
医学神話
medical rnyth:Fact or Fiction?
cOmmOn edthdhi無 き後の上皮性腫瘍を示す表題

名誉院長 西  田  敬

性腺原発の腫瘍で精巣に由来する上

皮性腫瘍は存在しない。然るに、卵巣

では原発腫瘍の80%が上皮性腫瘍に

分類される。前世期、WHO(1973)

の知恵袋が上皮性腫瘍群を強引にでも

捏造し、common epithelial tumors

の名を冠した。

坪内逍遥などの草分け的な小説を読

み返す思いがした。

卵巣腫瘍は嚢腫や嚢胞腺癌など80%

は上皮性腫瘍から成る。処が性腺には
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元来、上皮性腫瘍は存在 しない。例

えば精巣、胚細胞腫瘍 と性索間質性

腫瘍のみ。精細管なんて管状の構造

があるが、 この管状構造も上皮細胞

ではなく種々の分化度を示す胚細胞
ら れつ もっと

が羅列す る。尤 も、それ を支 える

sustentacular Sertoli cell支持セリレト

リ細胞か ら構成される。蘭学事始め

以来、外来語 も翻訳には苦労が付纏
いま

つ。sustentacularも その一つ。未だ

適当な訳語が見当たらぬ。

卵巣腫瘍の大部分は表層上皮か ら

発生し、腺腫～腺癌の形態を示す事

が信 じられて居た。最近では如何か。

神話は崩れる。Changing caption for

the epithelial tumors in the ovary。

大部分は imported diseaseに 置き換

わつた。輸出元は卵管をはじめとす

るmullerian ductの 派生臓器。BRCA

carrierな ど卵巣癌発症の危険群に

対しては、Angelina Effectが 示す通

り、予防的卵管・乳腺除去が妥当な
そ  ち うべ    かな

措置とされたのも宣なる哉 !

棗卜済生会 日田病院 (ホームページ http//sttsekJ.hta.dtajD
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新型肺炎が騒がれるようになって半年、こんな

大事になるとは。マスクや消毒薬不足、自粛や経

済活動との兼ね合い、日に見えない不安、今まで

想像 してなかった ことが続きますね。何が正解

だったかは後からじゃないと解 らないのですが、

ここで言いたいことは、マスクって 「他の人感染

させちゃう予防」 に有効なんですよつて ことで

す。以前より病院では、ぼくらはよくマスク姿で

対応 していますが、自分から他の人にうつしてし

まわないようにとの意図です。

日本のマスク事情の歴史をチラ見すると、マス

クと言えば工業用だつたものが、スペイン風邪流

行(大正8年 !)の 際に感染予防につながると言われ、

昭和平成では風邪が流行る季節に意識高い人が付

けていて、花粉症が市民権 ?を得てからは、冬～

春にかけてマスク姿は珍 しくない状況にな りまし

た。最近はイ ンフルエンザは悪だ !の 風潮を受

け、予防意識が高まってきましたが、そもそもマ

スクでウイルス感染を防げるのでしょうか ?

