
「胎 生 哺 乳 類 」

名誉院長 西  田  敬

見て来た訳ではないが、石狩の原野の流れ

に遡上して来た鮭は産卵する。流れの水は有

精卵を包み、育む。胎生哺乳類の一員だが、

ヒ トの子を最初に養 うのは母乳や胎盤循環血

流ではなく、女性の卵管細胞の分泌液、詰 り、
そ しきぶんびつ

卵管液 (human tubal fluid)と いう組織分泌

栄養液である (histiotrOph)。 この卵管液で

1週間ほど栄養され、卵割で数を増 した後に

受精卵は、漸 く、子宮内に到達する。子宮内膜

が増殖期 と分泌期に分かれる事は大概の医学

生は知っているが、扱、其の分泌期内膜は何を

分泌する ?と 問えば思案投げ首、先ず、 9割
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は答え られない。英語では簡単 にuterine

milkと も云うが如 く、是またbabyの栄養分。

早 く滋養豊富な胎盤循環血流に塗れたいが、

侯て暫 し。血流は酸素を含む。酸素は本来、

酸化作用 (細 胞毒性 )が強い。酸素をエネル

ギー代謝 に利用するには酸化毒性を中和す

る為のscavenging enzymeを 要する。癌細

胞は細胞呼吸でな く嫌気的にエネルギーを

獲得する。然るに、人類は酸素呼吸を遮断

すれば死滅する。何時か ら酸素に組るよう

に為ったのか。抑々、46億年の地球年齢で

酸素に馴染んだのは此の 5億年程度。権威

ある学術誌Natureに拠れば、地球の大気を

20%も の酸素が 占めるよ うに為 ったのは、

氷河期の解凍で稀少元素osmiumに 封入され

た酸素が大気中へ放出された為である。卵

子から受け継いだ潤沢なmitOchondriaの 存

在にも拘わらず、接合子のエネルギー獲得

法はfirst trimesterの期間を通じて卵管組織

液の嫌気性解糖である。好気性解糖は胎盤

循環の確立後の栄養獲得法で、血流で運搬

される栄養 (hemOtrOph)で ある。
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HTF(human tubal fluid)

棗卜済生会 日田病院 (ホームページ http//sttsdk江.hta.dta.jD

ぶんびつ き たいがい
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≫t睡眠時無呼吸症候群について

睡眠時無呼吸症候群をテーマとしたテレビ番組
を最近よく見かけるようになりました。今注目さ
れている病気であり、わか りやすく紹介 したいと
思います。

睡眠時無呼吸症候群とは、眠つている間に呼吸
が止まる病気です。寝ている間の無呼吸に私たち
はなかなか気づくことができないため、検査・治

療 を受けていない

患者 さんが 日本に

は300万 人以上い

るとも言われてい

ます。「いびきがひ

どい」などとご家族
に言われた り、「日

中の眠気」や「疲労

感」を感 じたことは

ありませんか ?

睡眠時無呼吸症候群の人は、 日中の眠気のため

健康な人の約 7倍交通事故の発生率が高いと言わ

れています。また高血圧や脳卒中・心臓病などの

発症 リスクが高まり、重症の場合高血圧は約 2倍、

脳卒中は約 3倍、心臓病は約3～ 4倍、糖尿病は

約 1.7倍なりやすいという報告があります。すべて

の病気にいえることですが、早期発見・早期治療

が大切です。そのためにきちんとした検査をする

ことが必要で、原因は何か ?どれくらい重症か ?

をきちんと調べ、治療につなげることが大切とな

ります。

睡眠時無呼吸は、①閉塞性睡眠時無呼吸、②中

枢性睡眠時無呼吸、③混合性睡眠時無呼吸の3つ

の型に分類されますが、①の閉塞性睡眠時無呼吸

が最も一般的です。正常な人は仰向けに寝ても気

道が保たれていますが、閉塞性睡眠時無呼吸の人

は肥満などが原因で気道の圧迫・閉塞を来します。

臀マて1ヽ
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心臓血管内科医長 日 野  昭 宏

睡眠時無呼吸症候群の診断は主に上気道形態の

評価 (閉塞部位診断)と 終夜睡眠ポ リグラフ検査で

行います。上気道形態の評価は視診、内視鏡検査、
CT検査 を用いて行 います。終夜睡眠ポ リグラフ

検査(PSG)は 右図のようにセ
ンサーを取 り付け、脳波や眼
球運動などか ら眠 りの種類や
深さを、 日と鼻の気流、胸 。

おなかの動きなどか ら呼吸の

状態を調べます。 このPSG検
査で無呼吸・低呼吸の総回
数 。AHI(無 呼吸・低呼吸指
数)がわかり、そのAHIに より

治療法を選択します。

睡眠時無呼吸症候群の治療
は、軽症の場合は減量や寝方
の工夫など生活習慣の改善を

行 います。 中等症 の場合は、

生活改善だけでなく睡眠時に
マウスピース(口 腔内装置)を 使用します。重症の

場合は、持続陽圧呼吸療法(CPAP)を行います。

寝るときにマスクを装着し一定の風圧の空気を送
ることで気道を広げ、無呼吸が起きないよう予防

する治療法です。

きちんと診断し治療を行うことで睡眠時無呼

吸が招 く症状を改善し、合併症である高血圧や

脳卒中 。心臓病などの病気を予防できます。気

になる方はご相談ください。
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CPAP療 法
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腹部超音波検査の立場から

