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名誉院長 西  田  敬

・ ・ ・ ・ ・ けいもう か

黒岩涙香。明治の作家、文字通 りの啓蒙家、

journalist(日 刊新聞、高朝報の発行人)で、

且つ翻訳家。鴎外、漱石です ら、ルビ(ruby)

なしでは読めなくなった現代人とっては、タ
しか      ちくいち か  すなわ

イ トルも又然 りで、逐一の解説が必要乎。即
へいふう

ち、弊風とは悪い習慣。一斑は獣、特に、豹

の毛皮に現れる斑紋。一斑を見て、豹全身の

威容を想起する可し。蓄妾とは妾を囲う事。
これ     をとこしゃかい あくへき

之 こそが男社会の象徴であり、社会的な悪癖

として糾弾し、社会から抹殺する事が使命と

ン社員に依るレス トランの抜き打ち審査が勇

名だが、朝報社の暴露はもっと凄い、蓄妾と
へいふう ちゅうめつ ばくろ  つま

云う弊風を社会的に誅滅せんが為の暴露。詰

り、他人の醜聞(scandal)を 暴き公表す る。

今なら名誉棄損で下手す りゃ訴訟モノ、いや、
お て う

相手次第では無礼者 !一 喝の基に御手打ちの

危惧も。

腰前が違 う。明治31年 7月 7日 か ら9月 27
よろずちょうほう

日までに蒐集 した510件を、高朝報の紙面に

連 日で掲載した。文字通 り、眼無王侯。好餌
な    ちょめいじん    じぶさわ

と為った著名人には渋沢栄一、大養毅に加え、

北里柴三郎、森鴎外、伊藤博文など等、鉾々
き ら ばし  ごと  のき

たる斯界の一流、著名人が綺羅星の如 く軒を

並べる。

発刊、 3月 に満たず して畜妾弊風は社会の

上流を含む全層に蔓延る事実が暴露された。

出る釘は打たれる。涙香の高朝報の記事にも

毀誉褒貶の嵐が巻き起こった。

蓄妾の弊風を操触界(journalismの 分野)よ

り吹払 う算段が、密偵→露見→暴露 と云 う、

給々、姑息的とも評し得る方法論も相侯って、

側隠の情、溢るる大和男としては性促たるも

のを禁 じ得ない。然し、悪者弊者の重囲中に

「唯、独 り奮闘し、唯ひとり斃るるを覚悟す」

と涙香は記した。

*一斑:豹 の毛皮の斑紋。

一つを見て、豹全身の威容を察知せよ!

**引用資料:社会思想社、現代教養文庫1427

へいふういつばん*ち くしょう 料

「弊風―斑 :蓄妾の実例」
しゅうしゅう

た く

考え、高朝報の紙面での告発に望みを託した。

「眼無王侯。手有斧鍼」。手には、悪を打

郷する斧鍼(鍼 )有 り、王侯 と雖も容赦するも
か      いさ

よろずちょうほう

か か

の乎 !こ の勇ましい檄文は、朝報社の壁に掲

げられた、モットー (社是)。 他人様の仕事内

容を評価、並びに暴露では、昨今、ミシュラ

げきぶん

lyl 済生会 日田病院 (ホームページhttO//sattdk」.hta.dtajD

るいこう
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冠動脈疾患と脂質異常症
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心臓血管内科医員 赤 垣  大 樹

はじめに

現在、心筋梗塞や狭心症といった冠動脈疾患の危険因子として脂質異常症を始め、高血圧症、糖尿病、肥

満、喫煙、家族歴等が広く知られていると思いま丸 その中でも脂質異常症 (特 にLDL― C)と 冠動脈疾患の関連

を最近のデータを示しながらご紹介していきま丸

脂質異常症とは

日本動脈硬化学会の「動脈硬化性疾患予防ガイドライン」では脂質異常症の診断基準として脂質三分画で

各 L々DL― C≧ 140mg/dL、 トリグリセリド(TG)≧ 150mg/dL、 HDL―C<40mg/dLと 定義されています。なお、本

邦のガイドラインでは冠動脈疾患の既往がある患者の二次予防としての脂質管理 目標値はLDL― C<
100mg/dL、 TG<150mg/dL、 HDL― C≧40mg/dLと 記載されていま丸

9月 号

冠動脈疾患を有する患者の

LDL― C値

冠動脈疾患を有する患者

の二次予防としての脂質異常

症の治療薬としては大きくス

タチン製剤、非スタチン製剤

に分けられ、それらの薬剤を

単剤もしくは多剤と組み合わ

せて治療を行うことが一般的

です。しかし、右図に示す通

り、二次予防として3ヶ月以上

スタチン製剤を内服中の患

者でLDL― C値が目標を達成

しているのは約62%であり、3

人に1人 (37.6%)は 目標値

協
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対象・方法 :全国15施設の電子カルテデータからスタチンを3ヵ月以上使用した冠動脈疾患既往患者
2′ 635傑のLDLC値の分布を検討した。

寺本民生はか.薬理と治疾2013;41:415‐ 424を改変
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未達、15人に1人 (6.4%)は LDL― C≧ 140mg/dL、 30人に1人 (3.1%)は ≧160mg/dLと 十分なコントロールが

得られていないのが現状で丸



9月 号 な で  し こ (3)

では、スタチン効果不十分の

二次予防例における選択薬剤

は?

