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瑞宝小綬章
名誉院長 西  田  敬

こんな有難い賞が戴ける、朗報は外科学会会長から蒼された。

ところで、今回の本題は oogenesisと gametogenesis(卵 形成と配偶子形成)。
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子宮がんと検診について

婦人科部長 堀 内 新 司

子宮がんには大きく2種類あります。外に近

い子宮頸部に発生する子宮頸がんと、子宮の奥

の体部の内膜から発生する子宮体がんです。

一般の子宮がん検診は子宮頸がん検診で子宮頸

部細胞診を採取します。それは、子宮がんの多

くが子宮頸部から発生することと、検出率の高

さからです。子宮体がんは体部(内膜)か らの細

胞診の検出率が低いことから、一般には検診を

していません。ですから、子宮体がんの90%は
不正出血で見つかっているのが現状で、不正出

血のない子宮体がんは見つかりにくいと言われ

ています。しかし、子宮体がんは増加傾向のあ

る癌腫です。検診するとすれば、子宮内膜細胞

診と経腟超音波検査を組み合わせて行います。

子宮頸がんの原因のほとんどは、 ヒ トパ ピ

ローマウイルス(HPV)が 原因であ り、女性の

80%は一生に1度はHPVに罹患すると言われて
います。 自分の免疫力でウイルスを排除するこ

とはあっても薬剤によって治る方法はありませ

ん。頸がんワクチンはHPVの侵入を予防するも
ので、数年前までは未婚女性(と くに中学生の女
子など)に公費で注射されていました。現在はマ
スコミによる副作用報告が過多となり、注射を
受ける率は低下しています。この現象は、先進
国の中でわが国日本だけの特殊な現象です。 日
本産科婦人科学会では、この状況を憂いていま
す。

子宮体がんの原因は、いろんな遺伝子変異など

も分か り始めていますが、欧米化 している生活

環境が影響 していると言われています。肥満予

防等も子宮体がんにな りにくい体質をつくりま

す。また、乳がんとの関連(タ モキシフェンとい

う乳がん術後の再発予防ホルモン剤など)も 言わ

れています。

子宮がん検診は、特に子宮頸がん検診であれば

検診センターでも可能ですし、子宮体部の検査

も開業の先生のところでも出来ます。頸がん検

診であれば公費の検診クーポンもあ りますの

で、検査を受けることは良いことだと思われま

す。 1～ 2年毎の婦人科検診や不正性器出血が

ある時は、お近くの産婦人科医院などに相談さ

れると良いと思います。

婦人科はなかなか受診 しにくい診療科です

が、早期発見すれば治せる病気がほとんどで

す。
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はり八ビリテーションのお話し

1、 り八ビリテーションの意味とは?
リハビリテーションというと、「けがをした

ときや病気の回復後に行 うもの」 というイ

メージが強いのですが、広義の「リハビリテー

ション」とは、ラテン語のre(再 び)一habiris

(適 した)に 由来し、「何 らかの理由で能力低

下、機能低下した状態から改善するよう働き

かけること全般」を指します。

これには一度失った権利を回復することを

あらわす 「復権」といつた意味合いも含まれ

ることから、離職者が社会復帰するための準

備をリハビリテーションと呼ぶこともありま

す。

2、 り八ビリテーションの目的は元に戻すことでは

ない?

