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「Otto Warburg、 其の後」

名誉院長 西  田  敬

稽、古い話だが、 1931年のNobel医学・

生理学賞の受賞者Otto Warburgは今世紀で

も依然として癌研究分野の巨匠である。
らんさいぼう  とうめいたい

―般にプロ細胞は透明帯 (zona pellucida)
ひ ほう

という薄いリポ蛋自の層で被包され、卵子を

異種精子は勿論、同種でも複数精子に因る授
き ぜん      きょ ひ

精 (polyspermy)を も毅然として拒否して

いる。 20世紀 の初頭、 ドイツの生物学者

Theodor Boveriは 海胆では 1個の卵子に対

して2匹以上の精子が接合する異常生殖、即

ち多精子授精 (polyspermy)の 現象が起 り

得る事を観察した。同じくドイツの生化学者。

Otto Warburg(写 真)は異常授精が出現す

る原因や過程には見向きもせず、斯る異常生

殖で成立 した受精卵 (接合子)ではエネル

ギー要求が急増する事に着 目した。詰 り、端

から常軌を逸 して誕生した受精卵 (接合子 :

zygote)を 癌細胞に見立てた。其処では、酸素

の消費量も、通常の 6～ 7倍に跳上が り、エ

ネルギー源である、糖の要求も著しく増加 し

て、糖に餓えた状態に為る (ravenous for

glucose.)。 謂わば、途方もない甘党 (sweet

teeth)に変貌する。その甘党振 りはglucose

を貪食させて癌腫を撮像する、PET(posi―

tron emission tomography)診 断として、

現代医学では御馴染。

癌が糖分の大喰いに為つた理由は、身体の

主要部位に於ける、scavenging enzyme(有

害酸素の処理酵素)の欠損に尽きる。地球は

誕生して46億年を経るが、大気中の20%に

為るまで酸素が増加したのは、氷河期以降で、
む し

地球の歴史から見れば、寧ろ最近の事象と云

える (Sekine Y et al"Nature Communica

tions 2:502,2011)。 酸素を利用しない解
とう
糖系は効率が悪いanaerobic glycolysis(嫌

気性解糖 )。 然し乍、糖分解を、よリエネル

ギー効率の良いaerObic glycolysis(好気性

解糖)には、今更、廻せない。その理由は有

害なo対dantを処理するscavenging酵素の

未整備に尽きる。

癌では解糖系が、氷河期以前の、嫌気性解
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糖の儘である (Warburg effect)。 然らば、嫌

気性解糖は癌を誘発するか。即ち、逆 も又、

真ならずや ?生涯を通じての乗馬ファンであ

り、独身者、そ して直向な癌研究者、War―

burgが後世に遺した疑間は大きい。
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顎 関節 症 とは

歯科口腔外科部長 中 村 芳 明

歯科口腔外科の診療は、歯科と医科の双方の要素を含

んだ疾患がみられ、その中でも顎関節症は、どこの科を受

診するか迷う事が多い。

【顎関節症】とは、顎関節や咀疇筋の疼痛、関節雑音、開
回障害または顎運動異常を主要症候とする障害の包括的

診断名であり、その病態には咀噛筋障害、顎関節痛障害、

顎関節円板障害および変形性顎関節症があるとされてい

る。
わかり易く言えば、あごの関節やその周囲の筋肉に痛み

や音がしたり、日が開かないと言った症状がでる事である

(図 1)。 痛い場所が耳や頭・首に近く耳鼻科、脳外科、整形

外科を受診する患者さんも多い。

【原因】は、多因子病因

説が有力で不良な咬合関

係 (特に奥歯の欠損 )、 精

神的な緊張などや、最近

は行動要因が挙げられ、

顎関節症の患者 さんで

は、片側咀唱 (片方の歯で

かむ)が64.8%、 不良な姿

勢 (あ ごを付 く)が 59.8
%、 上下歯列接触癖 (普

段安静にしているとき無

意識のうちに上下の歯が接触していること)が50.4%にみ

られた。

病態で多いのは円板障害で約70%を占める。円板とは関

節のくばみと突起の間に厚さ1～ 3ミ リの線維の板があり、

顎の動きをスムーズにする働きがある(図 2)。 この円板が前

にずれて、カックと音がしたり、ずれたままで顎が動かなくな

る(国が開かなくなる)場合がある。

【治療】は、まず悪習癖があれば、しないようにすればいい

が、長い間の癖はすく
゛
には治らない。そこで、張りがみ法と

言つて片噛みしないとか、顎を付かないとか、歯を接触させ

ないといった文言を、日につくところにメモで貼っておく方法
がある。

自己によるケアだけで改善しないと、スプリントとかマウス
ピースという装置を歯につけて顎の安静を図る。この装置は

物理的には、顎関節に隙間をつくる作用もあるが、日の中に

入れる事により脳へ指令が働き、咀疇筋の緊張を緩和する

効果もある。                     v
これでも改善しない場合は、顎関節のMRIを撮影し円板

のずれや変形、水 (滑液といつて顎が動かま 痛い場合に関

節内にたまり易い)が貯まっていないか検査する必要があ

る。

写真 1の左はMRIの プロトン密度強調像で開口時の非

復位性円板前方転位Q右 は同じ位置でのT2強調像で前

方に高信号で自く滑液

が貯まった所見がある。
このいう場合はパンピン

グといつて、関節腔に注

射をして、貯まった滑液

を洗浄し痛み止めやヒア

ルロン酸を入れる。次の

段階の治療は、顎関節

鏡視下手術といつて3ミ

リ弱の内視鏡を入れて、

動かなくなった円板の癒

着した部分を剥離する。

最後は機能しない円板を除去する場合もある。ただ、顎関

節症の多くは安静にしたり、スプリント治療、パンピングで

改善する症例が多く、手術までする人は、全体としては少な

い。

顎関節症は、症状を繰 り返す事が多く、悪習癖、食生活、

ストレスなどの原因をできるだけ少なくする事が大切であ

る。
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「マンモグラフィについての疑間と
乳房のセルフチェックについて」

