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萩原朔太郎が一日生まれの総領息子であつ
せんばん   こくさく

の範羊」についても紹介したように、縁起が悪

かろう筈もない名前である。姦で太陽暦と太

陰暦について再考。Solar timeと Lunar

time。 月と太陽の対比なんざ、如何にも安直
こ ざか    あさ ぢ え

な人間共が思い付きそうな、小賢しい浅知恵。

暇さえあれば、何時も宇宙に思いを馳せてい

たEinstein博士が聞けば、「未だソンナ事を

思い煩って居るの乎 !魂消て、睾挙って、暦が

茶を沸かして、喘い転げるじゃろう。

似たような表現だが魂消たは失神に繋がり、

睾挙ったは挙睾筋反射に繋がる、理の道理と

して、努、女性が使う可き表現ではない。大見

えを切ったようなタイトルにしては、尻切れ蜻蛉。

そうりょうむすこ

た事を名前が物語るが如し。また先般、「告朔
き よう えん ぎ

まぬか

こよみ

「 月 の 暦 :昼 夜 行 路 」

名誉院長 西 田  敬

仲秋の名月に肖つて、癌細胞が間も変わら

ず、氷河期以前のエネルギー獲得手段である
けん き せいカル とヽう  こだわ むね

嫌気性解糖に拘っている旨を強調してきたが、

他人様の事は云えぬ。ヒトの体内時計も依然
たいいんれき  ひき す

として太陰暦を引招つている分野がある。例え
せいしょくき のう  たいようれき

ば、生殖機能は太陽暦を拒否して太陰暦に従

う。これ許は Galileo Galilei(1564-1642)

が幾ら頑張っても詮無い事。妊娠期間は月齢

で 9 1unar months(166 1unar days)だし、 りlか安直な幕切れで、ll■泥たる思いを免れぬ。
お と そ

年末が近づけば厭でも来年の御屠蘇の出来

が気に掛るのが呑ん兵衛の宿命。気も漫ろな

一遍、清濁、併せ呑まれよ。

た と

げつれいじつ

月経 (menstruation)期間も同じく、7月齢日

(seven lunar days:a lunar day=

24hours+50minutes)に決まって居る。詩人、

solar&lunar eclipus

驀卜済生会 日田病院 (ホームページ httO//sasdkai.hta.dta.jD

にんげんども

たいいんれき

げっけ 0ヽ いや
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内視鏡を使った胃癌の治療
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消化器内科医員  吉 村  1士 平