医療・介護の現場で 「リハビリテーション」

という言葉を使用した場合、病気やけがで動

きの鈍くなった筋肉などに働きかけ、従来の

動作に近づけることを指します。

このため 「完全に元の状態に戻すこと」を

最終目的にするのではなく、 「その人に合っ

た生活に近づけるための治療や トレーニング

全般」がリハビリテーションの目的とされて

います。

3、 リノヽビリテーションの3つの種類

リハ ビリテーションが必要 と診断される

と、医師の指示のもとに、その人の症状や運

動機能に合わせたリハビリテーション専門の

担当者と共に失われた機能の回復を目指 しま

す。

リハビリテーション専門の担当者には次の

ような職種があります。

1)理学療法士

主に運動機能そのものの回復を目指 し、ス

トレッチや筋肉 トレーニ ングを行 います。

作業療法士

言語聴覚士

マッサージや電気治療、温熱治療などを組み

合わせながら、機能が損なわれた部位に対し

て、寝返 り、起き上が り、歩く、といった基

礎的な運動ができるようになる状態を目指 し

ます。ときには器具を活用 して、もともとそ

の人が持っていた運動機能に近づけるための

様々な トレーニング方法を展開します。

2)作業療法士

作業とは日常的な行為、仕事や役割、趣味

や生きがいを指します。作業療法では基本的

な運動能力から応用的な動作能力 (食事や ト

イレ 。家事など日常で必要となる活動)、 社

会に適応する能力の維持・改善を図ります。

また環境 (人為的 。物理的 。社会的)の調整

や、社会資源や諸制度の活用を促 し健康の維

持・増進など “その人らしい生活"の獲得を

目標にします。病気 。障がいによ り困難 と

な星急暴雀Я省蛮3腎異雇基資釜擁TR言な
ハビリテーションです。

3)言語聴覚士

先天性の障がいや病気、ケガなどで 「読む」
「書く」 「聞く」 「話す」 「計算」 といった

作業が困難になった人に対 し言語訓練を行

い、サポー トをしていきます。 「高次脳機能

障害」 といい 「覚える」 「集中する」など脳

の機能が低下し特定のことが困難となった人

にも他の療法士と協力し訓練を行います。

また、食べることや飲むことが困難になっ

た方に対 して、ムセなく安全に食べられるよ

うに機能の回復をサポー トするのも言語聴覚

士の仕事です。食事をするときに「飲み込む」

行為は正しく食べ物を胃に送 り、栄養を摂取

するためには必要な作業です。食事の形態や

栄養摂取ルー トの選択など栄養士さんと連携

して患者さんの対応をしています。

リハビリテーション部 理学療法士 梶 原  丘 行
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l⑤患者さんヘー言⑥開業医の先生万へ  i

①江 藤 和 子 (R2.41着任)

②心臓血管内科医員

③時間があるときは走ったり体を動かすこと
です。

④できるだけ細々と動くようにしています。

①藤 井 麻紀子 (R2.4.1着任)

②腎臓内科医員

③美味しいご飯屋さんを探すこととゴルフで

す。

④仕事と私生活をしっかりわけること。On Off

を大事にしています。

①上 田 雄一郎 (R2.4.1着 任)

②外科医員

③音楽(ロ ック)、 バイク(ツーリング)、 釣り(エ

μ  ギング)。               ・

④ストレスを溜めないこと。

⑤悩みを一緒に考えていこうと思います。気軽にご

相談ください。

⑥地域医療に少しでも貢献できるよう頑張ります。

ご迷惑をおかけしますがよろしくお願い致します。

⑤真摯に病気と向き合い、患者様の生活に寄り添っ

ていきたいと思います。

⑥腎臓内科医として、 日田の医療に貢献できるよう

に頑張っていきたいと思います。至らない点もあ

るかと思いますが、丁寧に診療を行いますのでよ

ろしくお願い致します。

⑤皆様に信頼していただける医療を提供出来るよう

に努めて参ります。よろしくお願いします。

⑥手術が必要になりそうな症例は遠慮なくご相談く

ださい。

【6月 07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
6月          7月
16日 Q。 30日 0り、 14日 0い

。28日 00 高 花
/AN民

館 1:45～3:15

古 後 6月 23日ω、7月 21日の 古後生活改善センター 1:45～3: 15

国  」逼憲キP宴急ラ署馨言ヒ署範畠湿曇8羹嚢IL奮履
します。
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3.

済生会日田病院の「理念」と「基本方針」

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。

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。

4.

患者の権利と義務

1.最善で安全な医療を平等に受ける権利があります。
2.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。
3.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。
4.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。
5.治療に当たり症状を正確に告知する義務がありま

す。
6.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。
7.診療費を支払う義務があります。
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