
名誉院長 西  田  敬

Maskと云えば抗インフルエンザのシンボ

ルとも云える定番のスタイル。然し、自来を

尋ねれば、何の茶番か?とも思われる。抑々、

Masque(古語、宮廷仮面濠」:道化役者)か

らの転用派生語。見てくれが今一。マスク集

団が徒党を組めば、如何なる連中の決起集

会かと危ぶまれる。見た目で云えば、南北戦

争時 (米国)に、巻き起こった反社会的な秘

密結社のKu Klux Klanが 名高い。1915

年に米国で結成され、カトリック教徒、ユダ

ヤ人、黒人の排斥を主張した。現代の日本

では、見かけでは、遂に組合結成に至ったコ

ンビニ強盗の集団かとも勘違いされる。

中世ヨーロッパを我物顔にのし歩き、それ

なりに一世を風靡したマスク姿はペスト医者

(Mこaco g6 i Pェ[e)。 焉第しるども
ない予言を喚き散らして、名を売つた
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ノストラダムス まつえい

Nostradamus(15031566)はその末裔。
た と ひょうぼう

喩え、ペスト医者を標榜しても、ペストを治す

事なんか断じてない。抗生剤も無い時代、
ま , き ちんとう  し たく

治せる訳もない。末期の患者の枕頭で御託
せ ん あるい  いんどう

宣を述べる、或は引導を渡すのが精々。鳥
ほうこうざい  つ

の嘴にも似たマスクには芳香剤を詰め込み、
ひつきょう おのれ ,こ お

畢克、己自身にとっての臭い消しに過ぎぬ。

語路が似て居るからと云って、イタリア料理

店でMedico de La Pestelな どと叫んで御

覧。自慢のパスタ料理を、頭からぶっ掛けら

れる燿れもあり、御用心、好漢自重せよ。

現在、世界の覇者を自負するアメリカは

モンロー主義 (Monroeism)の 国。即ち、欧

州には口を挟まないから、欧州列強もアメリ
が よ

力には構うな。主張するように、元来は排他
いちめん そもそも

的な一面を持つ国である。抑々、英国国教

に背いてMaynower号で新大陸へ逃れ出
ばっそん

た清教徒PIigrim Fathersの末孫。彼らの
きょてん ブリモス

拠点都市、Plymouthは Masschusetts州

の州都。 New Englandでは最古の町で、
ほ しゅ は   まち まつ えい

保守派の街。その末裔が保守的な、反カソ
3 A?LID E はんこつせいしん

リックをはじめ、差別主義などの反骨精神を

示すのも、宣なる哉。祖国に背いてまで、己
つらぬ                        ゆず

が信教を貫こうとする、PIignmFathers譲

りの反骨精神には筋金が入つとる。

クー クラックス  クラン

「Ku Klux Klan(KKK回])」
くちばし

瑶卜済生会日田病院 (ホームページ http//sttsdk江 hta dtajD
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がん免疫療法について

昨年、京都大学の本庶佑 (ほ んじょ 。たすく)

