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行われるようになってきました。 これにより今

まで顕微鏡でいくら見てもわか らなかったがん

の正体が次々と明 らかになっています。 また、

それに基づいて 「分子標的治療薬」や 「免疫

チェックポイント阻害薬」 と呼ばれる新 しいが

ん治療薬が次から次に開発され、医療の現場で

使われるようになっています。今後のその成果

には大きな期待がよせ られています。

ただ一方でがんという病気の正体が見えてく

るようになって、明らかになってきたことがあ

ります。それは私達人間が進化の過程で獲得 し

てきた生き抜くための術をがんも身につけてい

るということです。 これは考えてみれば、あた

りまえのことかもしれません。がんはもとはと

言えば、私達のからだの一部だつたのですか ら。

がんはまさに手ごわい 「内なる敵」なのです。

無制限、無秩序に大きくなっていくことや転

移をおこすこと、大きくなるために必要な栄養

を確保するため、自分のまわ りに新たに血管を

つくりだすこと、正常細胞とは明らかに異なる

細胞に変化 しているのに免疫細胞の攻撃から免

れていること、効果があつた薬がやがて効かな

くなることなど、がんが持っているこのような

能力は人間が本来もっているしくみをうまく転

用 し、利用しているのです。がんに有効な新 し

い治療薬がでてきても、やがて自分の遺伝子を

変異させて、その治療薬に対する耐性を獲得 し

てしまいます。

しかし、がんの遺伝子変異研究 (ゲ ノミクス

と言われています)やその結果生み出され、が

ん細胞にさまざまな作用をするたんぱく質の研

究(プ ロテオミクスと言われています)は がんの

真の姿を徐々に明らかにしています。

人類ががんを克服できる日はそう遠 くないのか

もしれません。

著 作 者

ライセンス

:Rushen!

:銀 ∞

*英語でがんはCalcerと いうがCallcerと は力二のことである。

医学の父、 ヒポクラテスが乳癌の形状を力二に例えたこと

からこの名がついたと言われている。

「 内な る敵」

院 長 林 田 良 三

今回は日本人にとっていまや国民病 となった

「がん」についてお話をしたいと思います。昭

和56年 に日本人死因の第一位 となったがんは

患者数、死亡者数ともに右肩あが りに増え続け

ています。現在では日本人の二人に一人ががん

にな り、二人に一人ががんで亡くなっています。

がんが国民病とまで言われる所以です。それで

はなぜ、 日本ではがんはこのように増えている

のでしょうか。それは日本が世界一の長寿国に

なったためだと考えられています。がんは年を

とれば とるほど罹 りやす くなる病気なのです。

がんは私達の体の細胞内で遺伝子の突然変異が

幾重にも重なって発症すると考えられています。

老化により発がんに結びつく遺伝子の突然変異

が起 こりやす くなっていることが最近の研究で

次第に明らかになっています。

このように現在、がんの研究は顕微鏡 レベル

からさらに進み、遺伝子 レベル、分子 レベルで

攀 済生会日田病院 (ホームページ http//sasek江 .hta.dtajD
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糖尿病性腎症 について 魃 鰈

