祭が九月一日に行われることから︑日本マテ茶

マテ茶の主要生産国のアルゼンチンで︑収穫

紅茶やコーヒーとともに世界三大飲料に挙げら

含み︑﹁飲むサラダ﹂と言われているという︒

に密着したお茶︒ビタミンやミネラルを豊富に

マテ茶の日

協会が制定した︒日本人の緑茶のように︑マテ
れることもあるようだ︒

できるような自由な関係を︑築

同じ目線に立ち︑何でも相談

︵和︶

茶はアルゼンチンの人になくてはならない生活

豊かな緑や清流など美しい自

患者さんの笑顔に支えられ⁝

然に恵まれた美作︵みまさか︶
ければなりませんが︑それには

き上げつつ治療方針を決定しな

だ﹄って︑○○さん︵患者さん︶ 声を掛けてくれました︒﹁散髪

もらって⁝﹂とまんざらでもな
て十分時間を掛けて話し合うこ

ときは︑定期外の時間に約束し

日常診療の中で時間を割けない

大きな労力と時間が必要です︒

庫県と鳥取県に接しています︒
﹃今度来た先生
います︒
ともあります︒

い気分がしたのを今でも覚えて

家庭環境も考慮
ります︒しかし︑病気にかかり

りでなく︑つらいことも多々あ

に来てこんなふうに声を掛けて

が喜んでたよ︒頑張ってね﹂と

病院があるのは山間部で高齢

が︑治療を終えて元気になって

不安そ う に し て い た 患 者 さ ん

地域の医療は楽しいことばか

者が多い地域です︒高血圧症︑
て︑胃がん︑肺がん︑大腸がん
はとてもうれしく︑励みになり

外来に通ってくれる姿を見るの

糖尿病といった慢性疾患に加え

ます︒この病院で治療できる病
の診療を支えてくれているとい

ます︒そのほほ笑む姿が︑日々

などさまざまな疾患に出くわし

院でないと治療できない病気も

気もあれば︑都市部の大きな病

医師になって十五年︑まだま

っても過言ではありません︒

路先生﹂と呼ばれていますが︑

だ勉強中の身です︒普段は﹁塩

もそれぞれ異なります︒

あります︒患者さんの家庭環境
患者さん︑患者さんの家族に

るには︑もっと時間が掛かりそ

本当の意味で﹁先生﹂と呼ばれ

とって満足度の高い医療を提供
ため医 学 的 な 治 療 方 法 と 同 時
始まった私の地域医療は︑まだ

うです︒あいさつ︑自己紹介で

するように心掛けており︑その

法を選択していかねばなりませ
す︒

スタート地点に立ったばかりで

に︑家庭環境も考慮した治療方

慮した治療法は非常に幅広いも

ん︒このように家庭環境をも考
︵次回予定は岩手県︶

県健康生きがいづくり協議会 を聴く会﹁目で︑肌で︑心で聴

のになります︒

も行われる︒
は十月六日︑﹁志賀かう子先生 くミニコンサート﹂
開催にあたり︑参加希望者十

定員百二十人︑参加費は千円︒

設となるに当たり︑こうした
く会﹂を宇都宮市駒生町のとち
人を抽選で招待する︒希望者は︑

２７５

西原町五の二

５︑那須塩原市

２９

を明記し︑〒３

年齢︑電話番号

同協議会が︑中高年の健康増 はがきに郵便番号︑住所︑名前︑

ぎ健康の森で開催する︒

のお話とバイオリンとうたを聴

が必要で︑先進医療の承認施

全国では〇七年八月現在︑

実績が評価された︒

このうち十カ所前後が前立腺

十七カ所が承認施設となり︑
進だけでなく︑

来月︑
宇都宮

同協議会活動や 志賀さん講演と
音楽を楽しもう

ーへの理解を深

くりアドバイザ

健康生きがいづ

め︑保険診療との併用が可能
七︑県健康生きがいづくり協議

当日は︑随筆家で下野新聞の 会事務局︑長尾嘉郎あてに申し

