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イったら無い。然し、好事魔多し。世紀末に突

然、彼を襲った宿病はParkinsOnism。 絵筆も

持てぬ画家の為体 を世 に曝す に忍びず、the

second millenniumも 日前に迫つた1999年 10
かぶ   みずか

月 4日、覚東ない手で、ポリ袋を被って自らの

生涯を絶った。

矢庭 に掲 げた英文書籍、著者 はRobert
フルガム ちく ごやく

Fulghum、 本のタイ トルを逐語訳すれば 「人

生で必要な、全ての知識は幼稚園で学んだ」。

日本語版は池央歌 (訳 )で河出書房新社から出て
き ぬ からくち

いる。その中で、歯に衣を着せぬ、時に辛回の
ひひょう き び あふ

批評で知 られた山本夏彦が、男女の機微溢れる

挿話を、感動的に、美しくも哀しい物語 として

紹介した。フランスの名優Charles Boyerと 、

その妻の癌闘病に纏わる話。長年、連れ添つた

伴侶に肝臓癌が判明。最愛の妻に如何して苛酷

な病名を告げられよう欺。知 らせない儘に、夜

に日を継 ぐ看病を続け、最期は自らの腕の中で
み  と のこ     おつと   わずか

看取つた。そして…、遺された夫は、僅 2日 後
こ   よ   す

おぼつか

こく さく き  よう

「告朔の飾羊」

名誉院長 西 田  敬

年頭 (或は月初め)の祝いに羊の生贄を捧げ

る、程度の意。今年の干支からして、間違つて

も、羊頭狗肉はあきまへん。年の変り目の宮中

儀礼の一つ。視告朔とも書くが,視の字を読ま

ないのが通例。中国の制度を継受したもので、

日本書紀の天武 5年 (676年 )、 9月 の朔(1日 )

条に、雨降りて告朔せず、とあるのが文献上の

初見であるも

紹介する挿話は20世 紀の超売つ子画家、

Bernard Buffetの物語。仕事中毒とも評され

た程の多作家。燻んだ色調と直線的な図柄は、
とっ    お な じみ  しか

絵画fanで なくとも、疾 くに御馴染。而も
1

中Tの好男子で、元モデルの愛妻、Annabel

夫人と並んだ写真が超一流のファッシヨン誌で

こ鰤

u鰍
覚 i静 蕊

も はや

に「最早、君の居ない此の世に棲み続ける気は
かじょう

しない」。そう云い遺して、secobarbitalの 過剰

摂取にて自らの生命の幕を閉じた。この胸を衝
つづ    おはなし

くような挿話が幼稚園児の生活を綴つた御話の

中で如何に使われて居るのか、原文を読まぬ身

には、到底、知る由もない。

俗に、流晒を知 らぎるは無用の長物だが、女

寡にゃ花が咲き、男寡には岨が湧くなんて事を

下世話には云う。 どうせ様でもない事許に時を

費やし、馬齢を重ねた人生、せめて最期の幕引

きには潔さを翼求する男の願望には際限がな

く、又、洋の東西を間はない。

棗卜済生会日田病院 (ホームページ htt,//sttsdk」.hta.dtajD
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1鰈 大腸がん検診の便潜血検査の重要性について 1靱

外科医長 白 土 一太郎

初めに

元々、日本人には胃がんが多く、欧米人には大腸がんが

多い、ということが言われて来ました。しかし大腸がんは、近

年日本では増加傾向にあり、罹患率はがんの中で一番多い

がんとなりました(大腸、胃、肺、乳房 (女性 )、 前立腺の順に
がん罹患数が多い)。 その理由は食習慣が欧米化したこと
が原因と言われていま丸 つまり食生活が欧米化したこと
で、牛肉・豚肉など赤身の肉、つまり高脂肪分を多く摂るよ
うになりました。大腸がんには直腸がんと結腸がんがありま
すが、特に結腸がんが急速に増加していると言われていま
丸

