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「恩讐の彼方に」

山国川流域や羅漢寺は日田市の郊外に位

置し、今更、知らぬでは批難轟轟の誹りは免

れまい。菊池寛も、題材の「恩讐の彼方に」は

云うに及ばず、青の洞門など、当地に縁ある

小説家で知られるが、面白い事に、彼は高名

なる数学者、小平邦彦の労作「幾何への誘い」
まつ び

の末尾にも登場する。曰く、「三角形の二辺の

和は他の一辺よ り大きい」。之は中学で習っ

た幾何学で唯一役に立つ定理である。本文中

で小平邦彦先生は、犬でも知っている、と宣

う。犬や猫が人間よ り悧巧であるか否かは、

実は深淵なる生物学上の命題 を抱えて居る

が、小平先生はそんな些事には柳かも頓着無

さほど  つきあ

名誉院長 西  田  敬 日頃、然程迄付合いの無かった客人に留守居
じょう

嬢は 「所用で出かけて居ます」、素気なくも、
たいおう だいたい  る す ばんやく

く、唯、数学の一分野を只管に解 り易く述べ

たに過ぎない。英語教育は小学生時か ら始め

るのが望ましい。文科省など日本人の英語教
いや お かげ    トンチンカン

育に、厭に熱心で、御蔭様で頓珍漢な大人が
しか

蔓延つてきた。言葉は文化で民族の歴史。然

らば揮は英語で何 と云うのか。そんな事も判

らんで他民族 との疎通性が適うの欺。

処で、芥川龍之介が何や ら、思い詰めた顔

付で、文芸春秋社に菊池寛を訪ねた事がある。

く く

木で鼻を括ったような対応。大体、留守番役

の女性なんて言 う存在は無愛想が相場。芥川

の死後に、それを知った菊池は、芥川の心中

を思い遣ってか、夫 こそ地摺 りをせん許に悔

しがったという。

悲劇の種が「行き違い、擦違い」にあるのは

「君の名」はか ら「冬のソナタ」まで女性の紅
さくるい じょうとうしゆだん

涙を搾涙する為の常套手段であるが、何、女

性に限つた事ではない。名月赤城山の国定忠

治、或は石松三十石船を聴き直 して御覧、男

性の心の琴線をも掻き鳴 らす堂堂たる見せ

場を創る手段にも為 り得る。男だつて他愛 も

ない。

青の洞門

棗卜済生会日田病院 (ホームページ httpブ /sttsdk」 .hta.dtajD
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颯仁[R'已 麻 酔科 の仕 事 洸鑢 鑢

牌科医長 中 村 浩 司

小手術以外の手術では、麻酔科医が麻酔を行
うのが主流である。麻酔科医は、術式と患者さ

んの情報をもとに、一番安全で侵襲が少ない麻

酔を選択する。麻酔は大きく全身麻酔と、局所

麻酔の二つに分かれる。全身麻酔は手術の間は

ずっと、意識がない。点滴から眠くなる薬を注

入 して、患者さんの意識が無くなったのを確認
してか ら気道確保のための管を気管 に入れる。

手術の間は、気管に入れた管か ら、空気と麻酔
ガスを混ぜたものを流して麻酔深度を維持する。

手術の侵襲、たとえば痛みの強い手技をすると

きなどは血圧や脈拍を見なが らガスの濃度を調

節する。

患者さんが子供の時は、点滴をとるのに抵抗

するときがある。そういうときは点滴の前に麻

酔ガスを吸ってもらって寝かせることもある。

トラウマにならないように迅速な麻酔導入が要

求される。

手術が終わると、麻酔ガスを切って、空気で

呼吸してもらう。呼吸するたびに肺から麻酔ガ

スは排出されるので、血液の中の麻酔ガス濃度

は下がっていく。ある一定の濃度以下になると

自然と覚醒する。覚醒する濃度は、年齢による。

高齢者ほど覚醒する濃度は低い。覚醒の良さは

痛み止めで使用する麻薬の量にもよる。最近で

は速やかに代謝される麻薬があるのでとても便

利になった。

全身麻酔か ら覚めて、喉の痛みを訴える人が

いる。普段空気 しか通 らないところに、異物で

ある気管チューブが入ることで起こる。通常 2

～ 3日 で回復する。よく聞かれるが、大酒飲み

も麻酔は効 く。安心しましたか ?

