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継であるが、宗教的には天照大神の天神

御子なのである。皇室は一つの巨大な氏

であり、絶対的存在であるが故に、他氏

と区別する為の姓名の表記は用いないの

が伝統である。讐えば上皇陛下が嘗って、
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of Cancer ResearcDヤこ英文論文を投稿

された時も、筆頭著者名はPrince Akihito

と記されたのみであった。

三種の神器は皇位の象徴、しるしである。
すなわ   や さ力ヽこのまがたま  やたのかがみ くさなぎのつるぎあめのむらくもの
即ち、八坂瑣曲玉、八処鏡、草薙剣 (天叢雲

剣)の三宝であり、古くは三種の宝物と謳

われた。抑々の謂は天照大御神が皇孫、瑣
ほうもつ   さず          よにぎのみこと

こういけいしょう じん ぎ

皇位継承 :三種の神器

名誉院長 西  田  敬

今回の慶事に慶辞を奏上。歴史上でも、

稀にしか見れぬ、超弩級の荘厳なる叙事詩

(epic poem)が 日本国民の眼前で展開され

た。平成から令和を繋く
゛
皇位継承。

嘗って昭和天皇の御崩御に際しては、輸

血の指示の他には、何ら為す術すら知らず、

唯々、手を供いて見守ったのみの無為、無

策、無能に終始した医療チーム。生命への

尊厳すら何処かに置き忘れたかの如き為

体が昭和時代の終焉に相応しかった等と

は、連もじゃないが、烏滸がましくて書き

遺せやしない。

歴代天皇は血統的には先代天皇の御世

瑣杵尊に三種の宝物を授ける事に因つて、

皇孫及びその子孫に葦原中国の統治権を

賦与したというのである。新天皇も伊勢神

宮から京都御所まで巡行御幸されて、三種

の神器の御継承も滞りなく完遂されたと

拝察する。上皇御夫妻は固より新天皇御夫

妻共々、先ずは御健やかに皇位継承を済ま

されたのは歴史的に見ても、稀有で祝着至

極。国民挙りて祝賀したい気持ちであるが、

如何。

参考文献 :黛 弘道 学習院大学教授

「二種の神器と三種の神器」文春文庫

棗卜済生会 日田病院 (ホームページ htt,//sattek江.hta.dtajD

▼



(2) な で  し こ 12月 号

Eヨ賢I】□日

胃が ん につ いて

厚労省から発表された2017年の人口動態統計で
は28%の死因が悪性新生物 と報告されています。
10人 に3人ががんで亡くなられた計算になります。
また生涯でがんに罹患する確率は男性が62%、 女
性が47%と 約2人 に1人ががんに罹患する計算とな
ります。罹患するがんの割合で多い順に並べると
大腸、胃、肺、乳房、前立腺 (2014年)と なりま
す。今回はその中の胃がんについてお話したいと
思います。

胃がんは10万人あたり男性で140人、女性で60
人が罹患し、男性に多いがんです。年齢層では65
歳後半で最も多いです。胃がんのリスクには喫煙、
高塩分食、ピロリ菌の感染などがあります。

・発生機序
胃の壁は内側か ら粘膜、粘膜下層、固有筋層、

漿膜下層、漿膜の5層 構造からなってお り、がん
は一番内側の粘膜から発生し、進行とともに漿膜
方向に進行 していきます。がんが粘膜内にとど
まっている場合転移は稀ですが、粘膜下層に浸潤
するとリンパ節転移や血液にのって肝臓や肺に転
移する可能性が高まります。また進行がんの場合
は播種病変といってお腹の中にがん細胞をばらま
いて広がる場合もあります。

。自覚症状

早期の場合はほとんど症状がなく、偶然発見さ
れるものがほとんどです。進行癌では上腹部の痛
みや不快感、吐き気、食欲低下などあるが特有の
症状はありません。さらに進行すると体重減少や
貧血なども認めます。