添  紅

はじめに

食生活の変化や運動量の低下、ストレスなど様々な

原因により、2型糖尿病患者数は年 増々加していま丸
これに伴い糖尿病における三大合併症の一つである
「糖尿病性腎症」が増加し、透析導入疾患の第 1位

(43.7%)を 占めるようになりました。糖尿病患者数は日

本のみならず世界においても増加傾向であり、今後も

糖尿病性腎症により透析導入が必要となる方が増えて
いくと予想されま丸

糖尿病における三大合併症

糖尿病の合併症は、高血糖が持続することにより細
い血管が硬くなったり、詰まったりして障害を受けること

で起こりま丸 三大合併症とは細い血管で形成・栄養さ

れている①神経②眼③腎臓が障害されることをいいま

丸 神経が障害されると、足の感覚が鈍くなる、自律神

経障害によりふらつく、便秘や下痢、胃の運動障害とい

つた消化器症状などが出現しま丸 感覚が鈍くなると、

ケガをしても痛みを感じ哄 血管障害により血流も悪い

ため、ケガしたところから感染し、次第に腐ってしまうこ

とがありま丸 そうすると足の切断が必要になることもあ

りま丸 眼の血管が障害されると、硝子体出血や網膜剥

離を起 こし、視力

障害の原因となり

ます。次に糖尿病

の三大合併症であ

る糖尿病性腎症に

ついてお話しま丸

腎臓内科医員

腎臓の働きと糖尿病性腎症

腎臓の働きは主に4つありま丸 毒素やカリウムの排

泄、尿として水を外に尿として排泄する、造血ホルモン

の産生、ビタミンDの合成で丸 そのため腎機能が悪く

なると、毒素の排泄ができなくなるため尿毒症症状が

出てきま丸 尿毒症症状とは嘔気嘔吐、倦怠感、食欲低

下、全身の痒み、傾眠といつた意識障害など様々なもの

があります。カリウムカリト泄できないと高カリウム血症と

なり、不整脈、心停止の原因となりま丸 また水を体の

外に尿として排泄できないと、体に水が溜まっていきま

丸 全身の浮腫、胸やお腹に水が溜まることで呼吸困難

といった症状が出てきます。

糖尿病性腎症の怖さ

糖尿病性腎症は初期段階ではほとんど症状はなく、

進行も緩徐で丸 しかし上記のような症状が出てくる頃

には、腎機能が悪くなるスピードは急速となり、数年で

透析が必要となることが多いで丸 そのため症状が出て

きてからではなく、早い段階で糖尿病を見つけて治療し

ていく必要がありま丸

糖尿病性腎症を早期発見するために

糖尿病や糖尿病性腎症の早期発見には血液検査や

尿検査が重要で現 いずれも健康診断の検査項目に含

まれるため、定期的に健康診断を受けることが早期発

見・治療につながりま丸 また早期腎症に関しては必ず

しも尿検査で蛋白尿陽性になるわけでなく、尿中のアル

ブミンを検査することで診断することができま九 一度

生活習慣や今までの健康診断結果を振り返ってみませ

んか。病気の早期発見・治療につなげるために健康診

断を受けてみませんか。糖尿病性腎症は症状が出始め

る前が肝心で丸
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骨密度検査について

診療放射線技師  伊  藤 一員

*骨密度検査とは

骨を構成しているカルシウムなどのミネラルの量 (骨

量)を測り、骨の強さを調べる検査で丸 骨密度が低下

すると骨粗霧症になり、霧 (す )が入ったように骨がスカ

スカになりま丸 骨粗霧症になるとちよつとした転倒でも

骨折しやすくなりますので、骨密度を定期的に測定して

骨粗霧症を予防することが重要となりま丸

*骨粗継症の危険因子とは
・ ホルモン ラヾンスや栄養バランスの乱れ
。アルコールの多量摂取。喫煙。運動不足などの生活

習慣
・ 内分泌系の疾患・糖尿病。関節リウマチなどの疾患、

ステロイド薬などの服用
・加齢や遺伝・体質など

特に、女性は男性と比較して骨量が少ない上に、閉

経後にはホルモンバランスが崩れ骨密度が低下しやす

いため、積極的に検査を受けることをおすすめしま丸

骨密度の値は年々変化していくものなので、経過をみ

るためにも同じ施設での検査をおすすめしま丸

*骨密度検査の種類

骨密度検査には大きく分けて超音波を用いる方法と

X線を用いる方法の2種類がありま丸 当院では、測定

精度が良いとされるデキサ法
*を

用いて腰椎と股関節

(大腿骨頚部)の 2か所を測定して検査していま丸 腰

椎と股関節 (大腿骨頚部)は骨折のリスクをよく反映す

るところとされており、骨粗霧症診断のガイドラインでも

腰椎と股関節 (大腿骨頚部)の骨密度計測が推奨され

ていますЭ
*デキサ法とは2種

類のエネルギーの

X線を使い透過率

の差を利用して骨

密度を計測する方

法で丸

*検査を受けるときの注意事項

身につけているものが検査に影響する場合がある

為、ほかのX線検査と同様にブラジャー、ボタン、チャッ

ク、ベルト、湿布、カイロ、エレキバン、コルセット等は検

査に影響しますので取り除いてください。また、過去に

腰椎や股関節の手術をされた方で、人工骨頭などの体

内金属がある場合には、計測が行えないことがあります

ので事前にお知らせください。

*検査の流れについて

1.検査室内の更衣室にて検査着に着替えていただ

きます。
2.検査台に寝ていただき、体を測定位置に合わせ

検査を開始しま丸
3.検査中は体は動かさないようお願いします、特に

息止め等も必要ありませんので、リラックスして検

査を受けていただけま丸

4.検査時間は、腰椎と股関節 (大腿骨頚部)の両方

を測定しておよそ10分程度で丸

*測定結果畔J定)について

骨密度の評価はFYAM』 と言われる値で評価しま丸
FYAM』 というのは『Young Adult Mean』 を略した言

葉で『若年成人平均値』といいま丸 これは、20～44歳

の健康な人の骨密度を100%と して、現在の自分の骨

密度が何%であるかを比較した数値で丸

当院で検査をされた方は、「若年成人の平均骨密度

と比較すると、○○ (%)に相当します」と解析結果に記

載されていま丸

YAMによる骨粗霧症の診断基準は

(判定と治療や手立て)

80%以上→正常

70～80%未満
→骨量減少:食事療法や運動療法の開始

70%未満→骨粗豚症 :骨粗豚症の治療開始

*検査についてご質問や心配な点がございましたら

主治医や診療放射線技師にお気軽にお尋ねください。
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当院では、がんに関するさまざ意なご相談ができる部門として『がん相談支援センター』を設置してい

志す。患者さんへの周知状況を確認することを目的に、平成28年 10月 に入院患者さんを対象にアンケー

ト調査を行い、 次のとおりの結果となりました。

① 患者相談窓□として「がん相
談支援センター」が設置され
ていることをご存じですか?

いい′L
20%

がんに関するご相談を無料でお受けし秘密は厳守いたし志す。病気や治療に対する悩み、不安だけどな
んとなく 医師には間きにくいこと、今後の生活のこと、がんの治療費のこと、セカンドオピニオンにつ
いて、終末期に関することなど、ご心配なことがあり志したらお気軽に電話等でご相談ください。他医に
受診中の方、ご家族等もご利用できます。なお、ご来院の場合は事前に電話でご連絡をお願い致します。

電話番号 0973-22-8772(直通)00973-24-1100(代 表 )
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② 「がん相談支援センター」を  ③今後「がん相談支援センター」
利用したことがありますか?    を利用したいと思いますか ?

いいえ
92%

平
‐
成29年度下半期巡

1回
診療事業計画のお知らせ

※身体のことでお悩みの方は、お気軽にお出でください。

本健康保険証、医療受給者証 (または高齢受給者証)を持参してください。
IⅢ 病院の窓口で現金をお支払いいただくめと同様に有料です。 |  |
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古 後
古後生活改善センター
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済生会日田病院の「理念」と「基本方針」

国  紺 攪 識 荼 ‰ 鵬 に響霰
します。

- 1:讚

鱚 ‰ 。

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 じ
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。

患者の権利と義務

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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