めることを目的として行う︒

︵問︶同協議会事務局 ０２

ュ・マエによるバイオリンと歌

演題に講演︒また︑トリオ・デ ８７・３７・３４３１︒

子さんが﹁胸張りて立てよ﹂を

客員論説委員を務める志賀かう 込む︒九月二十日締め切り︒

用は一回目が十六万二百円

放射線治療部の片野進部長

い︑適用を決める︒

器科と放射線治療部が話し合

もいる︒同センターでは泌尿

べ︑再発の不安を感じる患者

で︑腫瘍を切除する手術に比

の温存などの利点がある一方

放射線の治療は︑男性機能

用負担を軽減している︒

維持しながら︑待ち時間や費

せることで︑高い治療効果を

Ｔは十三回となる︒組み合わ

照射を行い︑このうちＩＭＲ

療は︑約八週間で三十八回の

療を行っている︒標準的な治

とＩＭＲＴを組み合わせた治

同センターでは三次元照射

行為の費用がかかる︒

ど健康保険が適用になる医療

る場合はこのほか︑診察料な

一万五千四百円︒治療を受け

で︑二回目以降は一回につき

同センターのＩＭＲＴの費

時間や費用を軽減

になった︒

進医療の承認施設となったた

ならず全額自己負担だが︑先

ＭＲＴは健康保険の適用には

同センターがＩＭＲＴを導 がんを多く手掛けている︒Ｉ

う︒

ＩＩＭＭＲＲＴＴのの設設備備︒︒横横たた
わわるる人人のの周周りりをを機機械械がが
回回転転ししてて放放射射線線をを照照射射
すするる

はあいさつして自己紹介するん

評判いいよ

市は︑岡山県北東部にあり︑兵

しました︒私がこの地にある同

二〇〇三年の市町村合併で誕生

二年四月のことでした︒

市立大原病院に赴任したのは〇

自己紹介から⁝
﹁初めまして︑塩路と申しま
す︒よろしくお願いします﹂︒
始まったと思います︒このあい

赴任当初の診察はこんな感じで

して行ったものではありません

さつは︑私にとっては特に意識

ところが︑病院の近所の散髪

でした︒

き︑店主が﹁先生のあいさつ︑

屋で髪を切ってもらっていると

県立がんセンターは厚生労働省から先
進医療として認められている﹁強度変調
放射線治療︵ＩＭＲＴ︶﹂の承認施設と
なった︒ＩＭＲＴの承認施設は県内で初
めて︒ＩＭＲＴは︑コンピューター制御
けに放射線を集中して当てる技術で︑合

により︑がんの腫瘍︵しゅよう︶部分だ

ーは前立腺がんの治療に用い︑全国有数

併症発生の軽減が期待できる︒同センタ
の症例数を数えている︒ ︵斎藤美和子︶

同センターでは︑ＩＭＲＴ

県県立立ががんんセセンンタターー

前立腺がんに使用
は﹁ＩＭＲＴは準備時間も含
めて十五分ほどしかかからな

射範囲︑強さなどを細かく調 て使用︒前立腺の周囲には直 入したのは二〇〇五年で︑こ い︒三次元照射とほとんどか
ら放射線を当てることでは以 るが︑ＩＭＲＴは︑それらの を受けた︒全国二位の症例数 通院治療が可能だ︒合併症が

整できる︒さまざまな方向か 腸やぼうこうなどの臓器があ れまでに二百四十五人が治療 わらず︑日常生活をしながら

射と同じだが︑より集中して 量を減らし︑直腸障害など合 Ｔは︑放射線の品質管理や照 などと話している︒

前から行われている三次元照 正常な器官に当たる放射線の だとする調査もある︒ＩＭＲ 減らせるメリットも大きい﹂
腫瘍部分だけに当てられる︒ 併 症 の 発 生 を 軽 減 す る と い 射の精度などスタッフの充実

防策が広がった などを挙

まで︑他県の検査技師や医 をよく取ったりするよう指 けつけた︒

す︒

イラスト

!

