあります。

アデノウイルスは上気道炎 (咽頭結膜熱・咽頭
扁桃炎)や下気道炎 (気管支炎・肺炎)、 腸炎、

流行性角結膜炎 (はや り目)な ど多彩な病像を呈
します。飛沫感染ですが、感染力が極めて強く集
団発生の事例も報告されています。迅速検査法が
あり、綿棒でのどをこすって検査を行い、約30分
程度で結果がわか ります。当科では疑われた際は

検査を実施しています。

夏かぜの中でも、三大夏かぜと言われる 「手足
回病」、 「ヘルバンギーナ」、 「咽頭結膜熱 (プ

ール熱)」 の 3つについてご紹介します。

手足口病

手足回病は、てのひらや足のうら・回の中に2

～ 5 mm大 の赤みを伴う水ぶくれのような発疹をき

たし、 3～ 7日 で治癒します。発熱や食欲低下、

咽頭痛を伴うこともあります。エンテロウイルス

属が原因のため、迅速検査法はなく、特徴的な症
状が確認できれば診断されます。治療はウイルス

小児科部長 平野 直樹

感染ですので、抗生剤の効果はなく、解熱剤の使

用など症状をやわ らげる対症療法を行います。日
の中の発疹による痛みで、食べた り飲んだりがで

きな くな り、脱水をきたす ことがあ ります。登

園・登校の目安は全身状態が安定 し発熱がなく、

普段通 りの食事ができるまでに回復 していること
です。

ヘルバンギーナ
ヘルバンギーナは、突然の発熱で始まり、のど

にたくさんの水ぶくれを作 ります。熱は微熱から
40℃以上まで上がることがあります。 「熱が高い

から重症」ではなく、多くの例が軽症に経過し、
1～ 4日 で解熱、 3～ 7日 でのどの水ぶくれも改
善します。エンテロウイルス属が原因のため診断
と治療は手足口病と同様に、特徴的な症状で診断
し、対症療法を行っていきます。登園 。登校の目

安も全身状態が回復すれば可能です。

咽頭結膜熱 (プール熱)

咽頭結膜熱は、高熱やのどの発赤・痛み、日の充
血・目やにといった症状が特徴です。高熱は 5日 程
度続き、腹痛や下痢をきたすこともあります。アデ
ノウイルスが原因であり、診断は特徴的な症状で疑
い、迅速検査法で確認します。治療はウイルス感染
ですので、抗生剤の効果はなく、対症療法を行いま

す。登園・登校基準が定められており、症状が消失
して 2日 経過するまでは出席停止です。

夏かぜは子どもだけではなく、大人も感染しま

す。特効薬がないため、感染が拡大しないように

手洗いが大切です。大人も子どもも家族みんなで

手洗いを行い、夏かぜを予防しましょう !

E■嗜【:】□日
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第3回 ストレスに強い柔軟なこころ

医療安全管理室 臨床心理士  田 中  ユ リ 子

前月号で、 「ス トレスは柔軟なこころを育てる

チャンスにもなり得る」と述べました。ス トレス

に強い人は、柔軟に物事をとらえ、柔軟な発想で

対処できる人です。今月は 「柔軟なこころとは何

ぞや ?」 について、もう少し考えてみます。

●「思い込み」に気づくことからはじめよう

人は皆それぞれ、『こころの鋳型』と呼べるよ

うな、これまでの人生経験で培われた 「こころの

枠組み」を持つています。この世に生まれ落ちて

か ら様々な経験をする中で、 この『こころの鋳

型』は作られ、確固とした枠組みになっていきま

す。人それぞれ、いろんな形の鋳型があるのを想

像してみてください。Aさ んは□、Bさ んは△、

Cさ んは☆、 というように。

新しい環境や経験のない出来事に遭遇すると、

まず、既に持っている『こころの鋳型』を当ては

めてみようとします。それでうまくいかなかった

場合、今度は『こころの鋳型』 に修正を加えた

り、環境に応じて変形させ、どうにか適応しよう

と努めます。 この時、あれ これと発想を変えた

り、視点を変えようとする動きに、その人の柔軟

さが関わつてくるのですが、これを邪魔するのが
「思い込み」 「決めつけ」です。 「思い込み」や
「決めつけ」が強すぎると、どうしても他の発想

や視点を持ちにくくなりますから、問題への対処

力にも直結します。

人間関係の問題も、多くは 「思い込み」 「決め

つけ」に端を発しています。人の集まりは、異な

る『こころの鋳型』の持ち主の集まりです。それ

ぞれが、それぞれの『こころの鋳型』に基づいた
「思い込み」を人に対して向けるものですから、

日常的に相手への誤解やすれ違いが発生します。

コミュニケーションにおいては、相手の話をよく

聞くというのは当たり前でしょうが、その前に、

自分が相手にどんな思い込みを向けているのか、

どんな価値観に縛られているのか、まず、自分に

関心を向けてみることも大切です。自分を理解す

ることは、相手を理解することに繋がっていきま

す。柔軟なこころは、自分の中にある「思い込み」

や 「決めつけ」に気づくところから始まります。

自分の中の 「思い込み」に気づき、少し、見方を

変えるだけで大きな変化をもたらすこともありま

す。

●練習問題

それでは、次のパズル問題に取 り組んでみま

しょう !

思い込みにとらわれず、少し見方を変える 「発

想の転換」の練習です。敢えて解答は載せませ

ん。すぐには解けないかもしれませんが、なるべ

く自分でゆっくり時間をかけて考えてみてくださ

い。

「あなたには子どもが 4人います。ある日、子

どもたちのおやつに四角いケーキを焼きました

が、あまりに美味しそうだったのでつい1/4切れ

を食べてしまいました。残りのケーキを同じ形で

4等 分に切 り分けるにはどうした ら良いで しょ

う ?」
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① 黒 木 裕 治 (H2841着任)

② 研修医

③ 自分の接する一切のものに無駄なことな

し。その時々での経験や出会いを大切にし

たい。趣味多彩。

④ 食 :素材の旨みを生かす。動 :よ く歩く。

休 :リ ラックス出来る時間を持つ。知 :好

奇心を忘れない。

①氏 名 ②担当診療科

③趣味 。モットー ④私の健康法 1

⑤患者さんヘー言 ⑥開業医の先生万へ i

⑤ まずは生きていることの素晴らしさを少しでも

共感できる関係が築ければ嬉 し、その上でお互い

に納得のいく医療ができれば更に嬉し。

⑥ 皆様の日々の努力があってこそ日田の医療があ

ると思います。何らかの形で接する機会があると

思いますが、歴史の深いこの日田の街で、地域に

根差した医療に少しでも貢献できれば嬉しく思い

ます。

【8月・9月の巡回診療日程のお知らせ】

挙量健畠標畠裏F樫蓬墨落喜装η曇竃|:‐醤蔀墓碁彗墓)｀し森参してく1是さぃ。
*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。

地 区 名 診  療  日 場 所 日尋テ 間

東羽田高花
8月         9月
9日の。23日ω、13日の。27日ω 高 花 公 民 館 1:45～ 3:15

古 後 8月 16日の、9月 20日の 古後生活改善センター 1:45～ 3: 15

済生会日田病院の「理念」と「基本方針」

理蟹ヨ≦〒糞農2亀3零 |ナ彗恵し辱暫:[誉1春
社会の実現に貢献します。

団  1.生 活困窮者支援事業を推進 します。

信頼される救急医療体制を構築し

ます。

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。

2.

3.

4.

5.

医療と福祉の充

_墨者の1権利と義務

1. 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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