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源=灯心。自身が燃え尽きてしまう。所謂、炉

心溶融(nuclear meltdown)。 チェルノブイリ

には懲りた筈。然らば、代替えのエネルギー源

は?後にglycolysis with or without

oxygemに取つて替わられるが、癌の嫌気性

解糖は、決して新規登場したものではなく、単

に惑星出現の黎明期までの先祖帰りとも納得

される。水素、硫黄、を始め不断にある熱源か

ら糖質を選んだ時点では有毒ガスを排出しな

い利点が買われたのであろうが、どつこい、

oxidantの 弊害か、糖の燃焼には発癌物質の

産生と云う晩期副産物が必須の付録と為つ

た。

「生体エネルギー論 Bbenergeゼcs」

名誉院長 西  田  敬

ようや れいきゃく   げん  とうしん

燃盛る熱球として出現した地球も、漸く冷却

期に入り、種 の々化合物や水などの分子が地

表を覆い、Brown運動などに因る互いの衝突
りごうしゆうさん

など。離合集散を繰り返す。最早、浮遊物の集

塊ではなく、生体膜で覆われ、歴とした個別の

生命体として識別可能となる顕生代に入る幕

開け、海底火山の熱源を食餌の糧とする、今

や、押しも押されぬ生命体の一員。水素エンジ

ンは究極の無公害車。排気ガスは水蒸気のみ。

恰もToyotaか Hondaの新型車の展示会の

様だが、地球上の生物の話。

即ち、Bioenergetics生体エネルギー論。当

初は不断にある原料から手を付けた。即ち、光

もえさか

済生会日田病院 (ホームページhttp//sasdk江 .hta.dtajD

も はや しゅう
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甲状腺の話
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糖尿病代謝内科部長 江 口 洋 幸

甲状腺は、頚の前面下部にあり、蝶々のよう

な形をしています。 この臓器は、胎児の器官の

形成、児の成長や発達、身体の代謝、妊娠中の

児の成長などを重要な役割を担っています。

毎年 5月 25日 は、世界甲状腺dayと して、甲

状腺疾患啓発・検査推進運動を展開する日とな

りました。本邦における甲状腺疾患の罹患数は

500～ 700万人で、そのうち治療が必要な患者は

約240万 人と推計されます。 しかしなが ら、実

際に治療を受けているのは、約45万人と報告さ

れてお り、未治療の患者が多 く存在 しているの

が現状です。

甲状腺疾患は、大きく分けて、甲状腺機能克

進症、甲状腺機能低下症、甲状腺腫瘍に分けら

れます。甲状腺機能克進症は、男性では1000
人に1人、女性では200～ 300人 に1人 と比較的

頻度は高いです。甲状腺機能低下症は、女性の

20人に1人は甲状腺機能低下症の要因があると

言われています。甲状腺腫瘍は、健診での触診

や頸動脈エコーや頚部CTで偶然発見されるこ

とが多く、良性腫瘍の事がほとんどですが、 こ

ちらも男女合わせて 10～ 20人 に 1人 の割合で

何 らかの腫瘍が発見されます。甲状腺疾患は、

多種多様な症状がありますが、気になる症状が

ある場合は、受診をしましょう。

話しは変わりますが、ここで九州の人には知っ

ていてほしい偉人のご紹介をします。甲状腺機能

低下症 (慢性甲状腺炎による)は、特に橋本病と

言われますが、橋本病を発見された橋本策先生

は、九州大学 (京都帝国大学福岡医科大学)の出

身です。1912年にStruma lymphomatosaの
論文を ドイツに発表され、その名が病名にな

りま した。九州大学 に、橋本通 りもあ りま

す。

また、九州で甲状腺の有名な病院として、

別府の野 口病院があ りますが、橋本策先生が

1912年にこの論文を発表された頃に、野口雄

三郎先生91府の野口病院の初代院長)と 共に九

州大学で、甲状腺の研究に励まれていたとの

ことです。野口病院は、 1922年に設立されて

います。

日本で、甲状腺疾患の治療をリー ドしてい

る病院に、別府の野 口病院、神戸の隈病院、

東京の伊藤病院があります。

昔の話 しですが、野 口病院の初代院長先生

が出張の時には、隈病院初代院長の隈鎮雄先

生に、甲状腺疾患の診療を頼まれていたとい

うエピソー ドがあるそ うです。その後、隈鎮

雄先生は1928年に野口病院の副院長 とな り、

1932年神戸に隈病院を開院されています。伊

藤病院の初代院長の伊藤升先生は、 1931年に

野口病院の副院長に就任され、 1937年に東京

に伊藤病院を開院されています。野 口病院で

修業をされた先生たちが、いろんな場所で甲

状腺疾患の患者さんの診療にあた られ、 日本

をリー ドしているということは、誇 りに思え

ます。

私 も野 口病院のお膝元、 日田市で甲状腺疾

患の診療ができる事を嬉 しく思ってお り、医

療連携できるように心がけていきます。
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困った時の相談窓口
～がん相談支援センター～