と榛沢医師︒

通常の割合まで下げたい﹂
予防策の啓発だけでは不
十分で︑避難所の生活環境
改善に課題がありそうだ︒
ドが使われる︒﹁災害の多い

欧米では避難所で簡易ベッ

来の避難所でよいのか﹂と

日本で︑床に雑魚寝する従

榛沢医師は﹁災害の後の

医療チームは問い掛ける︒

は避難所生活が鍵になる︒

二次的健康被害を減らすに

災害を想定して備えを充実

命にかかわる問題で︑広域
﹁人口の集中する都市で させることが必要だ﹂と提

田代まき

に紺屋の白袴︵ し ろ ば か ま ︶ で

ることはありませんでした︒まさ

し︑受診者の立場でドックを受け

経験はたくさん あ り ま す ︒ し か

てＣＴなどの画像を読影したりの

いたり︑人間ドックから依頼され

に生活指導や治療をさせていただ

で人間ドックの結果が悪かった方

くられていることでした︒これま

人間ドック施設が非常に快適につ

僕が最も感じたことは︑最近の

ドックなるものを受けました︒

床経験二十五年にして初めて人間

十歳になったのをきっかけに︑臨

しいことに︑僕は昨年の夏︑満五

と言いつつ︑まことにお恥ずか

ってほしいものです︒

て︑健康管理にいま一度注意を払

てくる﹂という 言 葉 を 思 い 出 し

です︒﹁災害は忘れたころにやっ

小限に食い止めることができるの

が突然襲って来るという不幸も最

康チェックがあれば︑大きな病気

そ︑意味があります︒日ごろの健

健康診断は定 期 的 に 受 け て こ

代に何と遅れた考え方なのでしょ

す︒カスタマー・ファーストの時

ですが︑おおむね﹁患者扱い﹂で

前です︒中には健診の人もあるの

いる方々は﹁患者さん﹂で当たり

で仕事をしていると︑病院に来て

した︒大学病院や大きな公立病院

底的に理解している点に感心しま

んではない﹂ことをスタッフが徹

﹁人間ドックの受診者は患者さ

結果に医療チームは満足し 災害が起きたら︑相当の人 言している︒

対策は進んだが︑今回の

避難所の改善を

下肢静脈の血栓は減少

下肢に血栓ができていた 直後より少なかった理由と
４・９％で︑中越地震直後 の発生が夏で︑寒い晩秋の

かったからだ︒

た 車中泊が大幅に少なか つかった人は通常の三倍近 になる︒血栓ができる人を

中越地震より動きやすかっ ていない︒下肢に血栓が見 がエコノミークラス症候群
った 中越地震の教訓で予

榛沢医師らは○五年︑エ

げる︒

方の検査技師に下肢超音波

医療チームは検査と同時 検査法を普及させた︒今回

防いだ︒

もらい︑同症候群の発生を 検査支援会を結成︑北陸地

栓があった人には受診して コノミークラス症候群予防

の ％より少なかった︒血

エコノミー症候群対策進む
災害の避難生活などで運動不足になると︑下肢に血栓が形成されて肺塞栓
︵そ

$

%

の七月十八日から二十九日 に︑足を動かしたり︑水分 はこの会員らが自主的に駆

医療チームは地震二日後

くせん︶などが起きるエコノミークラス症候群︒新潟県中越沖地震では︑この
症状を減らそうといち早く医療チームが活動した︒

国際線の航空機に乗った

下肢超音波検査

中越沖地震の災害医療
二○○四年の中越地震の
泊まりするなどして同症候

際︑住民が狭い車の中で寝

が死亡した︒診察︑治療し ると︑下肢の静脈に血栓が 約千人に︑エコノミークラ 成を抑える弾性ストッキン

群が多発︑少なくとも四人 りして長時間じっとしてい 師らの応援も得て避難所で 導︒下肢を圧迫して血栓形

症候群の仕組みだ︒ひざ下

