
'19

No。284
信誌

「魚竜の 出産」

名誉院長 西  田  敬

始原胚細胞(primOrdial germ cells)の 愛好

家を自認するMassimo De FehciⅢ 論文からの抜

粋。希臓の哲人Plato(プラトン,BC427-347)は

Aristotle(ア リストテレス、BC 384-328)と 並んで、
ぬきん

櫂でた人智の双壁。彼は3000年以上も昔に、海
か   らんせい れっき    たいせい  けもの

豚が卵生の魚類ではなく、歴とした胎生の獣であ
か つ ぱ こうせい  ぼんよう

る事を喝破して居た。後生の凡庸なる動物学者達

が、遅蒔き乍も、此の意見に賛同するにはPlatoの

没後3000年も要した事に為る。

夫れにしても海辺の苫屋で日がな一日、浅い

エーゲ海を眺める暇人でなけりゃ海豚の出産なん

か目に出来まい。火山島やジャワ原人などで

IndonesiaのJavaは夙に有名だが、この程、出産
イクチオザウルス なん ら

中の海豚の先祖を思わせるichthyosaurusの 化

石が出土して更なる注目を浴びている。放射性同
く  し

位元素C-14を駆使した年代の推測、carbon
すいてい

datingでは、1億 7500万年前の化石と推定され

た。多少の誤差は避けられないcarbon dating

法であるが、この時間差は甚大。流石のPlato先

生の観察、思惟も、化石に因る証明では信憑性の
じげん

次元、説得力の桁が違う。
べんじゅつ   さ なか み  ま

ichthycILtruS:

ぎょりゅう

イクチオザウルス

おめでた

娩 出の最 中に火 山の噴火 に見 舞 われた

ichthyosaurus母 子や不憫、痛恨。その儘、化石
けなげ

と化したと思惟される。仔には健気にも骨格が完成。
まご かた   たいせい

卵生(o宙parity)なんかではない、紛う方なき胎生

(V市iparity)。 尾つぽから生まれる海豚の出産を街

彿。今回の厄災までは健やかなる胎内発育を遂げ

ていたに相違ない。Carbon datingに 拠る誤差は

避けられぬにせよ化石による歴史的事実の説得力

はPlato先生の人智を遥に凌駕したのである。

荀も人類の歴史への関心を持つなら、卵細胞

の素であるprimordial germ cell(始 原胚細胞)

の由来に触れずには済まない。これ亦、産婦人科

医が最も好むテーマであり、現代婦人科の考古学

とも云える。大きく二つの視点がある。先ず、1)卵

巣内からの発生か、次に2)卵巣外に由来するのか、
いわ せいせんがい  らんおうのう あるい

の2点。日ぐ陛腺外の卵黄嚢の壁に発生する。或

は、嘗ては胚上皮と呼ばれた如く(germinal epi―

thelium)、 卵巣の表層上皮に由来する。加えて、

出生後にも卵が発生できるか否か。従来通り不可

であれば更年期、閉経は避けられない宿命と為る。
しんせい

何等かの手段、方策で、出生後でも卵の新生が可

能と為れば(neo-00genegs)、 これぞanti― ageing。

芽出度や!女性は更年期、閉経或は老化などの宿

命的な一連の輛から解放される事に為る。
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美味しい魚は恐ろしい?“フグ中毒"

