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「博士号か専門医か 」

(Medico de la Peste)
ぶくろ

名誉院長 西  田  敬

も う

最盛期には欧州で全人口の25%が死亡。猛

威を奮つて、中世のヨーロッパを震撼させた

ペス ト。病勢の終末期には皮膚の色が黒変す

るので、黒死病 (scwarzen Tod)と 恐れ ら
ひょうぼう

れた。何時の世にも専門家を標榜する医者が

蔓延るもの。ペス ト専門医をスペインやイタ

リアではMedico de la Pesteと 云った。 ハロ

ウィン紛いの扮装で人々の畏怖心を煽つた。

若し、欧州のイタ飯屋でMedico de la Peste

等 とした り顔で喚けば、聞き間違い必定で、

パスタ料理を提供される事、請合い。そう云

えば、 日本のマスコミ界で縁起でもない御託

宣 の場合 に持て囃 され る ノス トラダムス

(M.Nostradamus)君 も一介のペス ト医、

大予言などと餘 り有難が らぬ方が御身の為に

は、無難デスゾ。

悪性腫瘍の専門医と云っても、癌などの宿

病を直す秘法や秘術に長けている訳では決 し

てない。引導を渡す事を専 らとする点では、

嘗てのペス ト医者と何 ら変わる処はない。イ

ンターネットの普及で医学の分野も最新知識

や新知見が御手軽に蔓延し易くなった。恰も

知識の均霧化、まるで毎年、国際学会に出席

している様なもの。学術集会の目玉であるシ

ンポジウムのネタも雅て出尽くし、各種の医

学会も店仕舞を覚悟するかと思いきや、知恵
し かくはんばい

袋は居るもので、専門医や認定医の資格販売

を始め居つた。昔 日の神社や仏閣が御守札や

護符を売捌いて儲け、潤つた事と何 ら変わら

ぬ。厄介な事に、お上 (厚労省)まで もが、

天下 り先確保の為か、便乗して医学会の後盾

と為 りそうな気配す ら感じられる。専門医や

認定医の煽 りを喰って、最近では影が薄 く

なったのが医学博士号。汗牛充棟と云えば学

位論文を仕上げる為に読み上げておく可き参
かき たとえ  そ はスプヤま

考文献の嵩の喩。其の量たるや、半端 じゃな

く、何とも凄まじい。書庫の軒に問え、車を

曳かせた牛でさえ、重さで体躯が汗ばむ程の

量。学会の序に購入した専門医認可証の紙切

れなんかとは格が違う。精読するだけでも先
じん  ろう く   しの ね うち         か     お ま

人の労苦が偲ばれる値打モノで、且つ、御負

けに習字や書取 りにも強く為れる。癌専門医

を哺くならば、其処に至った歴史的背景をも

熟知された上で、改めて間う。医学博士と専

門医、買うなら如何方 ?
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腎臓 の お話

皆さんは腎臓がどんな働きをしているかご存知

ですか ?一般的に尿を作っているだけと思われが

ちですが、大きな働きとして、体内の毒素 (ゴ

ミ)や余分な水分を尿として体の外に出すという

事をしています。その他にも体内の塩分・カルシ

ウム量の調節や血圧の調整、ホルモンの分泌、ビ

タミンDの活性化など、人が生きていく上で欠か

せない多くの働きをしています。

また腎臓は血管の塊でもあり、心臓を始め、他
の臓器とも密接な関係を持ってお り、腎臓が悪い

人は、自然と心臓や脳の病気、糖尿病や膠原病、

また貧血や高血圧などの他の病気を合併している

事も多く、腎臓病の早期発見は生命の予後に大き

く影響してきます。

腎臓は肝臓と共に 「沈黙の臓器」 と言われ、腎

臓の一部が壊れても、すく
゛
に他の部分が代わ りを

するため、なかなか症状が現れません。逆に言う

と、症状 (食欲低下、疲れ、むくみ、吐き気、息

苦しさなど)が現れた時には、かなり腎臓が悪 く

なっていると言って良いでしょう。
「でも症状が出ないと腎臓が悪いかどうかなん

でわからない」 と言われる人もいるかもしれませ

ん。そこで今回は、腎臓病かどうかを調べる簡単

なポイントをご紹介します。

腎臓病の早期発見には尿検査が大事です。気に

なる人は年に1～2回 の定期検診を受けるようにし

ましょう。検査で異常が見つかった場合はさらに

詳しい検査が必要となりますので、特に尿蛋白が3

か月以上経っても陽性の場合は、近くの内科 (で

きれば腎臓内科)の受診をお勧めします。

腎臓内科 医員  田 中

尿蛋自の検査紙は薬局でも販売されていますの

で、自宅で検査する事も可能です。

尿に検査紙をひたして色を調べる事で、尿の中

に蛋白があるかどうか (尿蛋白陽性か陰性か)が
わかります。また家族や親戚に腎臓病の人がいれ

ば、それも大事なポイントの一つとなります。

また尿検査の次によく行われるのが血圧測定で

す。 日本高血圧学会の高血圧治療ガイ ドラインで

は成人の至摘血圧 (脳・心臓・腎臓などの障害を

起こさないための理想的な血圧値)が定められて

いますので、参考にするとよいでしょう。

高血圧かそれに近い数字になっている場合は、

腎臓病以外にも脳出血、脳梗塞、心不全などの病

気になる可能性がありますので、自分の血圧には

注意しておきましょう。また血圧は 1日 の中でも

絶えず変わ ります。血圧を測る時はしばらく安静

