
「男性 の宿 命」

名誉院長 西 田  敬

滅多に目にするものではないが、一度でも

chromosome analysis(染 色体分析表)を 目
いくぶん                   しよう

にすれば、誰 しも幾分不安になる。22対 の常

染色体)こ Xと Yの性染色体 bヾ配列される。特に

Y染色体の痩細 り様が厭でも気に為る。まるで

呪われている。アメリカの推理作家、Ellery

Queenら の代表作が 「Yの悲劇」。それより真

に迫った推理、詰 り科学的で不吉な予言、言い

換えればY染色体の衰退をOxford大学Bryan

Sykes教 授が傑作 “アダムの呪い"の末尾で図

示した。世の男性諸君の終焉、生殖能力は衰退

の一途だったが、西暦5000年 を境に、遂には

略消滅する (上図)。

冗談では無いゾ。女性だけで如何す りゃ子孫

が残せるんじゃい !詰 り、地上での繁栄を謳歌

して居た、人類の歴史も滋が年貢の納め時、こ

れにて一巻の終わ り。確かにcolchicine処 理 し

た染色体分析表 (chrOmosome analysis)で
はY染色体が無残にも歪に痩細る姿が如実。
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抑々、脆弱なY染色体に組るのが間違い。雌雄

の作成は有性生殖する生き物の宿命、知恵の絞

り処。

海亀は砂浜に穴を掘つて産卵する。孵化する

温度で雄雌を決定する。34℃ で雌、26℃ では

全て雄になる。鰐は逆で暖かいと雄で寒けりゃ

雌。 この辺が恐竜絶滅の原因かも知れぬ。詰
あるい

り、氷河期などで地球温度が冷え込めば雄、或

は雌許が誕生する。どちらでも構わぬが一方の

性だけでは運命は極まった。繁殖できない、種

の保存は叶わぬ。

季節ですな。河豚鍋には思わず 目を細める。

滋で御注意 !雄 (白子)は珍味、雌 (卵巣)は
いのちが      しゆんべつ

猛毒tetrOdotoxin。 雌雄は、 命懸ヤすで、 峻別せ
なか

にゃならぬ。手段、方法は ?驚 く勿れ、個体差

が筆頭。一般に雌が大きい。次が熟練した調理

師 (板前さん)の触診。触診あるいは内診による

卵巣の消息が当に為 らん事は婦人科医なら先刻、

御承知。詰 り、経腟超音波法が発展した所以。お

得意 の遺伝子診断は ?amhr H遺 伝子 (an―

timullerian hormone II)に おける雌雄特異的
ぞく     ふ ぐ

な多型を標的として、 トラフグに属する河豚の

雌雄を鑑別が可能であることを見出した。それ

じや、河豚鍋は冷めてしまい、てっさ (鉄砲 :

河豚の刺身)も捲れて、千上がっちまう。 トラ

フグ属に属する河豚の雌雄を判別する方法は在

るにはあるが、試薬のキットは無い。彼岸まで

は未だ猶予がある。いっそ、この際、自子は己

めにして、無難なところで、冷奴に焼き豆腐で

如何だ ?

参考資料
http://jOurnals.plos.org/plosgenetics/arti
cle?id二 lo.1371/journal.pgen.1002798
A Trans― Species ⅣIissense SNP inフヘlllhr2 1sノヘssociat―

ed with sex Deterrllination in the Tiger Pufferfish,
Takifugu rubripes(Fugu)
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沐←済生会 日田病院 (ホームベージ http//sasdk証 .hta.dtajD
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高血圧 につ いて