下肢静脈血栓が中越地震

究を基に新潟県が昨年︑診 移って梗塞︵こうそく︶を の静脈血栓を超音波で検査 も勧めた︒

た榛沢和彦新潟大医師の研 でき︑その血栓が肺や脳に ス症候群の原因となる下肢 グを配り︑着用する予防法

った︒

断・治療ガイドラインを作 起こす︒エコノミークラス した︒
新潟県や柏崎市は中越沖 後ろから超音波を当てて静 人は四十九人いた︒割合は して︑中島副院長は 地震

"

エコノミークラス症候群の兆候を調べる下肢静脈の超
音波検査 国立病院機構新潟病院

地震の直後︑大量のチラシ 脈を検査し診断する︒
るなど同症候群予防を呼び

や防災無線で車中泊を避け

被災地の柏崎市にある国立

掛けた︒また榛沢医師と︑

て合同医療チームをすぐ結

病院機構新潟病院が協力し
成︑医療活動に取り組ん
だ︒
医療チームの中島孝・新
潟病院副院長は﹁三年前の
今回︑エコノミークラス症

中越地震の経験が生きた︒

ていない︒この経験を全国

候群で死者は今のところ出

話す︒

&

う︒そのことを今回僕は人間ドッ
人間ドック専 門 ク リ ニ ッ ク で

クの体験で思い知りました︒

して扱います︒最初の三十分くら

は︑受診者を当然のように顧客と

たが︑慣れてくるとこれが快感に

い僕は誠に奇妙な気分になりまし

ーが増えるのも納得できます︒

変わっていったのです︒リピータ
すべてのメディカルスタッフは
さわやかな笑顔を絶やさず︑会計
﹂﹁お元気で ﹂の声が響きま

では﹁ありがと う ご ざ い ま し た

七十四歳の職場や地域での健診

があります︒来年四月から︑四十

その中には新しい健康診断制度

ました︒

としていろいろな施策を講じてき

て︑厚生労働省は医療改革の目玉

れる前の対策が 大 事 で あ る と し

習慣病に対しては︑医療が開始さ

変革期が訪れています︒特に生活

日本の医療ビジネスには大きな

りませんか︒

と思っていましたら︑やるではあ

大事に﹂をどうクリアするかな︑

す︒病院の決まり文句である﹁お

(

に広げることが課題だ﹂と

!

!

神経を覆う皮膜が損傷

"

"

(

を︑がんの中でも放射線の量

旧病院の老朽化に伴って2003年５月に新築移転。旧因幡街道の宿場町
の外観と外構計画のもと建設された

(

塩路 康信 15期生、1992年卒

ＩＭＲＴはコンピューター を多く当てると効果が高くな

美作市立大原病院
#

!

２
５

合併症発生の軽減に期待

や す の ぶ
じ
しお

病気の仕組みを詳しく教
えてください。
「神経細胞からは、軸索と
いう突起が延びており、ここ
を電気信号が伝わることで情
報が伝達されます。軸索はミ
エリン 髄鞘（ずいしょう）
という膜が覆い、信号が漏
れないよう絶縁体の働きをし
ています。免疫細胞によって
ミエリンや軸索が傷つくと、
情報伝達が遅れたり途切れた
りして、神経症状が出るので
す」
電気コードのようなもの
ですか。
「違うのは、ミエリンには
所々にくぼみがあって軸索が
露出している点です。信号は
溝から溝へと飛び越えるよう
に伝わることで、効率的に伝
達されています。ミエリンは
通常、傷ついても修復される
ので、神経症状は回復しま
す。しかし、再生能力に乏し
い神経細胞まで損傷すると、

顧客優先の姿勢に納得

ター特別研究員︶

︵中島弘・大阪府立成人病セン

す︒

はこの健診をくわしくお話ししま

には保健指導が行われます︒次回

目した検査が中心になり︑対象者

はメタボリックシンドロームに注

!