米 国 心 臓 病 学 会 (ACC
2016)で は右図の如く、スタチ

ンの効果が不十分な二次予防

症例において、LDL―C低下率<
50%の場合には第一選択とし

てエゼチミズ第二選択として抗

PCSK9抗体が推奨されていま

丸

エゼチミブと

抗PCSK9抗体について

食事から得られるコレステロールは約20%であり、残りの約80%は体内で合成されま丸 従来の薬が肝臓で

のコレステロール合成を抑制する薬が主であったのに対し、エゼチミブは食事として小腸から吸収されるコレス

テロールに着眼していま丸 小腸コレステロール輸送体を阻害することで、食事由来のコレステロール吸収を抑え

る作用を持っていま丸

また、肝臓に存在するLDL受容体がLDL Cを認識して肝臓内に取り込むことでLDL― Cは分解されますが、家

族性高コレステロール血症(FH)では遺伝的にLDL受容体やそれに関連する遺伝子異常によりLDL―Cを取り込

めなくなりま丸 PCSK9はLDL受容体の分解に関わるタンパク質であり、PCSK9の働きを阻害することで肝臓内

のLDL受容体の絶対数が増え、結果としてLDL―C値が下がる効果に期待した薬剤が抗PCSK9抗体で丸

冠動脈疾患予防の観点からLDL‐Cはどこまで下げるべきなのか。

本邦のガイドラインでは二次予防として「LDL―C<100mg/dL」 が目標値に設定されていま丸 しかし、下図に

示すLDL― Cと冠動脈疾患の発生率のメタ解析ではLDL― C:75～ <100mg/dLで は冠動脈イベント発生率が

14.2%であるのに対し、LDL―C:50～ <100mg/dLまで下げるとイベント発生率は8.8%と約 1/2ま で低下してい

ることがわかります。既にヨーロッパでは虚血性心疾患に対する経皮的冠動脈形成術後のLDL― C目標値は

70mg/dLと 示されており、心血管イベント減少の為には「LDL―C<70mg/dL」 でのコントロールが必要ではない

かと考えられま丸 日本でも今後はより厳格な脂質コントロールが求められる可能性がありま丸

治療中の患者分布 冠動脈イベント発生率

最後に

冠動脈疾患とLDL― Cの関係、治療法

について紹介させていただきました。冠

危険因子は脂質異常症を含め数多くあ

りますが、医療にて介入可能な各々のリ

スクに対して患者さん1人 1人に合わせ

た治療法を提供し、1人でも多くの患者

さんの冠動脈疾患を抑制したいと考え

ていますので、お困りの方がおられまし

たらお気軽に当科へご相談下さい。
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対象・ 方法 :高コレステロール血症治療薬の主要心血管イベ ン トヘの影響が検討された

無作為化比較試験8試験、38,153例 をメタ解析した。

動脈硬化性心血管疾患 :ACSお よびM:ゝ 安定・不安定狭心症、血行再建術、■At脳卒中、PADの既往

D縣まな山iSM ttd JAm Col Qmd"14,64`85-494よ り作図

アドヒアランス確認、生活習慣改善強化、高強度のスタチンベの変更など

(m9/dL)



(4) な で し こ 平成29年 9月

平成28年度 患者満足度調査について (第 2回 :入院部門)

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)

非常に満足  満足   普通  やや不満  不満

建物 202% 360% 404% 18% 1.8%

医療機器等の設備 324% 500% 167% 09% 00%
トイレ・洗面。給湯 237% 246% 333% 149% 35%
売店・食堂など 174% 266% 422% 101% 37%
駐車場 136% 17.5% 417% 214% 58%
食事の内容 257% 292% 354% 88% 09%
病院環境全般 220% 330% 413% 18% 18%
プライバシー配慮 356% 307% 317% 10% 1.0%

接遇面全般 323% 384% 283% 0.0% 10%
看護師の説明 394% 385% 221% 00% 00%
医師の説明 390% 352% 238% 19% 00%
治療内容。経過 337% 426% 228% 10% 00%
診療全般 333% 402% 255% 10% 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1生今日日病院の1鴨J.■「基本方針J 患者の権利と義務

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。

529% 33.7% 125% 10% 00%

56.7% 361% 72% 00%

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。

5.治療に当たり症状を正確に告知する義務がありま

国  紺 攪 識 嶽 ‰ 鵬 に警履
します。

- 1:讚

蝠 糀 。

【9月・10月の巡回診療日程のお矢□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。
*健康保険議.医療受給者証はた唐雇雰詈書轟語磐再薯なPて

くだ摯`*病院の窓口で現金をお支払いいた,

地 区 名 診  療  日 場 所 日寺 間

東羽田高花
9月         10月
12日の。26日の、lフ日ω '31日の 高 花 公 民 館 1:45～3:15

古 後 9月 19日の、10月 24日の 古後生活改善センター 1:45～3:15

発行/辱田大分県済生会日田病院 〒877-1292日 田市大字三和643番地の7 80973(24)1100 印刷/0朝日堂印刷
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|■家族や知人に当院を薦めたいと思いますか?

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。