心臓血管内科部長  打 和  大 幹

はじめに

高血圧は脳卒中や心血管疾患の強力な危険因子です。
2010年国民健康 。栄養調査によると30歳以上の日本

人男性の60%、 女性の45%が高血圧ということが示
されています。過去の疫学研究から試算すると心疾患

や脳卒中による年間死亡者数は10万 人と推定されます。

そのため高血圧症はいまや国民の死因の最重要危険因

子の1つ であり、国民全体で取 り組んでいかなければ

ならない国民病なのです。

なぜ高血圧の治療を行うのか

ほとんどの方で高血圧は症状を伴いません。また私
たちは普段緊張や不安、運動などを行う際に一時的に

血圧は上昇していますが、問題はないのでしょうか。

生活習慣病などがなく、一時的な血圧上昇であれば収

縮期の血圧が200mmHgを 超えても心配入 りません。
しかし、血圧がいつも高い方は要注意です。長期にわ

たり、血圧の高い状態が続くことによって脳卒中や心

臓、血管が痛めつけられ、動脈硬化も高血圧がない方
よりも早く進行してしまいます。

高血圧治療の短期的な目標は病院の外来での収縮期血

圧を140mmHg以 下、拡張期血圧を90mmHg以下に

家庭での血圧は収縮期血圧を135mmHg以下、拡張期

血圧を85mmHg以 下にすることですが (糖尿病や慢

性腎臓病などをお持ちの方はより厳格に血圧を低下さ

せます)、 長期的な治療目標は血圧をコントロールす

ることによって高血圧による脳卒中や心血管疾患の予

防することなのです。

家庭血圧測定の重要性

診察時に毎回血圧を測定しているのに、なぜ家でも

血圧を測らないといけないのでしょうか。それは家庭

血圧が診察室血圧よりも予後 (寿命)に相関するとい

うことが疫学研究で分かつたからです。現在は診察室

血圧と家庭血圧の両者で血圧差が認められる場合は家

庭血圧の診断を優先させて治療を行うという流れに

なっています。また家庭血圧を測ることで自衣高血圧

症 (診察時のみ血圧が高い方)や仮面高血圧 (診察室

では血圧は低いですが家庭では血圧が高い方)、 さら

には脳卒中や心筋梗塞の引き金になる早朝高血圧の見

逃しも少なくなりますのでとても有用です。

家庭血圧の測定方法

家庭血圧測定においては上腕で測るタイプの血圧計

がより正確とされ、推奨されています。腕帯が,い臓の

高さに来るように、枕などを用いて高さを調整します。
1度 の測定機会に原則2回測定し、その平均値をとりま

す (測定が1回 の場合はその血圧値を用います)。 朝
は起床後1時間以内の排尿後でお食事や内服薬を飲む

前に、12分座って安静にした後に測定します。夜は

就床前に12分座って安静にした後に測定します。血

圧はできれば毎 日測定・記録することが望ましいです

が、多忙な時は測定出来ない日も当然ございます。神

経質にならず、血圧測定が出来るときに行い、長続き
させることが大切です。

高血圧の予防

高血圧症は主に生活習慣により発症する病気です。

高血圧の予防には生活習慣の改善が必要となりますの

で、 日々の努力の積み重ねが大切です。塩分過剰は高

血圧の原因となります。塩分は極力控える (1日 6g未

満目標)よ うにしましょう。また、ほうれん草などの

緑黄色野菜や果物、きのこ類、海藻などのビタミンや

ミネラル、食物線維が豊富な食材を積極的に摂取しま

しょう。

最後に

健康診断で高血圧を指摘されたり、家庭での高血圧

の予防を行ってもうまくいかなかったり、家庭血圧を

つけると血圧が高くて不安になったりする場合は医療

機関にご相談ください。高血圧の原因は生活習慣病が

もとになっている場合が多いですが、それ以外の原因

である場合もございます。まずは自分の血圧に対して

興味を持つことが治療の第一歩です。血圧が高いこと

を一人で悩まず、そのまま放置せず、医療従事者に相

談をして頂くことが大切です。
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花粉症について

薬剤師 嶋 崎 千 絵

薬剤部だより

寒い冬も過ぎ、暖かい季節が近づいてきました。

花粉症の約70%はスギ花粉症だと推測されていま

すが、日田はスギ林が特に多いため、この時期に

なると花粉症に悩まされる方も増えてくるのでは

ないかと思います。

花粉症は、一度症状が出るとなかなか治癒する

のが難しく毎年症状に悩まされる方も多いのでは

ないでしょうか。今回は、花粉症についてお話し

たいと思います。

●花粉症の症状を抑えるために…

まずは、花粉を回避しましょう。具体的に以下

のことに気をつけましょう。

①インターネットなどで花粉飛散状況を常に確認

する。

②晴天時や風の強い日は外出を最小限にとどめ、

帰宅した後はすぐにうがい 。手洗いをする。

③洗濯物やふとんを外に干さない。

④花粉のつきやすい衣服(ウ ール等)を 避け、化繊

や綿製品にする。

⑤メガネ 。マスクでガー ドする。

⑥こまめに掃除をする。

⑦空気清浄機を使用する。

③医師の指示を守り、適切な薬物治療を行う。