・検診
上部消化管内視鏡検査、上部消化管造影検査が

あります。上部消化管内視鏡検査は胃カメラのこ
とで国もしくは鼻から内視鏡を挿入し胃、十二指
腸、食道を内側から観察します。早期がん、進行
がんに関わらず異常な組織を採取することで病理

診断も可能です。上部消化管造影検査は硫酸バ リ
ウムを服用しレントゲン使用 し異常を検索します。
上部消化管内視鏡検査、上部消化管造影検査はと
もに検診で行うことで早期発見につながり、胃が
んにおける死亡率減少効果が証明されており50歳
以上の方の検診が推奨されています。また上部消
化管内視鏡検査は検診で2-3年間隔の検診を推奨
されています。

・治療

胃がんの主な治療に関しては大きく分けて内視
鏡的切除、外科的切除、化学療法があります。早
期のがん (粘膜内に進行がおさまってお り、 リン
パ節転移の可能性が極めて低い場合)に対しては
主に内視鏡的に病変を取 りに行 く治療となります。
内視鏡的切除の適応はなく、肝臓など他の臓器に
広がっておらず、がんを取 り切れる可能性がある
場合は外科的に切除を行います。外科的切除では
病変だけでなく、周囲の転移する可能性のあるリ
ンパ節も含めて切除します。腹腔鏡手術ですがガ
イ ドライン上ではステージ1に対してのみ推奨され
ていますが、技術的な進歩などもあり現在では多
くの施設で進行したがんに対 しても腹腔鏡手術を
行ってお ります。手術で取 り切れない場合は化学
療法でお薬の治療を行います。その場合、根治は
難しく延命治療となる可能性が高くなります。

・メッセージ

胃がんはピロリ菌の除菌が進んだ背景もあ り、
発生頻度が減少してきてお り、また今後の減少も
期待されています。また検診の普及に伴い、早期
にみつかることが増えたことで死亡率も減少傾向
にあります。胃がんは進行しないとなかなか症状
を認めず、症状が認めたときには進行した状態で
あり根治的な治療が行えない場合があります。早
期に発見することで胃がんは治癒できる可能性が
高くなるので、50歳以上の方は検診をうけて早期
発見をお願いします。

外科医員  古 賀 史 言己



12月 号 な で  し こ (3)