がんに関する質問や相談など、

お気軽にご相談ください

かし、相談いただいた内容が相談者の同意なしに

他人に知られることはありません。また、匿名で

のご相談も可能です。 「相談をすると、担当医が

よく思わないのでは」等と心配される方もいらっ

しゃいますが、そんな時はそのご不安も含めて相

談員にお話ください。相談員はそのお気持ちに配

慮しながら相談に応じます。

～がん相談支援センターでよくある相談～

○がんの治療について

○医師の説明について

○検査や今後の生活について

○治療の副作用や生活面への影響について

○がんに関する情報収集について

○様々な治療法やセカンドオピニオンについて

○緩和ケアについて

○医療費について

○家族とのコミュニケーションについて

○医療者とのコミュニケーションについて

○周囲との関わりについて

○就労について

○自宅での療養・介護について

○気持ちの落ち込みなど心のことについて

○患者会・サロンについて 等です。

上記の他にも、相談内容は多様です。

お一人で悩まず、ぜひ「がん相談支援センター」

をご利用ください。相談をご希望の際は下記へご

連絡又は、 1階受付または、病院スタッフにお気

軽にお声かけください。

*参考 :国立がん研究センターがん対策情報センター

国民の 2人に 1人ががんにかかり、 3人に 1人が

がんで亡くなる今日、がんは国民病の一つとなりま

した。当院においても、がんによって通院、入院さ

れている患者さんが多くいらっしゃいます。

当院は 「がん診療連携拠点病院」に指定されて

います。 「がん診療連携拠点病院」とは、全国ど

こにお住まいでも質の高いがん医療が受けられる

ように、厚生労働省が指定する地域のがん診療の

中心となる施設です。大分県内では、大分大学医

学部附属病院、大分県立病院、大分赤十字病院、

大分市医師会立アルメイダ病院、別府医療セン

ター、中津市民病院、済生会日田病院が指定を受

けています。 「がん相談支援センター」は上記の

「がん診療連携拠点病院」に設置されている、が

んに関するご相談の窓口です。

がんの診断から治療、その後の療養生活、さら

に社会復帰と、生活全般にわたって疑間や不安を

感じたとき、一人で悩まず、気軽に「がん相談支

援センター」にご相談ください。

～どなたでも無料で利用できます～

「がん相談支援センター」は患者さんやご家族

のほか、地域の方々はどなたでも無料でご利用い

ただけます。 「がん相談支援センター」では、が

んに関する治療や療養生活全般、地域の医療機関

などについて医療相談員や看護師が相談をお受け

します。なお、国が指定した研修を終了した相談

員は「がん相談支援センター」のロゴをかたどっ

た標記のようなバッジを着けています。

相談は、面談または電話でお受けする方法があ

ります。

～どんなことでもご相談ください～

生活のことや、治療や療養に伴う疑間や不安を

誰かに話すことは抵抗があるかもしれません。し

済生会日田病院 がん相談支援センター

直通:0973‐ 22‐8772(平 日9:00～ 17:00)
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①相 原 聡 美 (Rl.7.1着 任)

②腫瘍内科部長

③趣味は旅行(温泉に入る・飛行機に乗る)。

モットーは思い立ったらすぐ実行ですが欠

点でもあります。

④体を動かすこと。最近はどれもできてません

が、ランニング、ウオーキング、ヨガなど。

⑤腫瘍内科という言葉はあまり聞いたことが

ないと思いますが、主に抗がん剤治療を行

います。他科の先生と協力して、患者さん

にとって一番良い治療を選びます。

18通凛?暑す諮雪8私の健康法
⑤患者さんヘー言⑥開業医の先生万ヘ

⑥佐賀医科大学を卒業後、国立がんセンターで研修

し、佐賀県を中心にがん診療を行ってきました。

もともと呼吸器がんや乳がんを中心に診療 してお

りましたが、この10年は佐賀大学で婦人科腫瘍内

科医として働いておりました。また、最近のがん

診療に必要になってきた為、主に遺伝性腫瘍に対

しての遺伝カウンセリングも初めました。婦人科

にいた 10年 の間に、乳がん、肺がん、消化器がん

の診療はかなり変わっており、改めて勉強しなお

したいと思っております。よろしくお願いいたし

ます。

【9月 010月の巡回診療日程のお矢口らせ】

※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。

地 区 名 診  療  日 場 所 日寺 間
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東羽田高花
9月

10日υり。24日 00、

10月

15日ω .29日υり 高 花
/AN民

館 1:45～3

1:45～3古 後 9月 17日 ω、 10月 22日ω 古後生活改善センター
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|【管幕暮冒層を掘義2曇秀臭

‡~ま言:量I:言E層言酌「曽邊喜。
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。
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済生会日田病院の「理念」と「基本方針」

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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