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「こわいもの知らずの病理学講義仲野徹」

名誉院長 西  田 敬

新 聞広告 (冒 頭写真)が 目に付 いたので

Amazonに 註文 した。降つて湧いた様に、今年

か ら出現 した秋期 3連休。無柳を慰めるには恰

好の読物と北史笑む。流石に現職の阪大病理学
しん きよう

教授の労作、案の定、骨つぼくて芯がある。狂
げんまわ

賞を掠め乍も、逸 した日本人研究者の挿話も紹

介され、面白さも半端 じゃない。文字通 り「巻

を措 く能わず」、将に興味津津の読物として展

開される。

とは言え、内容は飽 く迄 も21世紀の病理学

総論。新規登場の外来医学用語の翻訳 (解説)

が主体 と為 り、系統的には解体新書 (Anato―

mische Tabellen)の 流れを汲む。勿論、時代

の差は語彙に反映される。仲野教授は今回は i)

繊毛運動不全に起因する副鼻腔炎、ii)気管支拡

張症、面)内臓逆位症 (situs inversus)を 三主

徴 (trias)と する Kartagener syndrome(カ

ルタゲナー症候群)を取上げて症状発現の機序

を詳説してお り、興味は尽きない。が、侯て暫
だ ま

お な じみ

言回し役として使われているのは御馴染、コン

ピューター界の百科事典を標榜するWikipedia

と、御存知、 これまたencyclopedia的 な国語

辞典、広辞苑。

医学生は勿論、看護師 さん を始 め とす る

co medicalの スタッフにもお勧め。医者の言う

事や、日論見が全て解る、のみならず、治療計

画の先まで見通せる。更には、宙rus発がんの

藤波艦、化学発癌の山極勝三郎など、ノーベル

し。如何にも判 り易そうなタイ トル表紙に蝙さ

れちゃいかん。中でも、線毛、絨毛の機能不全

とkinesinを介 した内臓逆位の因果関係は読み

進むほどに難解。著者は読む事で literacyが 向

上すると請合ってお られるが、そ りゃ向上する

わナ。読む事 と読解するは同義語 じゃない。持

て余した暇と時間を枕に寝乍読めるなんぞと甘

かった。何時の間にや らガバと跳ね起き、辞書

を片手に机についてウンウン苦労して読み進ん

でいる。Virchow病理の時代ではない。分子生

物学や遺伝子病理の御時勢。語彙の拡張が要求

され、著者の術中にまんまと嵌った次第。

率 済生会日田病院 (ホームページ http//面sdkai.hia.dtajD
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インフルエンザワクチンは効くか ?||