局所麻酔は、腰椎麻酔と硬膜外麻酔に分か

れる。

腰椎麻酔は、下半身麻酔 とも言われる。下

半身麻酔 というと、暦か ら下の麻酔であると

感 じる人も多いだろうが、薬を入れる量やス

ピー ドを調節することで、胸あた りまで効か

せることができる。虫垂炎 くらいな ら腰椎麻

酔でやることもあるが、全身麻酔のほうが寝
ている間に終わるので全身麻酔を選択するこ

とが多い。腰椎麻酔をした時は、なるべ く眠
る薬を併用するようにしている。加齢で腰椎

が変形 している人はなかなか目的とする場所

まで針が通 らずに、腰椎麻酔に難渋すること

がある。 うまくいかないときは全身麻酔に変

更することもある。

硬膜外麻酔は腰椎麻酔に似ているが、薬液

が広がる場所が違 う。硬膜外チューブを留置

して、手術の後 2～ 3日 の間持続的に痛み止

めの薬を入れ続けて、術後の鎮痛に使用する

ことが多い。硬膜外麻酔だけで手術の管理を

することは稀で、だいたいは全身麻酔 と併用

される。硬膜外麻酔も、背骨の変形 している

人や太っている人はうまく入 らないことがあ

る。脊髄 という神経の近 くまで針を進めるの

で、や りにくくてもあまり深追いはしないよ

うにしている。硬膜外麻酔が入 らない人には、

術後麻薬を使用することがある。

安全な麻酔 を心掛 けている。患者 さんに

とつて安全な麻酔は、麻酔医にとっても安全

であるからだ。

手術室で会いましょう。
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検体検査部門の立場から

適正な検査を考える

前回は国民総所得に対する国民医療費の事

を書かせていただきました。我が国が諸外国

に誇れる国民皆保険制度は1958年 に制定され

た国民健康保険法を発端に1961年 国民健康保

険事業により「誰でも」 「どこでも」 「いつ

でも」保健医療を受けられる体制が 確立され

ました。 しかしなが ら近年では生産年齢人口

の減少と高齢化によ りこの制度の運営が危機

的状況である事は皆様も御承知の通 りです。

さて、 このような時代を迎え私たち医療従

事者は何をすべきなので しょうか ?ま ず、第

一に皆様が納めた健康保険料を有意義に使 う

ことだと思います。具体的には①近い将来枯

渇するかもしれない資源を無駄遣いしない事

②必要な医療行為は精度を保つた環境を整備

し、教育された技師が実施する事などで しょ

うか。

①に関 してはすでに保険点数 として医療行

為に関する代金が決まっています。また、適

正に検査を実施するための制限があ ります。

例えば皆様もよく耳にするHbAlC(ヘモグロ

ビンAlC)と いう検査では、糖尿病、 もしく

は疑いと診断された患者さんに対 して、ひと

月に一回までしか検査できません。点数は49

点(490円 )です。 3割負担の患者 さんです と

147円 は患者さん負担、343円が保険組合から

支払われる仕組みです。

②に関 して私 ども検査技師が取 り組んでい

る事業について説明します。 日本臨床衛生検

査技師会(日 臨技)では平成 17年より臨床検査の

標準化に関する事業を展開 しています。 日本

臨床検査標準協議会 (」CCLS)と 連携 して 「い

つ、 どこの医療機関で臨床検査が実施されよ

検査部技師長  吉 村   畷ヨ 宏

うとも、信頼の高い検査結果が得られること」

を目標に臨床検査の標準化事業をすすめてき

ました。さらに平成19年からは、日臨技主導

により新たな 3年計画がスター トし「臨床検

査データの標準化」を実現するため 「基幹施

設ネットワーク」を構築しました。当院も全

国に165あ る基幹施設の一つで日田、玖珠地

区の検査データの標準化を進めています。ま

た今 日までの事業継続によ り全国規模での

データ標準化が整備中です。例を挙げると、

「コレステロール」の検査を行った場合、こ

の事業以前では各医療機関のデータは必ずし

も同じ値ではありませんでした。つまり病院

間でデータに差があったという事です。A病

院では260mg/dL、 B病院では220mg/dLと
いった事が実際に起こっていました。そこで

A病院からB病院へ転院した場合は、再度 「コ

レステロール」の検査をしないと同じ判断基

準で治療ができない環境でした。これを是正

するのが 「臨床検査データの標準化」事業で

す。

この事業を成功させるには、第一に施設内

の検査精度を良好な状態に保つこと、次に高

度な分析機関、つまり世界保健機関(WHO)や
検査医学標準物質機構(ReCCS)等 で値付けさ

れた物質で検査値にずれがないか確認し、ず

れがあれば正しい値に補正することです。こ

の流れを十分理解し生化学的知識、統計学的

知識を身につけた検査技師による管理が理想

です。当院でも環境、人材の整備に資源と時

間を投入し患者さんに安心、安全で負担が少

ない検査を提供できるよう日々努力していま

す。
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・ ■ 平成20年度 患者満足度調査にうもヽて
.(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29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29年 10月 23日～27日 外来患者さんに対しアンケート用紙に記入を依頼

入院部門:平成29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 163% 38.2% 395% 53% 08%

売店。食堂など 104% 320% 516% 56% 03%

駐車場 97% 231% 390% 212% 70%

接遇面 175% 493% 321% 11% 00%
プライバシー配慮 144% 417% 413% 18% 07%

診察の待ち時間 59% 246% 490% 170% 3.5%

医師への質問や相談のしやすさ 291% 42.4% 276% 09% 00%

治療内容。経過  122.5% 444% 320% 07% 03%

是非薦める  薦める  薦めない 全

318%1 652% 30%

回̈

非常に満足  満足

‐
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③ カラオケとテニスが趣味です。
④ カラオケと適度?な お酒でストレスを溜め
ないようにしています。

⑤ 皆さんが元気になるように、できる限り
のサポートをしていきたいと思つています。
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①

②

①氏 名 ②担当診療科

③趣味 。モットー ④私の健康法

⑤患者さんヘー言 ⑥開業医の先生万へ |

お困りのことがあれば、是非ご相談下さい。

⑥ 外科の吉山です。4年 3ヶ 月ぶりに済生会日田
病院へ戻つてまいりました。呼吸器が専門で、特

に胸腔鏡下手術を得意としております。地域の皆

様方に少 しでも貢献できるよう、頑張る所存です。

今後とも何卒宜 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t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1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
8月         9月
14日 の。28日の、11日ω '25日υり 高 花 公 民 館 1:45～3:15

古 後 8月 21日の、9月 18日ω 古後生活改善センター 1:45～3:15
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外来総合評価

普通  やや不満  不満

1380%1422%1185%

ご家族や知人に当院を薦めたしヽと思tヽますか

'