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●花粉症の薬物治療とは…

花粉症は、花粉を認識した細胞から放出され

るヒスタミンやロイコ トリエンという物質が原

因となり、 目のかゆみや鼻症状が現れます。鼻

症状は大きく分けて「鼻づまり型」、「鼻水・ く

しゃみ型」に分けられます。

鼻づまりの症状が出たときは抗ロイコ トリエ

ン薬や鼻噴霧用のステロイ ド薬などが使用され

ます。鼻水やくしゃみがひどいときは、抗ヒス

タミン薬が主に使われます。 このお薬は、効き

だすのが比較的早く、花粉が飛び始める前～飛

び始めてすく
゛
、予防的に飲み始める事で効果が

出やすくなると言われています。処方されたお

薬はきちんと飲み続けてください。

1種類で症状をコントロールするのが難しく

なる場合は、異なる種類の薬剤が併用されます。

花粉症は花粉が飛び始めた直後から治療を開始

する事で、症状が回避できると言われています

ので、早めに医療機関を受診しましょう。

●薬を飲んだ時の注意点は?

最近では、病院で処方されるお薬と同一成分
のお薬が ドラックス トア等でも手軽に買えるよ

うになってきました。副作用は少なくなってい

ますが、抗ヒスタミン薬を飲むと、眠気が起 こ

る、集中力や判断力が低下するといったことも

起きてきます。ふらつき、転倒などには十分注
意しましょう。 「眠気が強いお薬」=「よく効く
お薬」 というわけではありません。お薬によっ
ては、自動車運転禁止のお薬もあります。普段
運転される方は、なるべく自動車の運転はしな
いように、する場合は十分注意 しましょう。お

薬や症状について気になる方は、かかりつけの

医師や薬剤師にご相談ください。
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医療費でお因りの方は、まま ご相談ください。

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項に基づき、経済的な理由によって、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つている方を対象に、診療費の自己負担額を減免 (無料又は低額

診療事業)していま丸

●受診を控えたり、受診回数を減らすことのないように、まま ご相談ください。
医療相談員が相談に応じ、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丸 プライバシーは厳守しま丸

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低所得者等の生活困難者(世帯収入が生活保護基準の1.5倍までの者)

(例 )日 田市在住、70歳、一人暮らしの場合:lヶ月の生活保護基準の1.5倍は89,000円 程度となりま現
年金収入等がそれを下回つている場合は当制度の該当となる可能性がありま丸 (但し、生活保護基準は家族構成等により変動します)

※上記は一例で丸状況によって対象となる場合がありますの0ご相談ください。

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、通知書等をご提示してください。
・⑥の方については、面談にて詳細な状況を確認いたしま丸
。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魂
・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丸

※失業等によリー時的に低所得となった場合やDV(配偶者からの暴力)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、どうぞご遠慮なく医療相談員まで声をお掛けください。

済生会日田病院の「理念」と「基本方針」

国  紺 攪 識 斃 ‰ 鼈 淵
します。

団 ::

3

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。

１

　

２

5.

6.

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つて、チーム医療

の充実を図り、患者本位の医療を実践 じ

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。

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。

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。.    7.

平成29年度上半期巡回1診療事業計画のお矢]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いいただくのと同様に有料です。   |‐
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