全国マスクエ業会のHPによると、マスクの定義

は 「天然繊維・化学繊維の織編物または不織布を

主な本体材料 として、 日と鼻を覆 う形状で、花

粉、ホコリな どの粒子が体内に侵入するのを抑

制、また、かぜなどの咳やクシャミの飛沫の飛散

を抑制することを目的に使用される、薬事法に該

当しない衛生用品」 となっています。 自分への感

染を予防出来るイメージは、花粉症で使つてる人

が増えたからでしょうか ?花粉サイズのものなら

外か ら入つて くるのをブロック出来ますが、細

菌、ウイルスサイズのものだと咳やクシヤミで出

た瞬間の塊を外に出さないようにするためのもの

で、ばらばらになったやつらの侵入をブロックす

外科医長 西

る機能はないんですね。イメージは、網戸をして

ても砂埃は入ってくる感じでしょうか。

医療現場にN95マスク(欧米でいうサージカル

マスク)と いう目の細かいマスクがあり、0.3μ m
の粒子を95%以上とらえるものという規格があり

ます。医療現場では結核(3μ m)感染予防のときに

使っていますが、ウイルスはもっと小さくて0.1

μm.¨。空気中を漂つているウイルスはN95マス

クをもってしても完全シャットアウ トすることは

できないんです。

粒子の大きさからも、全身を覆うわけでは無い

ことからも、マスクだけでウイルス感染の完全予

防は不可能ですが、全く意味が無いわけではあり

ません。クシャミなどを浴びて、目に見えて暴露

しちゃうことは減 らせるので、自分の予防にも意

味はあるはずです。

そういえばそうだったなという話でしたが、マ

スクは人に感染させないためには大きな効力を

持っています。みんなが他の人にうつさないよう

にすることが、回り回つて自分を守ることになり

ますし、多くの人が出来ることなので、人混みや

対面でのマスク着用はしときましょう。

達 矢
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ウイルスと検査

自然界に存在する全てのウイルスは、遺伝子構

造の違いからDNAウイルスとRNAウ イルスに大

別されます。DNAか RNA、 どちらか一種類の遺

伝子構造しか持たない為、動物や植物など他の生

物に入 り込み、その遺伝子の一部を拝借して増殖

します。ウイルスは他の生物に寄生しないと増え

ることはできません。DNAウ イルスの遺伝子は

二本鎖構造のデオキシリボ核酸で、比較的安定し

た遺伝情報を伝達できるのに対し、RNAウイル

スの遺伝子は一本鎖構造のリボ核酸であり、遺伝

情報をコピーする際にバックアップの役割となる

対の鎖を持たない為、遺伝情報の再現性が確率的

に低 くなります (変 異性)。 RNAウイルスは変異

によリワクチンや薬に対する耐性を獲得し、様々

な環境に対応していく能力があります。新型コロ

ナウイルスやインフルエンザウイルスなどは、こ

の様なRNAウイルスの仲間です。

ウイルス検査には核酸検査 (PCR法 )や抗原検査、

抗体検査などがあります。PCR(p01ymerase
chain reactionポ リメラーゼ連鎖反応)法は新型

コロナウイルスの世界的流行により「新型コロナ

の遺伝子検査」と認識されている方も多いと思い

ます。元々PCR法は、ごく微量の遺伝子材料を大

量に増やすことのできる技術で、ウイルスや微生

物の検査以外にも、癌の研究や遺伝子組み換え作

物の検査、親子鑑定や犯罪捜査など幅広 く用いら

れている手法です。ウイルス検査においては患者

から採取した検査材料に、目的とするウイルス特

有の遺伝子が見つかれば陽性となります。抗原検

査では免疫反応の引き金となるウイルス表面の蛋

白質等を検出することで、現在感染しているか否

かの判定を行います。抗原検査には定性検査と定

量検査があり、多くの医療機関で行われている簡

易検査キットによる抗原検査は、定性検査に該当

します。簡易検査キットによる抗原定性検査では、

検査部 主任臨床検査技師  ]E 藤   智  子

ある程度のウイルス量が必要な為偽陰性となる例

もありますが、PCR法 に比べ低コス トで特別な機

器 も必要 とせず、 30分程で結果がわか ります。

これに対し定量検査はウイルス量が微量でも検出

可能で、その量を数値で表す ことができますが、

PCR法 と同様特別な機器が必要で、早々の普及に

は至っていません。PCR法 と抗原検査が現在の感

染の有無を調べる検査であるのに対し、抗体検査

は過去の感染、ウイルスに対する抗体保有の有無

を調べる検査です。病原体に感染すると、病原体

排除の為免疫系が作動します。免疫細胞のB細胞

から、侵入してきた病原体に対する特異的な抗体

が産生され、感染初期にIgMが、遅れてIgGが産

生されます。IgMは 初期の感染防御、IgGは後の

感染防御の主要な役割を担います。新型コロナウ

イルス抗体検査においては、IgMと IgGを 同時に

調べるキットとIgGの みを調べるキットが開発さ

れていますが、保険適用外であり検査費用は全額

自己負担です。

新型コロナウイルス検査は、検査法やその結果
の解釈について現段階では暫定的であり、日々新

たな情報に更新されている様な状況にあります。

早期に安心して暮らせる日常が戻ってくることを

願つております。
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_ | .令和元年度 患者満足度調査にっいて |(第‐1回 :外来部t門 ).・
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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丸 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。

昨年の令和元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 :令和元年11月 18日 (月 )～ 11月 22日 (金)外来患者さんに対しアンケート用紙に記入を依頼

入院部門 :令和元年11月 18日 (月 )～ 12月 13日 (金 )

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  やや不満  不満

トイレ 161% 351% 429% 44% 15%

売店。食堂など 97% 241% 568% 78% 17%

駐車場 8.2% 235% 396% 19.2% 95%

接遇面 17.6% 47.6% 341% 03% 0.3%

プライバシー配慮 154% 409% 409% 28% 00%

診察の待ち時間 5.0% 204% 469% 207% 70%

医師への質問や相談のしやすさ 236% 445% 302% 1.1% 0.6%

治療内容・経過 180% 43.7% 367% 15% 00%

非常に満足  満足 普 通 不 満

是非薦める  薦める 薦めない 全く薦めない

(4)

264% 52.8% 19.3% 14% 0.0%

279% 667% 5.4% 00%

【9月 010月の巡回診療日程のお矢口らせ】

地 区 名 診 療  日 場 所 日寺 間

東羽田高花
9月         10月
15日ω .29日 ω、13日 00。 27日 0け

高 花 公 民 館 1:45～3:15

古 後 9月 23日③、10月 20日ω 古後生活改善センター 1:45～ 3:15

国    
「済生」
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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。

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つて、チーム医療の充実を図り、患者本位の医療を実践します。

退警偏憲畠装源≧芳響窪歴舞沓ず健塁羞醤君旨藉3ます。

発行/爵習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1院を薦めたいと思|｀ますか?

拳ヨ体の子年で―お蝉みの有||)●郷‐警にお出でください。
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