診療放射線技師 安 藤 み ゆ き

今回はマンモグラフイについてのお話で丸

その1

「胸にしこりや痛みもないし、家族にも乳がんにかか

った人もいないけど、本当にマンモグラフィ検査は必

要なの?」

乳がんは早期で発見すれば90%以上が治ると言わ

れていますが、早期の乳がんは自覚症状がなく小さくて

触ってもなかなか見つけることが出来ません。触つてわ

かるしこりは約2cmと 言われていますが、lcmの しこりが

2cmの大きさになるまでに2年以上かかる場合がありま

丸 このため自覚症状がない2cm以下の小さなしこりを

発見するのに画像診断が必要となってきま丸 画像診

断では影や石灰化などの小さな病変を発見することが

できるので、定期的な検診がとても重要なので丸

その2
「マンモグラフィはなぜ痛みがある検査なの?」

マンモグラフィの特徴として、少ない放射線量でしこりの

影や石灰化をよりはっきりと写せることが上げられま丸

そのためには厚みのある乳房を出来るだけ引き延ばし、

平らに圧迫しなければなりません。この時に痛みを感じ

ることがあるので丸 圧迫している時間は数十秒程度で

すが、痛みには個人差があり、我慢できない時は遠慮な

く申し出て下さい。若干の調整はできますし、硬いしこり

や乳腺炎がある場合は通常よりも痛みを感じやすくな

りま丸 検査を受ける時期は生理の時のような胸が張っ

ている時期を避けていただいくことをお勧めしま丸 また

少しでも痛みを和らげるために、緊張せずにリラックス

することが大切で丸

その3
「検診ではなく病院にかかるとき、診療科は何科を受

診すればいいの?」

症状があったり、検診で精査が必要になった時に意

外と間違いやすいのが受診する診療科で丸 婦人科や

内科を受診される方がいますが、基本的には外科受診

をお勧めしま丸 乳腺外来などの乳腺の専門医や認定

医のいる医療機関があれば、より詳しく診ていただけま

丸 施設によっては婦人科や放射線科内に乳腺外来を

設けている医療機関もありますので、事前に調べて行

かれるのが良いでしょう。

次にセルフチェックを紹介します。

◆日で見るチェック

鏡の前で、腕を高く上げて頭の後ろで腕を組み、乳

房のひきつれ、くばみ、乳輪の変化、乳首の凹み、湿疹、

皮膚の変化、乳房の大きさや位置に左右差がないかな

どをチェックします。

◆手で触るチェック

4本の指を揃えて、その指の腹と肋骨で乳房を挟むよ

うにして、10円玉大の「の」の字を描くように指を動かし

ながらチェックしま丸 左乳房は右手で、右乳房は左手

で触れて、乳房のしこりや凸凹、脇の下の腫れやしこり、

以前より硬くないか、全体に違和感がないかなど、わき

の下から乳首までチェックしま丸

また、乳房や乳首を指先で搾るようにして、乳首から分

泌物が出ないかを調べましょう。

仰向けで触診するのも効果的で丸

セルフチェックは毎月1回生理が終わつたころに行い

ましょう。少しでも変化に気が付いたら、専門医の検診

を受けて下さい。触知できないがんの発見にはマンモグ

ラフィ検査や平L房の超音波検査が有用で現
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‐・ ‐ .平成28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28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28年 10月 24日～28日 外来患者さんに対しアンケート用紙1薦己入を依頼

入院部門:平成28年 10月 1日～31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  やや不満  不満

トイレ 190% 354% 40.5% 46% 05%
売店・食堂など 126% 251% 554% 60% 0.9%

駐車場 92% 188% 416% 223% 81%
接遇面 212% 43.5% 349% 03% 00%
プライバシー配慮 221% 371% 37.5% 25% 07%
診察の待ち時間 9.3% 221% 442% 207% 37%
医師への質問や相談のしやすさ 284% 43.5% 259% 20% 03%
治療内容。経過 251% 389% 339% 22% 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

(4)

368% 45.9% 170% 0.3% 0.0%

33.4% 621% 41% 03%

① 自 土 ―太郎 (H29.6.16着任)

② 外科医長
③ テニス、映画が好きなのでよろしくお願い

します。
④ 適度に体を動かす事、ストレスをためない
事、バランスの良い食事などです。

①氏 名 ②担当診療科   i
③趣味 。モットー ④私の健康法    i

ク
ー
じ  i_S琴戸奎を2■■ 9甲義辱qttF金 」

⑤ まだまだ勉強不足な面もありますが、よろしく
お願いします。何でも気軽に御相談していただけ
れば幸いです。

⑥ 急患をいつでも御紹介下さい。よろしくお願い
申し上げます。

【8月 09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。

. . 挙病曙の寄口で写‐傘な0率払いい年だくのこ同1様に有料です。.

地 区 名 診  療  日 場 所 日寺 間

東羽田高花
8月          9月
8日ω。29日の、12日 Q。 26日αり 高 花 公 民 館 1:45～ 3:15

古 後 8月 22日の、9月 19日ω 古後生活改善センター 1:45～3:15
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