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昨年、12月 中国武漢に端を発したCOVID-19

(新型コロナウィルス感染症)は瞬く間に世界中

に拡大し、医療だけでなく社会活動、経済活動

にも著 しい混乱 と損失をもた らしています。9

月22日 現在、世界の累積感染者数は 3千万人

を越え、死者数は100万人に迫っています。感

染収束の決め手となるワクチンやCOVID-19治

療薬の開発が世界中の研究所や企業で血眼に

なって進められています。 しかし、実用化され

一般市民へのワクチン接種や新薬投与が可能と

なるにはまだ数ヶ月か ら1年程度の時間がかか

りそ うです。COVID-19の 発生か ら約 10か 月、

先行きの見えない不安や閉塞感に私達は未だに

支配されています。

このような地球規模の新興感染症バンデミッ

クが現実のものになることを多くの人が予想だ

にしていなかったかもしれません。 しかし、歴

史をひもといてみると天然痘、ペス ト、スペイ

ン風邪など人類の存続を脅かす感染症の拡大は

幾度となく繰 り返されています。その度に人類

は計 り知れないほどの犠牲を払い、それを乗 り

越えてきました。そして、人知では制御できな

い感染症との戦いはその後の人々の営みを大き

く変化させるほどの影響力がありました。科学

が格段に進歩した現代にあっても未知なる感染

症の前では無力で人類が綿々として作 り上げて

きた高度社会はズタズタに切 りさかれてしまい

ました。都市封鎖やソーシャルディスタンス、

手洗い、マスクといった旧態依然とした感染防

御の方法しか持ち合わせていなかったことも身

をもって知 りました。もちろん、現代医学の進

歩によ り新たなワクチンや治療薬が開発され、

昔とは異なったや り方で新型コロナウィルス感

染症は収束していくと思います。 しかし、新た

なる未知の感染症はいずれまた、人類を襲って

くると考えられています。私達はそれにどう備

えればいいのでしょうか。

現在、す く
゛
れた 日本の医療制度を超高齢社会

においても維持 していくために地域医療構想と

呼ばれる医療制度改革が地域単位で進んでいま

す。無駄な病床を削減 し、地域の実情に即した

効率的な医療介護提供体制を構築 しようという

ものです。高齢化の進行に伴い右肩上が りに増

え続ける医療費、介護費は国家財政を破綻させ

るとまで考えられてお り、制度改革の考え方自

体は理にかなっています。しかし、地域医療構

想の議論のなかに今回のような感染症バ ンデ

ミックや年々激甚化する災害時の医療に関する

議論は全く欠落していました。地域単位での効

率化された医療提供体制では感染症バンデミッ

ク、災害医療には対応できないことを痛感 しま

した。また、縦割 り型の行政制度も広域にまた

がる感染症や災害時医療においては弊害となる

ことも強く感 じました。緊急時により広域に人

や物が流動的に動かせるような医療提供体制の

仕組み作 りが必要だと考えています。

COVID-19が 世界的に蔓延する渦中にいて、

私たちは大きな転換点にたたされているとの思

いを強めています。感染症と人類の歴史は今ま

さに繰 り返されています。

COVID-19と 地域医療構想

出典 :国立感染症研究所

棗卜 済生会 日田病院 (ホームページ htt,//Sdsek江 .hta.dtajD
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爾 便 秘 に つ い て

みなさんこんにちは。 ここ数年で新規便秘薬

が多数出現 しているのをご存じでしょうか。近

年刺激性下剤乱用による耐性化が問題となって

きてお り新規薬剤が非常に注目されています。

まず便秘とは堅苦しくいうと日本内科学会の

定義では 「3日 以上排便が無い状態、または毎

日排便があっても残便感がある状態」 とされて

います。今まではセンノシ ドやピコスルファー

トNa等 の刺激性下剤や酸化マグネシウムなど

の浸透圧性下剤が広 く使われていました。

しかし刺激性下剤は耐性化のリスク、酸化マ

グネシウム等の浸透圧性下剤では特に高齢者や

腎機能低下の方には高Mg血症による嘔気、遅

脈などが問題になっています。

2012年 にル ビプロス トン (ア ミティーザ )