今回は内視鏡でできる胃癌の治療のお話です。

病院で行われている検査と呼ばれるものの中

で、いくつになってもきつい、苦しい検査の代

表といえば胃カメラ検査です。けれども、胃の

癌 をお腹 を切 らずに胃カメラで治療ができる。

しかも入院期間も一週間程度…と聞けば少しは

胃カメラヘの拒絶が和 らく
゛
やもしれません。

上部消化管内視鏡検査、いわゆる胃カメラ検

査は非常に身近な検査とな り、今なお検査を受

ける方の苦痛を軽減するために内視鏡は年々進

化 しています。もちろん検査を受ける側の負担

軽減だけではな く、性能の向上によ り食道・

胃 。十二指腸の異常を認識 し易くなってきてい

ます。その異常の一つが胃の早期癌です。

胃の粘膜は内狽1か ら、粘膜層・粘膜筋板・粘

膜下層・筋層・漿膜下層 。漿膜と呼ばれる層か

ら成 り立ちますが、粘膜下層よりも浅い層にと

どまる胃癌を一般的に早期胃癌 と呼びます。簡

単に言えば出来て間もない状態の癌です。わず

かな粘膜のへこみや盛 り上が り、色調の変化を

見極めることが必要であり、発見が難 しいもの

です。近年は内視鏡の進化に伴い、癌化する前

の状態(前癌病変)ま で胃カメラで見つけること

も可能となり、年々早期胃癌 と診断される人数

は増加してきています。

早期胃癌の治療に関しては、以前までは外科

的に手術で胃を切 り取つていましたが、徐々に

内視鏡を使つた治療に移行 してきました。内視

鏡での治療も、初期はスネアと呼ばれる金属製

の輪っかを病変部に引っかけて高周波電流を

流 して切除する方法、いわゆる内視鏡的粘膜

切除術EMR(Endoscopic Mucosal Resection

の略語)が主流でしたが、今回ご紹介する内視

鏡的粘膜下層剥離術 ESD(Endoscopic
Submucosal Dissectionの略語)と呼ばれる

方法に置き換わってきています。癌がある部

分をまとめてきれいに切 り取るとういう点で

は外科での手術 と同じですが、それを内視鏡

を使って出来る。癌の発見、診断、治療まで

の一連の過程を内視鏡一つで可能 となったと

いう点は消化器内科の強みかもしれません。

ESD治療の大まかな流れ としては、まず病

変の傍に小さな針を差 し込み、液体を入れる

ことで病変を根元か ら浮き上が らせます。そ

して、そ の周囲を正常な粘膜 と併せて剥 ぎ

取っていきます。EMRと の違いは、簡単に言

えば切除の仕方だけです。治療す る場所で

あった り、大きさに合わせてESDか EMRの方

法を選択 しますが、病変を一括 してしっか り

取 りきるという点ではESDに 軍配が挙が りま

す。2005年 に保険収載され、全国でも早期胃

癌の治療法 として主流になっているESD、 も

ちろん胃だけではなく大腸や食道の早期癌に

対 しても数多 く行われています。当院でも新

関内科医院 新関 修先生と共にESDを行 う

体制を整えてお りますので、遠慮な く当院の

消化器内科にご相談、ご紹介下さい。
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人工呼吸器について

。人工呼吸器の適用とは

人工呼吸器は自分で呼吸ができなくなった時など

に呼吸を助けるために用いる機械です。具体的に

は以下の様な患者様に用いるのが適しています。

①肺炎や心不全などで肺での酸素の取 り込みや排

出が不十分となっている患者様。

②手術や麻酔によって呼吸が抑制されている患者様。

③脳梗塞や神経系疾患などで自分で呼吸する事が

できない患者様。

④感染症や外傷などで通常より多くの酸素を必要

とする状態となっている患者様。

・人工呼吸器の役割

人工呼吸器による呼吸管理の目的は

①ガス交換の改善

②肺容量の改善

③呼吸仕事量の軽減

が挙げられます。

ガス交換の改善

人間は呼吸によって肺に空気を取 り入れ、吐き出
します。それによって肺は空気から酸素を取り込

みます。酸素を取 り込んだ血液は全身の組織に届

き、組織からは二酸化炭素が排出されます。これ

をガス交換といいます。呼吸に障害があると、こ

のガス交換が不十分になるため、組織が酸素不足
に陥 ります。そこでガス交換の改善を図るために

人工呼吸器を使い、呼吸の代わりを行います。

肺容量の改善

ガス交換の改善のところでも述べた様に、呼吸に
よって空気は肺に取 り込まれます。 しかし、呼吸
が行われていても肺の障害や肺胞の虚脱によって

空気の取 り込みが十分でない場合には組織で酸素
不足が起こります。その様な際に適切な換気量を

維持する事も人工呼吸器の役割となります。

呼吸仕事量の軽減

普段は意識せずに行っている呼吸ですが、自分で

十分に呼吸ができない患者様にとっては、とても
