
「蛮人 (無教養の輩)」

名誉院長 西  田  敬

にょにん   ど   がた さい ど  がた

猫と女人は度し難し、即ち済度し難し。教

養が引籠り、無教養が蔓延るのが世の慣習。

西欧人の教養は、依然として古代希臓に根

差す。古代希臓人から見て蛮人の典型は

minotaura。 悪行の限りを欲しい儘に尽し

ていた見るからに蛮人。剰え、御丁寧に角ま
さくりゃく

で生やした。策略を用いてlabyrinth(迷

路)に閉じ込め、首尾よく誅殺したのが、智
し ゃ アテネ

者で知られた、Athensの王、Theseus。
き  ぐ

永劫に続くかとも危惧された(15世紀に

も亘った)原始的宗教に支配された暗愚の

時代を経て、漸く、Renaissanceを 迎えた。

通常、文芸復興と和訳されるが、今や、芸能

ゴシップ記事の親玉に成下がり、陳腐化し
ぶんげいしゅんじゅう           くさ ば  かげ   せっ し

た文芸春秋社。菊池寛も草場の蔭で、切歯
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拒腕し地団駄を踏むに相違ない!拾土重来、

建て直しを図る可き。文芸春秋社の再出発

をも連想させ、適訳とは言い難い。

蛮勇を承知で、丸で膝の三度笠。見た目

の悪さは御免蒙つて、再度の和訳を敢えて

試 みれば、「希 臓 的教 養 の復 活 」が

Renaissanceの訳語には相応しい欺。政

で日本人なら気付く筈の、将に御誂えの適

訳と云える事象が在る。即ち、明治維新。清

盛、信長を経た武家社会は、一向一揆に懲

りて、宗教的束縛を極力、排除して来た。そ

れが其の儘、現代の市民社会へ引き継が

れた。扱も、宗教界は不安にならんの乎。除

夜の鐘も含めて忘却の彼方へ。全ての法

事は市民生活から、丸ごと放逐されるぞ !

扱、PapanicOlaou Gの偉業から百年を

隔てた現在、婦人科癌検診は如何あるべき

乎 ?情報のuptOdateは 必須である。

cyclophospharnideの structural

analog,であるifosfamideの therapeutic

indexを維持するには厄介な出血性膀脱炎

を克服せにゃならぬ。7-mercapto― ethane

sulfonate(MESNA)で抑制する事が肝

要である。

ばんじん

″Zjれ0′α
“
rα

やから

¥済 生会日田病院 (ホームページ http//面 sdkai.htaoo■ ajD

えいごう

ぼ
笑



９

″ な で し こ 3月 号

FゴπI】□日

起立性調節障害つてなに?鸞 鐵

起立性調節障害(orthostaticdysregulation:OD)

