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有無だがOxford大学のBryan Sykes教授

の御託宣ではY染色体は、西暦5000年 に

は磨滅して消失・失効する。さすればヒ

トの雌雄の決定や如何に決定されるか ?

案ずるには及ばぬ。Y染色体は雄性の唯

一の雄決定因子ではない。広く動物界を

「Ovotestも (卵精巣 )」

(右上方に卵巣、左下方に精巣組織を共有する )

名誉院長 西  田  敬

目出度く誕生の際、親が 「イ」の一番

に気にするのは矢張 り、生まれてくる、

我が子の性別。男女は間わないが、産着

から用意して待ちかねている。単一の性

腺内に卵巣、或は精巣の組織が混在、共

存する。これをovotestisと いう。以前は

真性半陰陽と称した。核型では46XXが

61.6%,46XYが 12.8%,46XX/46,XYが 144%

という頻度が本邦では報告されている。

ところで動物の雌雄の決定因子は様々で

ヒトでは今のところ、Y chromOsOmeの

ふ  か

見渡せば受精卵の孵化時の気温に左右さ

れる海亀やMississippi鰐 などが明かであ

る。即ち、亀の場合、34° Cに近ければ全

て雌になり、26° Cに近ければすべて雄に

なる。一方、鰐では逆で、温度が高いと

全て雄で、低いと雌で孵化する。病理組

織像も、あのep∝h makingな婦人科病理

教科書、AFIP(米国陸軍研究所病理部)が

記載するまで、必ずしも、病理所見は詳

らかではなかった。改めて詳細に観察す

れば一枚のプレパラー ト上に精巣と卵巣

の組織が識別可能である。(右上に卵巣の

皮質成分、左下方は精巣―精細管一成分)

(本症例は第72回済生会学会にて紹介予定

である)

み わた

lyl済生会 日田病院 (ホームページ httO//sttsekainta.dtajD
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小 児 の 風 邪 の み か た

