
PE丁 /CT Fhdngs The PET/CT scan ident面 ed a focus of abnorrn測

FDG uptake in a lesion in the left pelvis.

Aimez¨ vous Brahms?(Do you‖ ke Brahms?)

「ブラームスはお好き?」

名誉院長 西  田  敬

男女、初対面の挨拶にしては洒落と

る。厭、洒落過ぎている。こんな質問
ご じん て  だ

を発する御仁は余程の恋愛の手練れも

の。それも道理、20世紀、 「悲しみ

よ今日はBOnjour Tristesse」 です躍、

持て囃されたフランスの女流小説家

(少 女作家 )、 Fサ ガン原作 に拠る、

映画のタイ トル。翻つて、21世紀の

今日、医師同士の会話で、 「Do you

like Warburg?」 の問いに相応しい応

えは先ず、期待できまい。OttO

warburgは 20世 紀初頭に細胞の

巡 回
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energy代謝を研究し、生化学の分野

を大き く発展 させた巨魁 と云 える。

今 日、彼の名を響き渡 らせたのはこ

の酸素が潤沢な地球上でも嫌気性解

糖に拘 り、固執すると云 う、癌の特

異的なenergy代謝を自日の下に晒し

た事 で あ る。 即 ち癌 組 織 はPET

(positrOn enlission tomography)

陽性 で X線 撮 影 時 に糖 質 投 与 で

enhance(増強)さ れる。即ち、癌

の治癒判定、治療に際しての切除範

囲など、対癌戦略での応用は重要。

例えば、頭頸部癌 (head and neck

cancer)の 一種であるbranchiogenic

carcinoma(鯉源性癌)な ど病理組

織採取が不可能な場合、病理診断を

代行 し得る。のみならず従来の固定

染色標本での形態診断でなく現在の

癌組織 のエネルギー代謝 (活 動状

況)を読み取る意味か らも診断や治

療、follow― upへ の応用価値は一層、

高い。

棗卜済生会日田病院 (ホームページ http//saもek」.hta.dtajD
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心 臓 弁 膜 症

心臓血管内科医員 江  層纂  禾口 子

はじめに

近年 「′さ臓弁膜症」という単語をテレビのCMな
どで耳にする機会が増えてきているのではないで

しょうか。当院の外来でもたくさんの患者様が治

療されております。今回はこの 「′い臓弁膜症」に

ついて紹介 したいと思います。心臓内には三尖

弁、肺動脈弁、僧帽弁、大動脈弁の 4つの弁があ

り血液の流れを一方向に維持 し、逆流を防く
゛
働き

をしています。これ らの弁に障害が起き、本来の

役割を果たせなくなった状態を 「′い臓弁膜症」と

いいます。心臓弁膜症には大まかに 2つ のタイプ

があります。 「狭窄」は弁の開きが悪 くなって血

液の流れが妨げられる状態です。 「閉鎖不全」は

弁の閉じ方が不完全なために、血流が逆流 してし

まう状態です。

弁が開いている時   弁が聞 じている時

1全 1    1  1

1=1‐1 正常 |‐ 4‐11鍛
の

心臓弁膜症の原因

弁膜症の原因はさまざまです。動脈硬化も原因
のひとつで、高齢化社会になって弁膜症は増えて
います。また心不全にともなう機能性弁膜症、つ

まり弁そのものは壊れていなくても、左室が弱つ
て拡張 し、弁が閉じなくなるケースが増えてきま

した。またまれですが感染性心内膜炎というばい

菌による弁膜症は年齢を問わず起こります。

弁膜症の症状

息切れ、胸の痛み、 ドキ ドキ、心臓弁膜症の症

状には特有のものがありません。安静時の症状だ

けではなく、動いたときの息切れも立派な症状で

す。多くの方が 「年だから」と勘違いして病気を

見落としがちです。また日常生活の活動性が低下

すると自覚できないことがあります。心臓弁膜症
の症状に早く気づくためにはご自分の活動性に注

目しましょう。いつのまにか家の中に引きこもっ

ていませんか ?昨今の新型コロナウイルス感染症
の影響により、外出を過度に控える方が増えてい

ます。その結果体の異変を自覚しにくいため症状

に気づくのが遅くなることがあります。自宅でも

できる軽い体操や普段行っている家事で息切れや

倦怠感など振 り返ってみてください。いつもでき

ていたことができなくなった、きつくなってきた
ことは加齢によるものだけではなく弁膜症の可能

性も疑ってみてください。

最後に

心臓弁膜症の有病率は年齢とともに上がる傾向
にあり、 日本では65～ 74歳で約 150万人、75歳
以上で約235万人の潜在患者がいると推測されま

す。心臓弁膜症は心不全の原因の一つです。心臓
の病気を早期に発見 し、重症化する前に適切なタ

イミングで治療をすることが、心不全の予防や増
悪の防止において大切です。気になる方、思い当
たる方は放置せず気軽に当科にご相談ください。

▼
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おしっこの色はなぜ黄色い?