大腸癌の死亡率は男性では肺がん―胃がん―大腸がん

順で第3位となっていま丸 女性では第 1位となっていま丸

大腸の構造とはたらき

大腸は約 1.5から2メ ートルの腸管で、小腸に連続して、
盲腸、上行結腸、横行結腸、下行結腸、S状結腸、直腸、肛
門管へと続いて液状の便から水が吸収され、固形の便とし
てりF泄します。

大腸ガンの発生機序
大腸がんの多くは大腸粘膜の粘液腺細胞から発生し、

腺癌とよばれていま丸 2つの経路があると考えられていま

丸
1つ は良性のポリープ(腺腫)が癌になる経路で丸 良性

の腺腫 (adenoma)が発癌刺激を受けて癌 (carcinOma)
化するものc adenOma‐ carcinoma sequence(腺 腫‐癌
連関)と 呼ばれま丸 さらに近年,平坦。陥凹型腺腫の癌化
も注目されていま丸 もう一つは正常粘膜が発癌刺激を受
けて直接癌が発生する経路です。この癌はデノボ癌 (de
nOvo癌 )と 呼ばれます(de novoと は“あらたに"という意
味のラテン語)。 大腸ポリープの大半は良性腫瘍である腺腫
(adenoma)ですが、サイズが大きくなると癌化の可能性が
あるの0内視鏡的切除が必要になりま丸

大腸癌の症状
早期がんでは自覚症状はなく癌検診などで発見されま

丸 進行してくると、血便、下血、貧血、下痢と便秘の繰り返
し、便が細い、便が残る感じ、おなかが張る、腹痛、頻便、原
因不明の体重減少などがありま丸 進行癌でも無症状の場

合がありますのQ注意が必要で丸
こころあたりのある方は病院へ行うて検査をうけましょう。

大腸がんの検診
大腸がんの発見に関しては、便に血液が混じっているか

どうかを検査する便潜血検査が早期発見に有効で丸 通常
2日間の便を検査する2日法が有用とされていま丸 便の表
面を採便用の棒でまんべんなくこすり、便を提出し、便潜血
検査を受けるだけで、大腸がんの死亡率は60か ら80%下
がることが証明されています。40歳以上の方は年一回の大
腸がん検診を受けることが推奨されていま丸

大腸ガン治療について
近年早期の大腸がんに対しては内視鏡的粘膜切除術

(endoscopic mucosal resection;EMR)や 内視鏡的粘
膜下層剥離術(endoscopic submucosal dissection;
ESD)などにより、負担が少ない内視鏡治療が積極的に行
われていますЭ

内視鏡治療で切除が難しい場合やリンパ節廓清が必要
な場合はリンパ節廓清を伴う結腸ないし直腸切除が標準
術式になりま丸

これまで開腹による手術が行われて来ましたが、近年は
腹腔鏡手術下手術が普及していま

‐
九早期大腸がんでは

90%以上の完治が可能ですが、大腸がんが肺や、肝臓や
腹膜などのおおもとの腫瘍から遠い部位に転移することが
あり、その場合はStageⅣ となり、一番病状が進んだ病期と
なりま丸 その場合には転移した部位とおおもとの腫瘍の切
除が可能ならば手術の適応となりますが、切除が難しいと
判断された場合には、化学療法 (抗癌剤や分子標的薬)が
治療の中心となりま丸 その場合多くは根治が難しく延命治
療となる可能性が高くなりま

｀
九やはり早期に発見すること

がとつても重要で丸

メッセージ
大腸がんはかなり進行しないと症状が出にくいので、早

期発見するためには便潜血が有用であることが証明されて
いま丸 日本の検診受診率は25%と非常に低いのが問題と
言われていま丸 大腸がんは早期発見により治癒できる癌
であるので、1年に1回の検診をしっかり受診して早期発見
をお願いしま丸
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腰痛予防について