!

多多発発性性硬硬化化症症 ●●
２

!

"
!

ん）に近い部位である直腸について、
最もビタミンＤ濃度が低いグループ
は、ほかのグループに比べ男性で４．
６
倍、
女性で２．
７倍発症率が高いことが分
かった。大腸がん全体としては濃度と
の関連はみられなかった。
▼新型インフル流行に企業も備えを
新型インフルエンザの世界的大流行
による被害を最小限に抑えるため、企
業や社員はどんな備えをすべきか 。
製薬企業グラクソ・スミスクライン
は、ホームページのインフルエンザ情
報サイト（http : //influenza.jp）を刷新
し、新型対策を分かりやすく解説した
コーナーを設けた。企業が行動計画を
作成する際などに、参考にしてもらう
のが狙い。
コーナーでは、非常事態の中で企業
が業務を継続するには具体的な行動計
画が必要だと指摘。感染率や死亡率、
海外渡航規制など、計画作成時に考慮
すべきポイントを示した。

人間ドック初体験

放射線を腫瘍に集中照射
'

▼８日、やしお会
が家族相談会 県精
神障害者援護会（通
称やしお会）は８日、宇都宮市若草１
丁目のとちぎ福祉プラザで家族相談会
を開催する。
精神障害者を持つ家族の悩みなど
に、同会メンバーが相談にのる。予約
制のため、希望者は同会事務局に申し
込む。（問）同会 ０
２
８・６
７
３・８
４
０
４。
▼ビタミンＤで直腸がんに 不足体
内のビタミンＤが不足すると直腸がん
を発症する危険性が高まることを、厚
生労働省研究班（主任研究者・津金昌
一郎国立がんセンター予防研究部長）
が日本人を対象にした大規模な疫学調
査で突き止めた。
男女計約４万人を 年半にわたり追
跡。保存血液のビタミンＤの濃度によ
り４つのグループに分け、大腸の部位
別にがんの発症率を検討した。
その結果、大腸の中で肛門（こうも

岡山県
の制御で︑放射線の方向や照 るとされる前立腺がんに対し

【私の勤務地】岡山県美作市北部（旧大原町）のへ
き地拠点病院。
「一人一人の患者様が主人公である」
ということを念頭に、予防および福祉医療を含めた
信頼される包括医療の実践を追求し続けている。一
般病棟４
０床、療養病棟４
０床。内科、外科、整形外科
など計８科。

!

ＩＭＲＴの承認施設に
後遺症が出てしまいます」
傷つくのは中枢神経だけ
ですか。
「末梢（まっしょう）神経
にも軸索やミエリンがありま
すが、構成する細胞が中枢神
経とは異なり、それが損傷し
た場合はギラン・バレー症候
群やＣＩＤＰ（慢性炎症性脱
髄性多発根神経炎）といった
別の病気になるのです」
病気の経過は。
「人によって違います。多
発性硬化症（ＭＳ）は病状や
進行の仕方で分類され、部位
別では、日本やアジアに多く
視神経と脊髄（せきずい）だ
けに症状が現れるＯＳタイプ
と、小脳、大脳も含め広い部
位に出る欧米タイプがありま
す。このほかＯＳタイプと同
様に視神経と脊髄に症状が出
るが重い後遺症をきたすこと
が多いＮＭＯという病気は、
異なる原因であり、ＭＳの治
療薬インターフェロンベータ
の効果が疑問視されていま
す。最近は日本人でＯＳタイ
プが減少する一方、欧米タイ
プが増えており、食生活や衛
生面の変化による影響と思わ
れます」
（横山和正・順天堂大講師）
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