地域につなぐ

済生会の訪問看護

外来 訪問看護担当 竹 内  佳 美

当院は、大分県西部圏域の急性期医療を

提供する中核病院としての役割を担ってい

ます。急性期医療に力を注 ぐ一方で、 これ

までも地域医療の様々なニーズに対応でき

るよう、回復期 リハビリテーション病棟や

地域包括ケア病棟、さらには緩和ケア病棟

を開設 しました。今年 1月 には入退院支援

センターを設置 し、入院前か ら退院後を見

据えた切れ目のない医療の提供に取 り組ん

でいます。

そ して 4月 か らは、在宅医療 (訪 間診

療 0訪間看護)を開始 しました。当院の在

宅医療は、入院中の医療 0ケ アだけで完結

するのではな く、退院後の患者さんや ご家

族の不安に寄 り添いなが ら、地域に繋げて

いくことが目的です。また、 ご家族の介護

疲れを軽減するための短期入院や、緊急入

院が必要なときにはいつでも対応できる体

制が整っています。 ご希望があれば、可能

な限り在宅看取 りにも対応します。

訪問診療は通院が困難な方で、在宅療養

を希望される方に基本的に月に 1～ 2回訪

問 し、必要があれば回数 を増や し診療 を

行つています。訪問看護は在宅酸素や経管

栄養が必要な方、腹膜透析導入期などの医

療度の高い方、終末期で緩和医療が必要な

方、また退院直後で体調が変化 しやすい方

を中心に、内服の管理や創傷処置の他、入

浴介助なども行なっています。 この半年で

12名 の訪問診療、35名 の方に訪問看護を提

供しました。

心不全で入院していた高齢の女性。病状は

安定しましたが、体力の低下があったため、

退院直後よ り訪問看護で清拭や 口腔ケアな

どを提供させていただきました。退院か ら

3日 後 に高熱を出したため、医師の指示の

もと在宅で数 日間点滴をしました。その後

は徐々に体調 も回復 し、二週間後 には食事

も入るようにな り、市内の訪問看護ステー

ションに引き継いで頂きました。現在 も当

院の訪問診療を利用 しなが ら在宅療養を継

続 しています。

病状が悪化 しても 「入院はしたくない。」

とご希望の男性は、高齢の奥さまと二人暮

らし。 ご家族 の不安 は大 きか ったのです

が、 ご本人の意思を尊重 し訪間診療 と訪問

看護を開始 しました。 さらに、地域の訪間

看護ステーションや訪問介護事業所にも協

力を依頼 しました。 また、 日田市医師会が

導入 したeヒ タカー ドシステム (救急隊や診

療する医師に情報 をスムーズに伝えるシス

テム)に登録 し、救急車で搬送するような

事があっても、 ご本人の意思を尊重 した対

応ができるよう調整 しました。その結果、

ご家族に見守 られなが ら、住み慣れた ご自

宅で最期を迎えることができました。

このように当院の在宅医療は、急性期病

院が担 う役割 を在宅で も実践 し、入院・外

来・在宅が院内外で連携 しなが ら 「最期 ま

で安心 して過 ごしていただける医療 0看護

の提供」 をめざしています。 これか らも地

域の皆様 に寄 り添いなが ら、住み慣れた地

域で安心 して生活 していただけるように、

努力していきたいと思っています。

訪間診療や訪問看護のご相談やお問い合わ

せは、病棟・外来看護師や医療相談員に遠

慮なくお申し出ください。
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がん相談支援センター認識調査について

当院では、がんに関するさまざまなこ相談ができる部門として『がん相談支援センター』を設置しています。

患者さんへの周知状況を確認することを目的に、平成30年 10月 に入院患者さんを対象にアンケート調査を行
い、次のとおりの結果となりました。

①患者相談窓口として「がん相談   ②「がん相談支援センター」を利    ③今後「がん相談支援センター」
支援センター」が設置されてい    用したことがありますか?        を利用したいと思います?
ることをこ存じですか?              はぃフ%

がんに関するこ相談を無料でお受けし秘密は厳守いたします。病気や治療に対する悩み、不安だけどなんと
なく医師には聞きにくいこと、今後の生活のこと、がんの治療費のこと、セカンドオピニオンについて、終末期に
関することなど、こ心配なことがありましたらお気軽に電話等でこ相談ください。他医に受診中の方、こ家族等
もこ利用できます。なお、こ来院の場合は事前に電話でこ連絡をお願い致します。

電話番号 0973-22-8772(直通)・ 0973-24-1100(代表)

1 西 村 大 幹 (Rl.12.1着任)

1 整形外科医員
学生時代よリボー トをしており、体を動か

すことが趣味です。
1早寝早起きとジョギングをすることです。

【1月・2月の巡回診療日程のお知らせ】

18透味予モットー
i⑤患者さんヘー言

②担当診療科

④私の健康法

⑥開業医の先生万ヘ

①

②

Ｃ

　

④

事
島

⑤ 患者さんに寄り添った治療をしていきたいと思
っております。

⑥ 久留米大学病院から来た西村と申します。初め
ての大分での勤務となります。若輩者ではありま
すが、よろしくお願いします。

知つている
62% `

利用したい
100%

地 区 名 | 診 療 日   1 場   所
|

日寺 間

東羽田高花 lttω 。28日の、誂 ③・25日ω 高 花 公 民 館 |
1:45～ 3:15

1:45～ 3:15後
1 1月

21日ω、2月 18日ω l 古後生活改善センター
 |

※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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