にして、朝・昼 。夜と 1日 に数回測ってみましょ

う。市販の電子血圧計を使うと自宅でも簡単に測

れます。

腎臓病は生活習慣病のひとつです。腎臓病を予

防するためには、①血圧の管理 ②肥満予防 (食

塩や油ものの取 り過ぎに注意) ③適度な運動

④水分の補給 (但 し、むくみがある場合は医師に

相談を) ⑤うがい 。手洗い (感 染が腎臓病の原

因となることがあります) ⑥適度の飲酒 (飲 み

過ぎは腎臓や肝臓によくあ りません) ⑦禁煙

(タ バコは血管をボロボロにします)な どが大事

になってきます。身に覚えのある方は、 日々の生

活から見直していきましょう。
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栄養部です。

栄養部 技士長  中 野 誠 子

現在栄養部は、管理栄養± 6名、栄養± 3名、調理師12名 で構成されています。

給食部門では 「給食用特殊料理専門調理師」の資格を持った調理師が 3名お り、各病態に合せ

た食事、摂食嘩下機能が低下 した患者さんの食事、両方を併せ持った患者さんの食事など多岐に

わたる食事を、栄養士、管理栄養士と連携 し、用意しています。

栄養管理部門では、管理栄養士のうち 「NST専門療法士」資格取得者 3名、 「糖尿病専門療法

士」資格取得者 3名 お りそれぞれ担当病棟を持ち、入院患者さんの食事の説明、摂取量の把握を

行い栄養状態の向上を図 り、治療に貢献すべく業務を行つてお ります。また、他職種による栄養

介入が必要と思われる患者さんについては週一回行われるNST(nutrition support team)回診

で、医師、看護師、薬剤師、言語聴覚士と共に患者さんの栄養状態改善に向けた回診を行つてお

ります。

食事の摂取量が少ない、栄養状態が思わしくない、傷がなかなか治 りにくい、下痢が止まらな

い、便秘 しているなどございましたら、各病棟看護師もしくは栄養士が病棟を回つてお りますの

でそちらまで遠慮無く声をかけてください。

栄養相談については月曜日から金曜日の午前中は 9時30分～ 11時30分、午後は 2時～ 4時まで

となっております (土曜 日、祭 日は相談に応じます)。 各病態に対する食事、摂食哄下機能が低下

したときの食事などについて行つてお ります。

立秋の行事食

お ヘ
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平成27年度 患者満足度調査について (第 1回 :外来部門)

当院では患者サービスの向上を図るための継続的な取り組みとして、年に1度、患者さんに施設・診療・接遇面等に対し

ての調査を行っています。満足度やご意見。ご要望を知ることで問題点を洗い出し、改善につなげることを目的に実施して

います。昨年の平成27年度の調査結果は次のとおりでした。(詳 しい調査結果はホームページに掲載しています)

【調査期間・方法】

外来部門 :平成27年 11月 16日～20日 外来患者さんに対しアンケート用紙に記入を依頼

入院部門 :平成27年 11月 1日～30日 期間内に退院する患者さんに対し、アンケート用紙を配布し記入提出を依頼

非常に満足  満足   普通 不 満

トイレ 116% 362% 445% 68% 10%
売店・食堂など 100% 294% 560% 36% 11%

駐車場 104% 22.2% 399% 204% 70%
接遇面 204% 489% 304% 03% 00%
プライバシー配慮 206% 412% 343% 3.3% 07%
診察の待ち時間 81% 237% 458% 175% 49%
医lTへの質問や相談のしやすさ 227% 500% 251% 19% 0.3%

治療内容・経過 196% 438% 34.7% 18% 00%

非常に満足  満足 普通  やや不満  不満

是非薦める  薦める 薦めない 全く薦めない

済生会日田病院の「理念」と「基本方針」

国  」這告キP婁急詈署馨百ヒ駈儀1]曇8羹素に警履
します。

- 1:讚

鱚 糀 。

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。

総合的な医療の質の管理を行い、健全経
営を目指します。

355% 496% 138% 08% 03%

284% 664% 52% 00%

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。

【9月・10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。

二震鷹層署話を霧璽署雪蔓11また1事

高齢軍給者調)を持参して―ください。
ビ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
9月          10月
13日 ω。27日ω、11日ω。25日ω 高 花

/AN民
館 1:45～ 3:15

古 後 9月 20日ω、10月 18日の 古後生活改善センター 1:45～3:15
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外来総合評価

ご家族や知人に当院を薦めたいと思いますか?
V