脳神経内科部長 志 田 憲 彦

今年度から、 日田の地に赴任してきました。前

任地が山口県であつたこともあり、その地に関連
したお話です。山口の名産の一つに “フグ"があ

り垂涎の食材で、以前経験 した症例を踏まえなが

らの、ご紹介です。

当時60歳台の男性で 、以前に脳梗塞をされてい

ましたが幸い症状も軽く、不自由なく日常生活を

送 られていました。ある日、昼食後にうたた寝を

し、その後に立ち上がろうとすると、両足に力が

入 らず、立つことが困難とな りかかりつけの病院
に駆け込みました。病院に到着した時には、両手

も力が入 らず全く立てなくなり、その内に呼吸も

出来なくなったようです。直ちに、呼吸を補助す

る処置を行いましたが、その時には全く手足は動

かず自分で呼吸も出来ず、呼びかけても眼も開け

なくなりました。自宅でふ らつきを感 じてこの間

までの時間が約 1時間です。以前脳梗塞されたこ

ともあり頭部CTを 撮影し以前の脳梗塞以外に異常

ありません。起こった直後の脳梗塞はCTで解 らな
いことがあり、症状から脳幹というところの脳梗

塞 を疑われ、私の病院に救急車で転院されまし

た。

私が診察しても、眼を閉じたままで呼びかけに

も反応がなく手足も動かされず、自分で呼吸も出

来ていません。呼吸を補助 しながら、起こったば

か りの脳梗塞が映る頭部MRIを 撮影 しましたが全
く異常ありませんし、他の検査でも異常はありま

せん。検査の帰 り患者さんと一緒に移動中、看護

師に冗談交じりに私が “この方、フグでも食べた
のではないの ?"と言つたことを覚えています。

困った私は、ご家族に、何か意識がなくなるよ

うな薬を多量に飲んだりしていないか、お聞きし

ましたが “そのようなことはないが、昼食に自分
で釣って来たナゴヤフグ (一般名 :シ ョウサイフ

グ)の 身と皮 (!)を 食べていた !"幸いにもご家
族がフグを食べていたのを見ていたので直ぐに診
断がつき、 2日 間人工呼吸器で治療し、その後、

話す ことが出来るようにな り “先生がフグでも

食べたのではと言ったのは解ったけど、頷いたり

することも出来なかった。金輪際三度とフグは食
べない。"と 言われ、一週間後に元気で歩いて退院
されました。

フグ中毒はテ トロドトキシンと言う神経毒が原

因です。テ トロドトキシンは神経と筋肉との伝達

を障害する物質で、冷凍しても加熱しても解毒さ

れません。この毒物が全身に作用し手足に力が入

りにくくなり、ひどい場合は、私が経験した方の

様に短時間で顔や手足の筋肉が動かなくなり、さ

らに呼吸する筋肉も動かず、自分で呼吸が出来な

くなり死に至る場合があります。その他血管の壁

に作用し急激な血圧低下も見られることもありま

す。但 し、顔や手足も動かず、呼吸も出来なく

なって、全く意識がないように見えますが、充分
に酸素を投与 し呼吸をしつか り補助 した状態で

は、私の経験した患者さんのように意識もあり周

りの声も聞こえるようです。テ トロ ドトキシン

は、ふぐの肝臓、卵巣、皮膚、腸、精巣に存在し

ます。この患者さん 本人からの後 日談で、この方
も普段は、採って来たフグは身しか食べないが、

今回は皮も食べてしまったとのこと。フグそのも

のがテ トロドトキシンを持っている訳ではなく、

野生のフグの餌である貝由来と言われています。
この方が助かったのは、呼吸出来なくなった時

に、病院で直ちに人工呼吸の処置ができたこと、
ご家族が偶然にフグを食べたことを見かけていた

点です。タイミングを逸すると、大変なことに

なっていたでしょう。

大分県では、ふく
゛
の肝を食べるという風の噂も

ありますが、実際には大分県でも、法律で禁止さ

れているようです。くれぐれも自分で勝手に料理
して食べた りしな い

で、資格を持ったプロ

が料理したふく
゛
を美味

しく頂きましょう。命
を落とすことになりま

すよ。
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糖尿病のお薬による低血糖

にお気をつけください

今、飲まれているお薬の中に糖尿病のお薬

はございますか?