検査部 臨床検査技師  Ёヨ  リ‖ ］一］同

健康なおしっこの色は淡黄色～淡黄褐色でビール様黄色とも表現されます。この色素性分は主にウロ

クロム色素であるといわれています。微量ですが他にもビリルビンやインドール誘導体も含まれていま

す。ウロクロム色素は、赤血球のヘモグロビンが肝臓で水に溶ける性質を持つビリルビンに変化し腎臓

で酸化されてできます。このウロクロムの色が黄色であるため、おしっこの色は黄色になります。ウロ

v クロムの一日の産生量と排出量が決まっているため、運動等で体の水分が減ると濃縮して濃く見え、逆

に水を多く飲めば希釈されて薄く見えます。また、おしっこの濃縮障害や、服用している薬剤や食べ物

でもおしっこの色調は変化してきます。例えばビタミンB2は黄色なので、ビタミンB2を多く含む食物を

食べるとさらに黄色くなります。 以下に様々な状態によるおしっこの色調変化を紹介します。

○無 色

糖尿病……糖による浸透圧の変化により水分の再吸収が行われずおしっこが多くなります。

尿崩症……抗利尿ホルモンの分泌不全、もしくは効きが悪いと水分が再吸収されなくなるため、お

しつこが多くなります。これらは病気によって、水分が多くなり希釈されることで無色透

明に近くなります。

○黄褐色～褐色

黄 疸……肝臓のビリルビン代謝機能に問題が起こると、ビリルビンが尿中に排泄されてきます。ビ

リルビンが黄色の色素であるため、泡の縁まで黄色くなるのが特徴です。

○赤 色

血尿 (肉 眼的血尿)目 に見えておしつこが赤く見えます。

a.尿路結石

▼     腎臓でできた結石が尿管へ進み、尿管にある細胞が傷つけられ出血しおしつこが赤くなります。

b.膀脱癌などの悪性腫瘍

膀眺粘膜に腫瘍ができ、周辺粘膜が傷つき出血することでおしっこが赤くなります。日に見える

血尿が見られますが、進行初期では痛みを伴わないのが特徴です。

○赤褐色

ヘモグロビン尿

血管内で赤血球が分解されると、その中に含まれるヘモグロビン(Hb)が血液中に放出されます。

Hb量が増えると糸球体で濾過されて、尿中に排出されることで赤く見えます。

(疑われる疾患)発作性夜間ヘモグロビン尿症、中毒、熱傷、異型輸血など

ミオグロビン尿

ミオグロビンは筋肉中に含まれている蛋自の一種です。その筋組織が激しいダメージを受けると

尿中に排出され赤く見えるようになります。

(疑われる疾患)挫滅症候群、多発性筋炎、急性心筋梗塞など

普段何気なくしているおしっこですが、色を見るだけでも身体の変化に気づくことができます。他に

も匂いや泡・混濁の有無も併せて気にかけると病気の早期発見に繋がります。少しでもおしっこに違和

感があるようでしたら先生に相談してみてください。
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令和元年度 患者満足度調査について (第2回 :入院部門)

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)

非常に満足  満足 普通  やや不満 不 満

建物 16.0% 296% 46.9% 74% 0.0%

医療機器等の設備 24.1% 422% 325% 1.2% 00%
トイレ・洗面・給湯 159% 33.0% 261% 227% 23%

売店・食堂など 188% 275% 450% 8.8% 00%

駐車場 13.9% 13.9% 50.6% 177% 3.8%

食事の内容 143% 44.0% 36.3% 3.3% 22%

病院環境全般 14.0% 302% 523% 35% 0.0%

プライバシー配慮 21.9% 45.2% 28.8% 4.1% 00%
接遇面全般 203% 473% 324% 0.0% 0.0%

看護師の説明 24.7% 420% 296% 3.7% 00%
医師の説明 329% 48.8% 13.4% 4.9% 0.0%

治療内容・経過 25.6% 524% 195% 24% 00%
診療全般 269% 500% 205% 26% 0.0%

非常に満足  満足 普通  やや不満

是非薦める 薦める  薦めない 全く薦めない

500%

不 満

【10月 011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

東羽田高花
10月         11月
13日ω .27日ω、10日ω .24日ω 高 花 公 民 館 1:45～3: 15

古 後 10月 20日ω、11月 17日ω 古後生活改善センター 1:45～ 3:15

国     
「済生」

団 ::

::

::

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。

発行/語田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

入院総合評価

54.8% 35.7% 83% 1.2% 00%

ご家族や知人|キ当院を薦めたいと思いますか?

47.5% 2.5% 00%