適正な検査を考える

皆様は腹部超音波検査 (エ コー検査)を受け

た ことがありますか ?お腹にたくさんゼ リー

をぬってシャモジのようなプローブと言われ

る器具であちこち触 られるあの検査です。画

面を見てみると自と黒の何や らチラチラした

画像が描出されていて何を見てるのかよくわ

か らないな、本当にちゃんと検査 して くれて

るのかなと疑間に思 う方 もいらっしゃるので

はないでしょうか ?

超音波検査は私たちの耳には聞こえない高い

周波数の音を利用 した検査です。高精度の魚

群探知機 といった所で しょうか。超音波を利

用 し魚の形を出すか、臓器の形を出すかの違

いです。魚群探知機は50KHz(キロヘルツ)

～200KHzの 周波数の音を利用 し水深250m
位の深い所か ら浅い所までをカバーするそう

です。 これに対 し腹部超音波検査では2MHz
(メ ガヘルツ)～20MHz位の周波数の音を利

用 し15c m位 の深い所か らlcm以下の浅いと

ころまでをカバーします。Hz(ヘルツ)は周

波数の単位で 1秒間に何回振動 したかを表 し

ます。 l KHzは 1秒間に1000回、 lMHzは 1

秒間に100万回振動する音波となります。浅い

ところを得意とするプローブでは o.lmm単位

の血管壁を評価することが可能です。お腹の

検査で用いるプローブは lmm単位の精度を有

し胆管や膵管はこの精度を基に評価 します。

2014年 4月 、 日本消化器がん検診学会、 日

本超音波医学会、 日本人間 ドック学会か ら腹

部超音波検診判定マニュアルが示され、 これ

によ り腹部超音波検査の質的向上と均てん化

検査部技師長  吉 村   昭ヨ 宏

が図 られる事 とな りました。それまでの腹部

超音波検査は被験者の技量に左右される事が

多かったのですが、今後は超音波検査教育の

上でも明確なゴールが示された事により検査

精度の向上が期待されます。検査環境が整備

される事は医療サービスの向上へつなが りま

すが、私 ども医療スタッフの立場か ら考える

と、均てん化に対応できないスタッフは医療

現場で検査することを許されない厳 しい状況

となることが予測されます。当院でも超音波

検査室のスタッフは超音波医学会の認定する

検査士の資格に全員合格する事を目標 とし取

り組んでいます。

①胆嚢ポリープ (良性) ②胆嚢癌 (悪性 )

いずれ もエコー検査で評価可能なlcm以下の

病変です

3回 にわた り患者さんへ安心、安全な医療

を提供するため、私たち臨床検査技師は今、

何を行っているか、将来的にどのような医療

環境を整備することを目標 としているかを書

かせていただきました。今後 も皆様が健康な

日々を送れるよう、また病気をしても安心 し

て済生会 日田病院を受診 していただけるよう

努力してまいります。
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平成29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)

非常に満足  満足   普通  やや不満 不 満

建物 103% 402% 43.7% 46% 11%
医療機器等の設備 193% 554% 253% 00% 0.0%

トイレ・洗面・給湯 151% 280% 40.9% 86% 7.5%

売店。食堂など 56% 289% 533% 100% 22%
駐車場 107% 179% 429% 250% 36%
食事の内容 15.5% 412% 330% 93% 10%
病院環境全般 12.2% 367% 456% 56% 00%
プライバシー配慮 25.0% 425% 325% 00% 00%
接遇面全般 313% 422% 265% 00% 00%
看護師の説明 33.0% 407% 253% 11% 00%
医師の説明 400% 389% 211% 00% 00%
治療内容・経過 341% 427% 232% 00% 00%
治療全般 321% 43.2% 247% 00% 00%

非常に満足  満足 やや不満

是非薦める 薦める 薦めない 全く薦めない

.済生金.日 田病‐院の理 含J.ζ‐「基本方卸‐

国  鮪 攪 識 装 ‰ 鵬 IL警辱
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。

中核病院として、地域の医療水準の向上

に努めます。

総合的な医療の質の管理を行い、健全経

営を目指します。

不 満普 通

582% 341% 66% 11% 0.0%

610% 378% 12% 00%

【9月 010月の巡回診療日程のお知らせ】

※身体のことで|お悩みの方|まtお気軽にお出でぐださい。 ・  |  |
来健康保険証、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1有料です。 |  |

地 区 名 診  療  日 場 所 日寺 間

東羽田高花
9月          10月
11日 0り

。25日 00、 16日 00。 30日 00 高 花 公 民 館 1:45～3:15

古 後 9月 18日ω、10月 23日ω 古後生活改善センター 1:45～3:15
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.尋者の権rllこ義務

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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1入院総合評価

む家族や知人に当院を薦めたいと思しヽますか?