体力のいる動作になります。 これが続くと呼吸筋
が疲労してしまい、十分な換気量が維持されなく

臨床工学技士  松 尾

なる事もあります。そのため、疾患により努力呼

吸が強く見 られている場合や、それにより体力を

消耗してしまう様な場合には人工呼吸器で呼吸の

代わりを行い、呼吸仕事量の軽減を図ります。

・人工呼吸器の種類

人工呼吸器の種類には機械式と手動式、そして侵

襲的、非侵襲的に分けられ、さらには陽圧式、陰

圧式と、様々な種類に分けられますが、当院にて

使用している機械式の人工呼吸器は、人工気道を

留置して管理をする侵襲的陽圧式人工呼吸器と、
マスクを用いて管理をする非侵襲的陽圧式人工呼

吸器があります。

侵襲的陽圧式人工呼吸器(PPV)
侵襲的陽圧式人工呼吸器には人工気道が用いられ

ます。人工気道とは一般的に気管挿管チューブと気
管切開チューブの2つ があり、この人工気道によって

直接、気管に医療ガスを送 り、換気を行います。感
染などの合併症のリスクがあるため、注意が必要で

す。

非侵襲的陽圧式人工呼吸器(NPPV)
非侵襲的陽圧式人工呼吸器には人工気道を用いず

に、鼻マスクやフルフェイスマスクを用いて日や鼻
腔に医療ガスを送 り、換気を行います。マスクは着
脱が可能で、飲水や会話も行えます。

当院では患者様の状態に合わせた人工呼吸器を準備
しています。ご不明な点などがございましたら当院
の臨床工学技士にお尋ねください。

侵襲的陽圧式人工呼吸器(牌 PV) 非侵襲的陽圧式人工呼吸器(NPPV)



(4) な で  し こ 平成30年 11月

9月 8、 9日 に大分市の大分スポーツ公園にて、24時間がんと向き合うがん患者さん(サバイバー)とその家族の

ためのがん征圧。患者支援。チャリティーイベント「リレー・フォー・ライフ・ジャパン2018大分」が開催されました。
この活動は1985年に、一人の医者がトラックを24時間走り続け、アメリカ対がん協会への寄付を募ったことが

始まりです。この活動を通して「がん患者は24時間、がんと向き合っている」という想いを共有して支援するもので

あり、共に歩き、語らうことで勇気と希望を生み出すイベントとなっています。現在、世界27カ国、約6000ヶ所で

開催され、年間寄付は約470億円に上ります。

大分での開催は11回 目、当院の参加は7回目を迎え、今年は当院職員、家族を含め31名が参加しました。

盛大な開会式後、サバイバーズウォークからリレーが始まります。参加者がトラックの周りに並び、サバイバーと

八イタッチを交わしながらウォークがスタート。会場内では、サバイバーズトーク、生演奏などのステージ企画が行

われ、健康チェック、八ンドマッサーツ がん啓発セミナー、小物販売等を通して募金活動と共に参加者同士の交

流を深めていま丸 天候が良ければ日が落ちてくると千個を超えるルミナリエ(メ ッセージキャンドル)に明かりを灯

します。今年は降雨により、残念ながら点灯されませんでしたが、メッセージに込められた想いに包まれながら

ウォークを続けました。

今回当院は初めての試みで、事前に「びょういんのざっかやさん」を院内で2日 間限定オープンし、職員や家族が

作成したコットンボールライトやくるみボタンゴム、手提げ袋等を多くの職

員や患者さんにご購入頂きました。その売上げも募金としてイベント事務

局に提供することができ、病院受付前や売店に設置した募金箱の金額とあ

わせて、総額 121,220円 の寄付ができました。多数の参加者をはじめ、小

物等の製作・購入をしてくださった方々のご協力のもと、無事にイベントを

終えることが出来ました。

当日はあいにくの空模様で、イベント終了時間が繰り上げとなりましたが、

サバイバー、その家族、支援者と手を取り合い、サバイバーが決して一人で

はなく様々な想いを共有する場所、「また来年も会えるように戦う」という

勇気が湧いてくる場所となっていました。

【12月・H31.1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、

1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|のこ同様に有料です.   ‐

東羽田高花 l11日
ω 。25日の、1呉

1:45～3:15
15日 Q。 29日ω

12月 18日の、 1月 22日 ω l 古後生活改善センター 1:45～3:15

発行/罫習大分県済生会日田病院 〒877-1292日 田市大字三和643番地の7 80973(24)1100 印刷/0朝日堂印刷

l 「リレー・フォー・ライフ・ジャパン 2018大分』
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獅 魏貯睡

地 区 名 1  診 療 日 場 所 日寺 間