特別教授がノーベル医学・生理学賞を受賞された

ことは、記憶 に新 しいと思います。受賞理 由は
「免役抑制の阻害によるがん治療法の発見」で、

1992年 に免疫細胞の働きにブレーキをかけるタン

パク質 「PD l」 を発見し、その後の画期的ながん

免疫療法の開発に結びつけたことが大きく評価さ

れました。最近注目を集める 「がん免疫療法」に

ついて、その歴史を少しだけひも解きたいと思い

ます。

がん免疫療法の歴史は放射線療法や抗がん剤に

よる化学療法よりも古 く、 1891年 にアメリカの

William B.Coley医師が行つた治療が最初とされ

ています。Coley医 師は 「がん患者が感染症など

にかかって高熱を出すとがんが縮小する」 ことに

気が付き、がん患者に溶血性連鎖球菌という細菌

を強制的に感染させました。毒性の強い細菌を感

染させて免疫機構を強く刺激 し、活性化された免

疫機構でがんを攻撃しようと考えたのです。その

結果、がん治療として効果が得 られた患者もいた

のですが、当然ながら感染症で亡くなる患者が続

出し、 この治療は中止されました。治療としては

失敗に終わったのですが、「免疫機構を強く刺激す

れば、
「
がんを抑えることができる」という、免疫

療法の重要な方向性を示しました。

その後、放射線療法や化学療法が手術療法とと

もにがん治療の柱として確立されていく中、免疫

療法は長 らく治療法の確立に至 りませんで した。

新たな治療法として認められるには、 「安全に投

与できる」 ことと「がんに対する治療効果が得 ら

れる」 ことが重要で、かつ 「従来の治療法よりも

優れている (少 なくとも同等である)こ とを臨床

試験で科学的に証明する」必要があります。数多

外科医長 吉 山 康

の免疫療法が試行され、一部の患者に治療効果を

発揮するものもありましたが、なかなか従来の治

療法を上回ることができませんでした。 しかし、
「PD-1」 の発見が状況を打開するきっかけとな

ります。

PD lの研究が進むにつれてがん細胞とPD-1と

の関わ りが明らかにされました。がん細胞自らが

免疫細胞による攻撃から身を守るためにPD lを

介してシグナルを出して免疫細胞の働きにブレー

キをかけていることが判明したのです。従来の免

疫療法は 「がんに対する攻撃力を上げる」ことを

目指していましたが、これではいくら免疫細胞が

増えてもがん細胞によってブレーキをかけられて

いるため効果的に働くことができません。そこで、

新たな治療法ではPD lの 働きを邪魔してがん細

胞が免疫細胞にブレーキかけるのを抑えようと考

えました。この 「がんの防御力を下げる」ことに

着目した新たな治療薬 「PD l阻害薬」によリブ

レーキが外れた免疫細胞はしっかりとがんを攻撃

し、抑えることに見事成功。2014年にPD l阻害

薬であるニボルマブ (商品名 :オ ブジーボ)が承

認され、がん免疫療法が新たな治療法として確立

されました。

がん免疫療法は現在、複数の治療薬が肺がんな

どを中心に使用されています。一部には 「劇的に

効いて副作用もない夢の薬」のごとく報道されて

いるのも見受けます。しかし残念ながらそうでは

ありません。中には全 く効かない人がいます し、

重篤な副作用を引き起こす人もいます。治療効果

が高く、かつ副作用が少ない安全な薬の開発がこ

れからも続いていくことでしょう。私たちも最新
の治療法などについて常に見識を深め、より良い

治療を安全に提供できるよう努めてまいります。
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糖質制限について