副院長兼内科部長  カロ 地  正 英

今年もインフルエンザの流行時期になりました。

すでにインフルエンザワクチン接種を済まされた方

も多いと思いますが、よく『インフルエンザワクチンは

効くか』と質問されま
‐
九答えは、ぎっくり話すと原則

的にはワクチンの効果はありま丸 ただ誤解されてい

る方もありますが、インフルエンザウイルスに対して

のみ効果を認めま丸 そのため通常の『かぜ』には効

きません。また注射 (皮下接種が主)なので、接種に

よりできるのは血液中の抗体です。つまリウイルスが

体に侵入してからしか効果を発揮しません。空気中

のウイルスを攻撃することはできませんので、感染し

てからしか効果を発揮できないとも言えま丸 ではそ

の効果とはどのようなものかと言えば、インフルエン

ザウイルスが感染しても、気づかない程度の症状で

あつたり、入院するほど重症化させない、さらには高

齢者では死亡を回避させる効果がありま丸 いいか

えればインフルエンザには罹患しますが軽く済むと

言えるでしょう。ちなみにインフルエンザワクチンの

効果を疑間視する先進国は日本だけです。欧米は

効果を認めた上で接種を推奨し、効果的にインフル

エンザを予防しようとしています。ちなみにインフル

エンザの流行自体を阻止するためには全国民の8-9

割のワクチン接種率が必要といわれていま丸

しかしながら日本では毎年インフルエンザワクチ

ンの効果が取 りぎたされます。特に2014年から

2015年春にかけて流行したインフルエンザには、接

種したワクチンの効果が低かつたと報告されていま

す。なぜそのような事になったのかといえば、麻疹や

風疹などのワクチンに比べてインフルエンザワクチ

ンはその内容が毎年変わるためで丸 インフルエン

ザウイルス自体が毎年モデルチェンジしま丸 そのた

めワクチンもこれに合わせてワクチンの型も変えて

やる必要がありま丸 ワクチンは日本での前年度の

流行の最後に分離されたウイルスや、日本とは季節

が反対のオーストラリアでの流行ウイルスを参考に

作られるため、流行予測が難しく、うまくできないと

予防効率が悪くなりま丸 また現在は孵化鶏卵 (ひ

なが誕生する卵 )を用いて製造されます。この製造

過程でも人からとれたインフルンザウイルスは増殖

しにくいものや途中で性状が若干変化したりするこ

ともあり、当初の計画どおりに出来ないときもありま

丸 そのために『今年のワクチンは効かなかった』な

どどなることがありま丸 又今年も製造に遅れが出て

いま丸 ワクチンの製造方法は30年以上基本的には

変わっていませんが、これらの問題点を克月艮するた

め、卵を使わない製造方法や人工的にウイルスを作

り出す方法、注射ではなく鼻に噴霧接種する薬剤な

どの開発が行われていま丸

ただ現在使用可能なワクチンは現在、卵から作ら

れる1種類だけで丸 高齢者には公的補助もありま

すので接種されて、今年の冬は「つつがなく」すごし

て下さい。
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看

州北部豪雨災害における

護師の活動

看護部 外来師長 室

去る7月 5日九州北部日田地区が豪雨災害に見

舞われました。5年前の集中豪雨を思い出すかのよ

うな濁流で花月川は氾濫しJRの鉄橋を壊し、小野・

大肥大鶴地区は、河川の氾濫から家や農作物、人

命にも大きな被害を及ぼしました。被災された方々

には、心よりお見舞い申し上げま丸

さて、当院は大分県西部圏域の災害拠点病院と

いう役割を担つていま丸 そのため、翌6日には、院内

に災害対策本部を設置し災害による傷病者の受け

入れを優先的にできる体制を整えました。外来で

は、24時間を通して傷病者の対応が出来るように夜

勤の看護師を増やしたり、被災を受けた患者さんに

必要な薬をスムーズに提供できるように医師会とも

連携を図りました。また、前回の水害の経験から訪

問看護師と連携を図り、翌日には避難対象地域で

人工呼吸管理をしている在宅患者さんの受け入れ

を行いました。現在、日本看護協会では、災害支援ナ

ースを育成し、今回のような災害時には病院や避難

所への派遣を行つていま丸 当院にも5名の登録ナ

ースがいますが、今回は被災地域であり、自施設の

受け入れ態勢を優先したため派遣を見合わせまし

た。

週末には、避難所となっている病院所在地区であ

る三和小学校への訪問診療ヘチームの一員として

同行しました。小学校の体育館は、冷暖房の設備が

なくこの時期を過ごすには厳しい環境でした。家の

損壊に伴う先行きの不安、不眠、脱水などの症状を

訴える方々に、医師とともに避難所での生活で困つ

ていること、体調不良や持病の悪化がないか、薬は

飲めているか等の話しをゆっくり伺いました。中に

は、当院で治療中の方々もおられ面識のある医療者

と会うことで「安心した」という言葉が聞かれる場面

もありました。

災害から1週間を迎える頃には、エコノミークラス

症候群の発生リスクがあがると言われています。そこ

で、南海医療センターの医師と共に避難所を訪間

し、一人ひとりに間診と下肢の周径計測を行いまし

た。そして、パンフレットを用いてエコノミークラス症

候群についてや、予防方法の説明を行いました。ま

た、対象者には、予防ストッキングを配布し実際に

装着してもらいました。地元の看護師であることがわ

かると安心され、関心を示し順番を待つ場面もあり

ました。

今回の災害で私たち看護師は、専門チームの一

員として生活の場で援助することの重要性を感じま

した。また、災害における弱者 (独居高齢者、障害者

等)に対して早期対応ができるように日常から公的

機関との連携や情報交換を行い優先的な受け入れ

体制や支援体制の構築が課題であると感じました。

今回のこの経験を次に活かせるように看護師一

人ひとりも災害時の看護に関心を持ち行動していき

たいと思いま丸
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医療費でお日りの方は、まず、ど相談ください。
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頂に基づき、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っている方を対象に、診療費の

自己負担額を減免 (無料又は低額診療事業)しています。

● 受診を控えたり、受診回散を臓らすことのないように、まず、ごIB談ください。

医療IE談員が相談に応じ、所定の手続き (面談 0所F3の確認等)を経て、ホ制度の通nについて決定します。
プライバシーは厳守します。

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 蹴 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)

(傭ろ膊聘彙i礫判巽瑾順
兜硯

)
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<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す。
・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す。
・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ヘ

通知いたします。

※失業等によリー時的に低所得となった場合やD∨ 廼己偶者からの暴力)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<医
療相談員まで声をあ掛け<ださい。

済牛‐合1日.円病院―の響 含」と「基.本方‐針J

国     
「済生」の心を受け継ぎ、医療と福祉の充実・発展を通して、安心して暮らせる地域社会の実現に貢献します。

1.生活困窮者支援事業を推進 します。
2.信頼される救急医療体制を構築します。
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。
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。

【11月 。12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。
*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。

地 区 名 診  療  日 場 所 日寺 間

東羽田高花
11月         12月
14日 Q。 28日び0、 12日ω・26日の 高 花 公 民 館 1:45～3: 15

古 後 11月 21日 0、 12月 19日の 古後生活改善センター 1:45～ 3:15
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