とは、自律神経系の異常で循環器系の調節がうま

くいかなくなる疾患です。立ち上がった時に血圧

が低下したり、心拍数が上が りすぎた り、調節に

時間がかか りすぎた りします。 この疾患は自律神

経疾患なので身体的要素以外に精神的、環境的要

素も関わつて起こると考えられています。身体的

要因のひとつとして、自律神経系が不安定になる

ことが挙げられます。学童や思春期に多くみられ、

身体が急速に成長する小学校高学年以降に次第に

増加する傾向があります。 この時期は第二次性徴

期とも重なり体の様々な機能が大人へと変化して

いく時期で、 この変化が自律神経系にも起 こるた

め、循環器系の調節がうまくいかなくなることが

あります。また、真面目で気を遣うタイプの子ど

もが起立性調節障害になりやすいと言われ、ス ト

レスを溜め込みやすいという精神的、環境的要素

が関連 していると考えられます。あくまでも体の

病気であり、根性や気持ちの持ちようだけでは治

らない事を、本人と家族に理解 していただくこと

が重要です。

中等症～重症ODの 多くは、倦怠感や立ちくらみ

などの症状が強く、朝起きられなく学校に行けな

いなど、 3分の 2に不登校を伴うとも言われてい

ます。症状は午前に強く、午後には軽快する傾向

があり、保護者の方々はお子さんの怠け癖や学校

嫌いが原因と考え、叱責した り朝に無理や り起 こ

そうとして、親子関係が悪化することも少なくあ

りません。以前は、思春期の一時的な生理的変化

であり、長期予後は良いとされていましたが、重

症ODでは日常生活が著しく損なわれ、長期に及ぶ

不登校やひきこもりから学校生活やその後の社会

復帰に大きな影響を与えると言われています。

小児科医長 古 賀 木綿子

〈ODの主要症状〉

①立ちくらみ、あるいは眩量を起こしやすい

②立っていると気持ちが悪くなる、ひどくなる

と倒れる

③入浴時あるいは嫌なことを見聞きすると気持

ちが悪くなる

④少し動くと動悸、あるいは息切れがする

⑤朝なかなか起きられず、午前中調子が悪い

⑥顔色が青白い

⑦食欲不振

③強い腹痛を時々訴える

⑨倦怠感あるいは疲れやすい

⑩頭痛をしばしば訴える

①乗り物に酔いやすい

上記症状にて病院を受診された際には、血液検

査、心電図、頭部CT o MRIな どで器質的疾患の

除外を行い、診断とODサ ブタイプ判定のために

起立試験を行います。治療は、軽症であればまず

非薬物療法として生活指導(規則正しい生活、夜

更かしをしない、日中は寝転がらない(横 になる

ときは上半身を上げる様にして頭の位置を心臓よ

り高くする)、 座位や臥位から立ち上がる時は頭

を下げてゆっくり起立する、長時間の起立時は足

をクロスする、一 日1.52リ ットルの水分摂取、

塩分を多めにとる(10g/日 )、 毎日30分程度歩き筋

力地下を防ぐ)。 重症例では生活指導に薬物療法

を併用します。内服は起きてすぐ、布団から出る

前の服薬が効果的です。また自律神経系は心の影

響を受けやすく、ス トレスは症状悪化の大きな要

因となるので、ストレスコントロールを図ること

が大切です。
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超高齢化社会を元気に過ごそう!!

栄養部 管理栄養士  宇 野   智 慧

超高齢化社会 とな り、入院患者さんの平均

年齢 もあがってきています。入院する患者さ

んの中には 「家での食事量が減つた」 「食事

が入 らない」などと言われる方も多 く、本人

はもちろん、 ご家族 も悩まれるのではないか

と思います。食事が十分に摂れない状態が続

くことで、栄養不良とな り体に悪影響を及ぼ

す可能性がでてきます。

高齢者の食欲低下には、咀 しゃく力の低下

や飲み込みがうまくいかない事や消化酵素の

分泌低下 も考えられます。咀 しゃくや飲み込

みの低下が原因の場合には調理の際に圧力鍋

を使った り、 とろみをつけた りと形態をかえ

ることで食べやす くな り摂取量が増えること

もあります。

しか し、調理法や形態を工夫 してもなかな

か入 らなかった り、食が細 くなった場合は栄

養補助食品を利用するのもよいかもしれませ

ん。栄養補助食品といつてもその種類は様々

です。現在は薬局や大型スーパー、 ドラッグ

ス トアの介護食のコーナーにおいてあ り手軽

に購入できるようになっています。

*主食、主菜がある程度食べれている方…

ビタミン・ミネラル補給

ビタミン・ ミネ ラルが多 く入 つている

ジュースやゼ リーをとることで吸収 した栄

養をうまく利用できるようにしてくれます。

*主食と漬物など簡単なメニューで

すませてしまいがちな方…

たんぱく質の補給

プロテイン(たんぱく質)パ ウダーを牛乳や

味噌汁に混ぜてたんぱく質の摂取量を増や

す ことで筋肉量の低下などを防ぐ効果 もあ

ります。

*全体的に食事量が低下 している方…

エネルギー 。たんぱく質の補給

高 カ ロ リー ジ ュー ス 1本 (125ml)で
200kcal(ご飯約 125g)、 たんぱく質7.5g(唐

揚げ約 1.5個 分)程度入っているものもあ り、

いつもの食事にプラスした り間食としてと

るとよいでしょう。

味も色々あり、液体やゼ リー状のものなど

形態 も様々なので、水分でムセがある方はゼ

リー状のものを選ぶなど、 ご自分に合ったも

のを選んでいただけたらと思います。

基本は主食(ご飯・バ ン・めん)、 主菜(肉 ・

魚・卵 。大豆製品 )、 副菜(野菜 。きのこ・海

藻)を 毎食しつか りとり食事全体のバランスを

考えて食べる事が大切です。栄養が しっか り

入ることで筋力の低下を防ぎます。筋力があ

れば転倒 の リス クも減 つて きます。食事 に

困つている方は、今の食事にプラスして少 し

でも栄養UPで きればと思います。

当院では、外来・入院患者さんに管理栄養

士が個別で栄養指導を行つてお ります。病態

によっては、制限 した方が良い栄養素もあり

ますので、何かお困 りの事があればお気軽に

ご相談ください。
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①隈 部 由
②腎臓内科医員

り
梨 (H31.01.16着 任 )

③温泉や旅行が好きです。日田は温泉地です
ので、色々な所に行ってみようと思います。

④もともと睡眠時間が長いタイプですので、時
間がある時はたくさん寝るようにしています。

⑤腎臓病や透析等と聞くと不安な気持ちで外
来に来られる方も多いと思います。腎臓に
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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開業医の先生万ヘ

ついて正 しい知識を提供 し寄 り添った医療が出来

るよう心掛けていきます。

⑥腎疾患は高血圧や 2型糖尿病など生活習慣病との

関連が強く、かかりつけ医である開業医の先生方

との連携が非常に大切になってきます。適切な治

療方針決定と適切な医療の提供を行い、先生方と

病診連携できるよう邁進 していこうと思いますの

で、宜しくお願い致します。

2019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|だくのと同様に有料です。
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古 後
古後生活改善センター

1:45～ 3:15 23ω 21ω 18ω 23ω 20ω 17ω

済生会日田病院の「理念」と「基本方針

躍蟹覇 望T糞た2壇3零 |ナ婁恵し辱冒ξ[誉晃春
社会の実現に貢献します。

生活困窮者支援事業を推進します。

信頼される救急医療体制を構築し

ます。

関係機関との連携を図り、高度医

療を提供します。

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。

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。

，

“

3.

4.

5。

6。

7.

3.

4.

5.

患者の権利と義務

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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