ケ

厚生労働省 による国民生活基礎調査

(2015年度)では腰痛の生涯有訴率は8割を

超え、多くの日本人が腰痛を経験すると言わ

れていま丸 腰痛の原因として椎間板ヘルニア

や脊椎圧迫骨折、脊柱管狭窄症のような原因

がはっきりした特異的腰痛と、ぎつくり腰や筋

筋膜性腰痛など原因が特定できない非特異

的腰痛に分けることが出来ますが、医療機関

受診時の腰痛の原因の75%が非特異的腰痛

と言われていま
‐
九特異的腰痛では医療機関

での治療が必要となります。非特異的腰痛に

ついては予防が重要となってきま丸 日頃の姿

勢 (生活習慣)や加齢に伴う筋力の低下、無理

な姿勢での作業は腰痛を引き起こす要因とな

ります。

・脊柱の構造

脊柱は頸椎 (7個 )、 胸椎 (12個 )、 腰椎 (5

個)が縦に連なって多くの筋肉や靭帯によって

支えられていま
‐
九横から見ると全体的にS字

状のカーブを描いており、頸椎と腰椎では前

に胸椎では後ろに凸となっていま丸 このS字

構造は生理的彎曲と言われ体をバランス良く

支えるために必要で体の曲げ伸ばしやひねり

の動作など複雑な運動が可能となり、脊椎に

かかる荷重や歩行時の衝撃を緩和する効果

があります。

0腰痛の原因と対処方法

生理的彎曲は主に体幹の筋肉によって支え

されています:加齢等による筋力の減少により

筋肉によつて支えられていたものが骨性の支

理学療法士 高 倉   龍 徳

持に依存するようになり彎曲の減少、脊柱の柔

軟性の低下を引き起こし腰痛の原因となること

があるため生理的彎曲の維持が必要となって

きま
‐
九その他に股関節の柔軟性も重要となっ

てきます。腰と股関節は協同して動く事が多く

股関節の可動域制限により腰への負担が増加

してしまいます。また心理的ストレスも腰痛に影

響を与えていると考えられていま
‐
九脊柱を構

成する椎骨の間には椎間板といわれるクッショ

ンがあり不良姿勢による圧力の不均衡が続くと

椎間板が変性し椎間板ヘルニアを引き起こす

可能性もあります。また加齢により骨粗霧症を

伴うと圧迫骨折等を発症する危険性もありま

丸

体幹 0股関節周囲の筋カトレーニングやスト

レッチの実施、長時間同じ姿勢での作業や腰

を曲げた姿勢で重いものを持ち上げないよう

注意するなど動作の見直しが腰痛予防に有効

と思われま丸 また適度な運動 (有酸素運動)は

心理的ストレスの軽減にもなりま丸

・労働現場における腰痛予防

近年、産業分野での腰痛予防が注目されて

おり、大分県理学療法士協会では厚生労働省

の「職場における腰痛予防対策指針」を受けて

介護労働者等に対してストレッチや腰痛予防

体操の指導、作業環境見直し等の労働衛生管

理の提案を行つていま丸 運動は体に良いと頭

ではわかっていても一人で継続していくのは難

しいという方も多くいらつしやるのではないでし

ようか?職場など集団で取り組むことは意味の

あることだと思われま丸
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医療費でお困りの方は、ま嗅 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、ま嗅 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 程度となりま丸
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)

※上記は一例で現 状況によって対象となる場合がありますので、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丸
・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す。

※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0どうぞご遠慮なく医療相談員まで声をお掛けください。

平成30年度上半期巡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。
*健康保険証、医療受給者証 (または高齢受綸者証)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 時間・場所 4月 5月 6月 7月 8月 9月
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国  紺 攪 緞 繁 ‰ 朧 に響辱
します。

- 1:讚

鱚 糀 。

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。

_墨者の段 義‐務
1.最善で安全な医療を平等に受ける権利があります。
2.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

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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