糖質の摂取 を控える糖質制限ダイエ ッ ト。

みなさんよく耳にするダイエ ット方法のひと

つではないで しょうか。最近では、スーパー

やコンビニに行 くと、当た り前のように 「糖

質オフ」や 「ローカーボ (低糖質 )」 をうたう

バンや麺類、発泡酒、お弁当などが並んでい

ます。糖質を制限するだけというシンプルな

食事法であり減量効果 も高いことか ら話題に

なっています。 しか し、極端な制限は体に負

担をかけて しまい体調不良を引き起 こしかね

ません。

糖質は人間の生命維持や身体活動などに欠

かせないエネルギー源である三大栄養素 「た

んぱ く質、脂質、炭水化物」 の うちの一つ

「炭水化物」の一部です。炭水化物は消化吸

収できる “糖質"と、消化吸収できない “食

物繊維"に分かれます。各栄養素の摂取 目標

量は、エネルギー摂取量全体 に対する各栄養

素の占める割合で示されてお り、たんぱ く質

が 13～ 20%、 脂質が20～ 30%、 炭水化物が

50～ 65%と されています。糖質は脳や神経組

織、赤血球、酸素不足の骨格筋のエネルギー

源であ り、私たちが健康な生活を送るために

必要不可欠なものです。

現代社会は知 らず知 らずのうちに糖質の過

剰摂取に陥 りがちです。 自動販売機やコンビ

ニ等 にず らりと並ぶ清涼飲料水や コー ヒー、

つい食べ過ぎて しまうお菓子類の間食、 ラー

メンとチャーハン、 うどんとおにぎ り、パス

タとバンなどのような組み合わせの食事など

過剰摂取にな り得る要因がたくさんあ ります。

過剰に取 り過ぎると摂取エネルギー量が増加

し、体重の増加、血糖や血中中性脂肪の値の

上昇がみられるようになります。

栄養部 管理栄養士 片 山 実 咲

一方、糖質の過剰な制限は体がエネルギー

不足の状態になって しまいます。すると、不

足分のエネルギーを補 うために筋肉中のたん

ぱく質がエネルギーとして利用され、筋肉量

が低下 します。筋肉量の減少によ り基礎代謝

量・骨密度が低下 し、骨粗霧症のリスクが高

まります。また、糖質を制限することで摂取

した全体のエネルギー量に対するたんぱく質

と脂質の割合が増えてしまいます。その結果、

腎臓などの臓器に与える負担が増えた り、動

脈硬化や高コレステロール血症など循環器疾

患のリスクが増えてしまった りします。手軽

に行いやす く短期間で減量効果が期待出来る

反面、栄養バランスが崩れた食生活を長期間

続けることによ り生活習慣病への罹患 リスク

が高まってしまいます。

安全に糖質制限を行なうには、極端に糖質
の制限をするのではなく自分の身体に必要な

摂取量 を知 った上で行な うことが大切です。

また、肉・魚 。大豆などをバランス良く摂取

し、緑黄色野菜やきのこ、海藻類など食物繊

維を多 く含む食品も意識的に摂取することが

重要です。 このように、糖質制限を行なう際

は専門的な知識 も必要 となるため、個人の勝

手な判断で行わず栄養士などに相談 しましょ

う。
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ノロウイルスは、吐き気、嘔吐、下痢、腹痛、発熱などの消化器症状を引き起こす感染症です。感染者の糞便や嘔Ol物 に
は18あたり約1000万 から10億個の多量のウイルスが存在し、伝播力・感染力が非常に強く、10イ固程度のウイルスでも発
症すると言われています。季節的には11月 から3月の冬季に多く発生している。1～ 2日 の潜伏期PoOを経て症状が出現し
通常は1～ 2日で回復しますが、その後も便中にウイルスが排出されるので注意が必要です。効果的な治療法はなく輸液
などの対症療法になります。特に体力の35い乳幼児や高齢者は脱水や体力を消耗しないよう水分と栄養補給を充分行
いましょう。

<予防するには>
①しつかり石鹸と流水による手指衛生を行う

(アルコール手指消毒剤は効きません)。

②二枚貝などはじつかリカロ熱する(ノロウイルスは
85～ 90℃で90秒間以上のカロ熱が必要)。

③感染者の0国 Ol物や便を処理する際には、手
袋。マスク・ビニールエプロンをつけて汚物を
取り除き、次亜塩素酸が含まれるハイターな
どの消毒斉」を01%に希釈して拭き取り消毒
をしてください。

④多くの人が触れる箇所など、環境表面の清掃を
行う(特に便座やトイレのドアノブなど)。

⑤ノロウイルス感染が疑われる人は調理するこ
とを避ける。

⑥感染している人と共用の物を使わない。

◆ノロウイルス感染を予防するためには、正しい知識
を持ち感染の機会をできるだけ少なくするため、
一人一人が対策を心がけるようにしましょう。

済生会日田病院の「理念」と「基本方針」

国  紺 攪 緞 頷 ‰ 朧 IL警履
します。

- 1:講

聰 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。

_春者の,権利と義務
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。

6.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。

7.診療費を支払う義務があります。

― 一 ‐ 瑠

<感 染経路 >

【2月・3月の巡回診療日程のお知らせ】

苓量檀呈標畠墓F樫懲墨落暑韮寝曇電ほ醤祟墓碁喜墓ヤ磋基基してく1処基ぃ:

*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。

2月          3月
12日 0り

。26日υり、12日 0い
。26日υゆ

2月 19日ω、3月 19日の

高 花
/AN民

館 11:45～ 3:15

古後生活改善センター   1 :45～ 3:15

発行/最田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

ノロウイルスによる食中毒を予防するために

地 区 名 1  診 療 日 場 所 間日寺