が発売 したのを皮切 りにエ ロビキ シバ ッ ト

(グーフィス)、 リナクロチ ド (リ ンゼス)、

ポリエチレングリコール (モ ビコール)が発売

され、今まで高アンモニア血症や術後の嬬動不

良にしか適応がなかった非消化性の合成糖類下

剤も一部慢性便秘症に対 して保険収載されまし

た。

新 しく発売した下剤の特徴 としては、いずれ

も便の水分を増加させて柔 らかくし排便を促進

する効果があります。便をやわ らかくし生理的

な形で大腸の動きを促進 し耐性化もないといわ

れています。それぞれ簡単に説明するとルビプ

消化器内科医員 原 洋 平

ロス トン (ア ミテ ィーザ)は小腸の水分分泌

を促 しますが、内服初期は吐き気がきやす く

妊娠 している可能性のある女性にはつかえま

せん。 リナクロチ ド (リ ンゼス)は消化管知

覚過敏を和 らげ水分分泌を促進 します。エロ

ビキシバ ッ ト (グーフィス)は胆汁酸の再吸

収を抑制することで消化管運動を促進 し直腸

での進展刺激の閾値 も低下させ便意をもた ら

します。ポ リエチ レングリコール (モ ビコー

ル)は浸透圧によ り便の容積を増や し大腸を

刺激 しますが塩類下剤 と比較 し体内に吸収さ

れません。

便秘で悩まれているときはまずは適度な水

分摂取、運動、食物繊維を十分取ることを意

識 して規則正 しい生活を試 していただき、改

善が無ければ病院を受診してみてください。

診察医が必要であればレン トゲンやCT、 内

視鏡検査な どで一番怖い癌などの器質的疾患

が無い事 を確認 し、薬剤性やその他二次性便

秘を疑わなければ内服開始を検討します。

下剤を飲み出してす ぐでは効かない事や下

痢や腹痛が強 くなった ことなど満足感を得 ら

れないことも多 く根気強 く調整することが必

要です。満足感 も人それぞれで下痢がきつ く

ない人や硬便を好む人もいます。

かか りつけ医 に相談 し、 自分 に合 う薬 を

じっくり探 してみてください。
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ECMO(エクモ)

…体外式膜型人工肺について

最近話題になっている新型コロナウイルス患者

(COVID 19)で 使用されたECMOについて説明を

したいと思います。

ECMOっ て何 ?と思われた方がたくさんいると

思います。ECMOと は保存的治療に反応しない重

症呼吸不全例に対して体外循環を用いて行われる

救命手段であり、呼吸補助、循環補助、肺の安静

化などへの目的で導入されるものです。

ECMOは、患者さんの肺か ら血液を取 り出し、

肺の状態に関係なく直接血液に酸素を取 り込ませ

て再び全身へ戻すことが可能になる点がその他の

体に酸素を取り込ませる方法と大きく違います。

また、ECMOを行うためには一般的に大腿静脈

と内頸静脈に大きな管を入れ、そこから血液を体

外循環させます。

ECMOの 分類

①呼吸補助
V―V ECMO(ブイブイエクモ)

②呼吸・循環補助
V―A ECMO(ブイエーエクモ)

③心肺蘇生時の呼吸・循環補助
V―A ECMO(ブ イエーエクモ)

があります。

新型 コ ロナ ウイル ス の患者 さん には V― V
ECMOが使われていますが、必ずしも使用するわ

けではありません。呼吸不全には軽症から重症に

かけて段階があります。

ECMOが選択されるのは人工呼吸器を使用して

も患者さんの体内へ十分な酸素を送り込めないと

判断されたときで、病気で肺が固くなったり水浸

しのようになってしまうと肺から酸素を送 り込む

ことができなくなってしまうためECMOを使用し

ます。

また、酸素を取 り込めない肺を無理やり動かし

続けるとそれによって肺が悪くなってしまいます。

そのため肺を休めている間に原疾患を治療するこ

とがECMOを用いる理由とな ります。ECMOは
原疾患の根本的な治療にはなりません。

実際の医療現場でECMOを行うことができる病

院は限られており、主に救急病院や大学病院等の

大きな施設に限定されます。

また装置の台数が少なくECMO治療の経験があ

る医師や操作管理のできる熟練したスタッフが少

ないのも現状です。

当院では、医師を筆頭にスタッフ共々適切な管

理を行えるように日々 トレーニングや情報収集を

行っています。なにかご不明な点がございました

ら当院の臨床工学技士にお気軽にお尋ねください。

ECMO

Higい F10W

酸素流量
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|.■    がん相談支援センタ‐認識調査について ―■      ■

当院では、がんに関するさまざまなご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、令和元年11月 18日 (月 )～ 12月 13日 (金)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「がん相談支
援センター」が設置されていること
をご存じですか?

②「がん相談支援センター」を利用し
たことがありますか?

③今後「がん相談支援センター」を利
用したいと思いますか?

がんに関するご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、ご心配なことがありましたらお気軽に電話等でご相談ください。他医に受診中の方、ご家族等もご利用
できま丸 なお、ご来院の場合は事前に電話でご連絡をお願い致しま丸

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

【11月 。12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。

済生会日田病院の「理念」と「基本方針」

国     
「済生」

因 団 田 .:i
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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。
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地 区 名 診 療  日 場 所 日寺 間

東羽田高花
11月         12月
10日の。24日び0、 8日ω。22日の 高 花 公 民 館 1:45～3:15

古 後 11月 17日ω、12月 15日の 古後生活改善センター 1:45～3: 15
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