糖尿病のお薬によって高血糖を抑える事は、

糖尿病合併症のほか、動脈硬化による心臓

病や脳卒中の発症を抑える面でとても大切で

す。一方で、お薬が効きすぎてしまって、過

度に血糖値が下がつてしまう「低血糖」に注

意をしておく必要があります。

●低血糖の症状

個人差はありますが、一般的には血糖値が

70mg/dL以下になると発汗、動悸、手指の

震え、熱感、不安感、悪寒等の自律神経を介

する警告症状が出現します。さらに血糖値が

下が り、50mg/dL以下になると、集中困難、

脱力感、眠気、めまい、疲労感、視力障害、

意識消失、けいれん、昏睡等の中枢症状が出

現することがあります。ただし、人によって

低血糖の症状は様々です。ご自分の低血糖の

症状をしつかり覚えておいて、次に低血糖に

なった時にはす ぐに対応できるようにしま

しょう。

●低血糖を起こしやすい薬、場面

低血糖は、どの糖尿病のお薬でも起こすと

されていますが、一般的にスルホエル尿素薬

やインスリンが起こしやすいとされています。

一度、 ご自分のお薬の内容を把握 しましょ

う。

また、低血糖はいつでも起こる可能性があ

りますが、その可能性が高まる場面としては、

薬剤部 薬剤師  長 澤   欣 弘

糖尿病の薬の種類や量を間違えた時、食事の

量がいつもより少なかった時、食事の時間が

いつもと違った時、いつもより長くまたは激

しい運動をした時、飲酒を多めにした時、入

浴時があります。いつもと違つておかしいな

と感じたら、血糖値を測 り確認してみましょ

う。

●低血糖時の対処

低血糖の症状を感 じた らす く
゛
にブ ドウ糖

10gを摂 りましょう。

手元にブドウ糖がない場合は、砂糖20gか、

糖分を含む市販飲料 (「 ファンタ」、「なっちゃ

ん」、「コカコーラ」であれば約100ml)を飲み

ます。ただし、α―グルコシダーゼ阻害薬とい

う種類の薬剤を飲んでいる場合、砂糖・市販

飲料の吸収が遅くなるのでブドウ糖を摂 りま

しょう。

低血糖はいつ、どこで起こるか分からない

ので、ブドウ糖を常に携帯することが大切で

す。また、低血糖で意識が低下した時は、家

族や周 りの人に病院に運んでもらったり、救

急車を呼んでもらう必要があります。万が一

に備え、周 りの人にもお願いをしておきま

しょう。

低血糖を防く
゛
ためには、ご自分のお薬の内

容を把握したり、低血糖時の対応を決めてお

く事が大切です。何か分からない事があれば、

医師、薬剤師、医療スタッフヘご相談くださ

い。



(4) な  で 令和元年 7月

①林 田 ―

②整形外科医員

＾
友 (H314 1果雪伯E)

‐③ロードレーサーでのサイクリングが一番の

趣味です。 日田の街も走ってみたいです。

④早寝早起きで睡眠をしっかり確保すること。

①武 井 雄 介 (H3141着任)

②歯科口腔外科医員

③趣味:ド ライブ、音楽、映画鑑賞、美味しい

食事。 モットー:人 に優しく、丁寧に。

④なるべく野菜を多く摂るように心掛けてい

ます。最近ジムに行き始めました。

|

③趣味は海外ドラマを見ることです。

④美味しいものを食べて、よく寝て、よく笑

うことです。

鷺:::鰊瞥饒曇11
⑤まだまだ経験不足ですが、整形外科医として患者

さんの苦痛、悩みを取り除けるように頑張つてい

きます。宜しくお願いします。

⑥平素より大変お世話になっております。まだまだ

経験不足でご迷惑をおかけすることもあると思い

ますが、ご指導ご鞭撻のほど宜し<お願いします。

⑤不安な気持ちで受診される中、安心して診療を受

けていただき、少しでも不安を取り除けるよう努

めます。

⑥医療連携を十分に行い、二次医療機関の役目を果

たすと同時に、ご紹介くださる先生方に信頼して

いただけるよう努めてまいります。どうぞ宜しく

お願いいたします。

⑤皆さんの優しい笑顔や言葉にいつも私が元気をも

らっています。たくさんの方とお話ししたいと思

っていますので、お気軽に声を掛けてください。

⑥まだまだ未熟ですが、先生方のような一人前のド

クターになれるよう頑張りたいと思っています。

ご指導ご鞭撻のほど宜しくお願いいたします。
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【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tl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。
*病院の窓甲‐で現傘奮お支払ぃいた.だくのと1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
13日の。27日び0、 10日の・24日υり 高 花

/AN民
館 1:45～ 3: 15

古 後 8月 20日ω、9月 17日ω 古後生活改善センター 1:45～ 3: 15

清生今日.円病‐院‐9‐「翠含1.t‐「基本方‐針」

国     
「済生」の心を受け継ぎ、医療と福祉の充実・発展を通 して、安心して暮らせる地域社会の実現に貢献します。

1.生活困窮者支援事業を推進 します。

~ ::鵬 y臨
供 します。

4.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。
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。

発行/翻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/朝日堂印刷