小児科医長 田 中 玄 自市

小児の外来受診で一番多い疾患は風邪です。

風邪の原因の大多数はウイルスであるため、

抗菌薬は効きません。そのことをほとんどの

医師が知っていますが、実際は風邪に対して

多くの抗菌薬が処方されています。 これはウ

イルス感染と細菌感染の区別が明確にできな

い、あるいは抗菌薬を内服していれば細菌感

染を予防できるという考えからきているのだ

と思います。抗菌薬の濫用は耐性菌の蔓延に

つなが ります。不要な抗菌薬処方を減 らすた

めには風邪の自然経過を知っておくことが重

要です。

一 口に風邪 といつても症状は様々であ り、

大雑把に分類すると①鼻型、②咳嗽型、③咽

頭炎型に分けられます。③咽頭炎型のポイン

トはA群溶連菌との鑑別であり、昨今では迅

速検査で容易に検査ができるため、ここでは

割愛させていただきます。

①鼻型 :鼻汁 。鼻閉が主体で症状は発症して

2～ 3日 でピークとなり、その後は増悪する

ことなく、基本的には1週間もすれば改善に

向かいます。

②咳嗽型 :咳嗽が症状の主体である場合、ほ

とんどが急性気管支炎です。急性気管支炎も

基本的にはウイルス感染です。最初の1～ 2日

は発熱・鼻汁・咽頭痛などの上気道症状があ

り、感染部位が徐々に気管支へ拡大し咳嗽主

体の時期が4～ 5日 続きます。その後回復期

に入り、感染後咳嗽が1～ 2週間続きます。

ここまで風邪の自然経過について述べまし

たが、ではどういう時に抗菌薬を考慮すべき

なのか。それは①急性細菌性副鼻腔炎と②細

菌二次感染を疑う時です。

①急性細菌性副鼻腔炎は以下のような経過を

たどる時に疑います。

・鼻汁や後鼻漏、咳嗽などの症状が改善しな

いまま10日 以上持続 している。咳嗽が夜

間に増悪することが多い。

・39℃以上の発熱と膿性鼻汁が3日 以上持続

し重症感がある。

・上気道症状が治癒 しかけた第 6、 7病 日頃

に再度38℃ 以上の発熱や呼吸器症状が増

悪する。

②細菌二次感染は当初は比較的元気であつた

のに、ある時点から急速に全身状態や呼吸状

態が悪化 した時 に疑 います。逆 に言 うと、

熱や咳嗽が持続 していても悪化のスピー ド

に変化がなければウイルス感染として経過

をみてもよいということです。

以上小児の風邪のみかたについて述べて

きましたが、全てがこれに当てはまるもの

ではありません。一人ひとりをよく診察 し、

発熱が持続 した り症状が改善 しない場合は

検査所見 と合わせて総合的に評価 し、抗菌

薬を使用 していくことがベス トだと考えら

れます。
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核医学検査とは

核医学検査はRI検査やシンチグラフィなどとも

呼ばれています。X線撮影やCT検査などと違っ

て体内に放射線を出す薬(RI薬品)を 入れて体の病

気の状態を撮影します。検査を行うためにRI薬品

を患者さんごとにメーカーヘ注文して検査を行い

ます。

RI薬品は、その日のうちに使用しないと取 り置

きが効かない検査薬です。そのために撮影できる

時間が決まっています。RI薬品は非常に量が少な

いので確実に体内へ取り込ませることができるよ

うに点滴をとり、このチューブよりRI薬品を注入

して撮影します。

また撮影する目的部位(臓器)に よって種類が違
います。ですから撮影のために前処置が必要とな

る場合もあります。

RI薬品を注入と同時に撮影をしたり数時間空け

て撮影するなど撮影出来るようになる時間、撮影

に必要な時間、撮影方法なども違います。なかに

は副腎皮質シンチグラフィのように 1週間ほど日

にちを空けて撮影する場合もあります

時間を空けて行う検査は決められた時間に来て

いただかないとせっかくのRI検査が無駄になって

しまいます。放射線が出る薬品と聞くと少し怖い

かもしれませんが必要最低限の量で検査をしま

す。またRI薬品は時間とともに体内よりだんだん

と減少していきます。体内にずっととどまるわけ
ではありませんので安心してください

通常妊娠中の患者さんは検査ができませんじ授

乳中の患者さんは与え方なども注意が必要となり

ますので検査の前に主治医へご相談下さい。

種 類

当院で行っているいくつかの検査を紹介 しま
す。

(骨 シンチ)

全身の骨の状態を撮影します。午前中にRI薬品を
注入します。午後より撮影 します。この検査は食
事の影響はないので食事は摂 られても良いのです
が、膀脱に尿が溜まっていると検査の妨げとなる

難 診療放射線技師 松 田 信 彦

のでしっかりと排尿をお願いしています。全身像

と体幹部の断層像(SPECT)を撮影をします。

(脳血流シンチ)

脳機能、血流など評価、撮影します。食事は摂つ

ても良いです。

点滴チューブよりRIを注入と同時に頭部から胸部

までの撮影を行います

続けですぐに脳の断層像(SPECT)の 撮影を開始し

ます。

画像だけでなく認知症の一つの目安となる解析処

理も行つています。

(唾液腺シンチ)

唾液腺の機能、形を評価、撮影します。水、自湯

は飲まれても結構ですが朝食は不可です。頭部か

ら鎖骨部位までの範囲で撮影します

点滴チューブよりRIを注入と同時に撮影を行いま

す。経時的な唾液腺の変化を診るために撮影時間

は長 く50分 ぐらい撮影 を行 います。途 中で

lemon果 汁負荷も行い唾液腺の働き具合も撮影し

ます。

(心筋シンチ)

虚血の有無、正常心筋組織及び心筋梗塞の広が

りの範囲等を撮影します。

1日 で 2回、朝と昼過ぎに撮影します。食事は

待ち食にな りますので食事をせずに来院して頂

き、RI薬品を注入してからの食事となります。な

お白湯、水などは来院する前から飲まれてもよい

のですが、カフェィンが入つているお茶やコー

ヒーなどは検査薬の効果を妨げるため飲まないで

下さい。

昼食も待ち食になります。また心筋そのものの

画像以外に病気の重症度の判定の一助となるよう
な解析も行っています。

他にも色々な種類のRI検査があります。

馴染みの少ない検査だと思いますがおおまかな
ことを書いてみました。

わからないことがあれば画像診断部へ遠慮なくお
尋ねください。
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平成30年度 患者満足度調査について (第 1回 :外来部門)

当院では患者サービスの向上を図るための継続的な取り組みとして、年に1度、患者さんに施設。診療・接遇面

等に対しての調査を行っています。満足度やご意見。ご要望を知ることで問題点を洗い出し、改善につなげること

を目的に実施しています。

昨年の平成30年度の調査結果は次のとおりでした。(詳しい調査結果はホームページに掲載しています)

【調査期間・方法】

外来部門:平成31年 2月 18日～22日

入院部門:平成31年 2月 18日～3月 15日

外来患者さんに対しアンケート用紙に記入を依頼

期間内に退院する患者さんに対し、アンケート用紙を配布し記入提出を依頼

非常に満足  満足  普通 不 満

満 足 普通  やや不満  不満

294% 462% 203% 3.8% 0.3%

是非薦める  薦める 薦めない 全く薦めない

25.1% 69.6% 5.0% 0.3%

トイレ 166% 341% 424% 5.6% 1.2%

売店。食堂など 12.2% 274% 548% 5.0% 0.6%

駐車場 8.4% 255% 392% 20.8% 6.1%

接遇面 187% 456% 336% 2.1% 00%

プライバシー配慮 175% 430% 367% 2.4% 0.3%

診察の待ち時間 86% 247% 46.1% 156% 5.0%

医師への質問や相談のしやすさ 268% 472% 249% 11% 0.0%

治療内容。経過 206% 431% 34.7% 16% 00%

①
②
③
　
④

赤 塚 孝 太 (Rl.8.1着任)

整形外科医員
中学からバスケットボールをしております。
モットーは諦めたらそこで試合終了です。
よく食べて、よく寝ることです。

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

⑤ お気軽に相談して下さい。
⑥ まだまだ新米ですが、よろしくお願いします。

※令和01年 7月 号 ドクター紹介

氏名の一字に誤 りがありました。訂正いたします。

研修医 ポ占貴仇→彙髭(正 )

【10月 011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、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

東羽田高花
10月         11月
15日 υゆ。29日 0ゆ、12日 υり。26日 0り

高 花 公 民 館 1 :45～3:15

古 後 10月 22日ω、11月 19日ω 古後生活改善センター 1:45～3:15

発行/欝闇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

外来総合評価

む家族や知人に当院を薦めたいと思いますか?


