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人として、情けない後輩だと

いうのが今の私の本音です。何故なら彼が日本の有能

な自衛隊を “ 国防軍 ” と名を変えたい発言をしたこと

を耳にしたからです。何故自衛隊ではいけないのです

か？日本は戦争をしない国ではないのですか？ “ 軍 ” 

というこのひと文字が、どれだけ世界に緊張を与える

か医師である私でさえ理解できることなのです。

　日本は戦争を繰り返すことで国は破壊され多くの命

が奪われ貧困と悲しみのどん底を経験したのです。私

の母は 86 歳ですが 18 歳の時、東京大空襲で中野の

家を焼け出され全てを失った経験をしています。母は

その日の事を昨日の事のように鮮明に覚えていて、私

や息子達に幾度となく語ってくれます。恐怖と悲しさ

と虚しさと、それは言葉では言い表せない想いなので

す。しかし、今の日本は戦争体験者が少なくなり二度

と戦争を起こしてはいけないと叫ぶ声が弱くなってい

るのかもしれません。

　昔見た映画で “ 戦争は金のなる木だ ” というセリフ

がありました。政治家達の背後にこのような考えをも

っている人間達がいるのでしょうか。何という恐ろし

いことでしょう。

　　　　　＊　　　　　  ＊  　　　　　＊
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映画 “風立ち風立ちぬ” から

　当院は例年通り、脱水症（熱中症）の方が毎日のよ

うに外来にいらしたり、夜間入院されたりしています。

お家の中でエアコンをつけて静かに過ごしているのに

何となく体がだるい、食欲がない、ちょっとムカムカ

する方はまさに脱水症です。喉が渇かなくてもお水を

せっせと飲んで頂きたいのです。

　　　　　＊　　　　　  ＊  　　　　　＊

　今、劇場を賑わしている宮崎駿監督の “ 風立ちぬ ” 

を見て私は色々考えることができました。このお話は、

第二次世界大戦で活躍したゼロ戦の設計者、堀越二郎

氏と同時代に生きた文学者、堀辰雄氏をごちゃ混ぜに

して、ひとりの主人公 “ 二郎 ” に仕立てたとてもドラ

マティックな作品です。大正から昭和初期にかけて緑

の多い日本を美しく描き、そこに関東大震災、世界恐

慌、失業、貧困、結核、そして第二次世界大戦の悲惨

さを加え、私達日本人が決して忘れてはいけない日本

の歴史を語ってくれたのです。私は宮崎駿ファンです

が、いつになく私の心に迫ってきたのは今回の選挙を

重く心に留めていたからだと思います。

　現総理の安倍晋三氏は、私の母校、成蹊学園の後

輩です。成蹊高校は 8クラスもあるので 3～ 4歳下

だと顔も名前も知らないで過ごしましたが、先輩の 1
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放射線科　藤原 篤史

64 列 CT で撮影した画像症例64 列 CT で撮影した画像症例

　放射線科では 2012 年 6 月に最新のフィリップス

社製 64 列マルチスライス CT（以下 64 列 CT）を導

入しました。従来の当院で稼動していた CTと比較す

ると、今までできなかった検査が可能になり、より斬

新な画像が得られるようになりました。患者様をはじ

め、地域の皆様にも最先端の CTに興味を持って頂き、

どのような検査ができるのかを知って頂きたいと考

え、64列 CT で撮影した画像をご紹介致します。

1.  通常の胸腹部の撮影（画像は腹部）

今までの CTは上の画像のように体軸断面のみでし

たが、64 列 CT では常に 1ｍｍと言う薄さで撮影

しており（従来の CT では 5mm～ 10mm）、下 2

枚のように冠状断面、矢状断面の画像も再構成でき

るようになりました。

2.  右膝関節 骨折

今までの整形の撮影では、撮影範囲が最大でも数

cmと限られ画質も粗かったのですが、64列 CT で

は 1回の検査で全身が撮影でき、画質も大幅に改

善されました。

（○で囲ってある箇所が骨折部位）

 3.  脳底動脈 動脈瘤（脳血管の動脈瘤）

体軸断面

冠状断面（左）

矢状断面（右）

64 列 CT

① 
通常の
レントゲン画像

②・③・④
CTで撮影した画像

⑤・⑥
CT-3D 画像

①MR正面像

②MR側面像

MRと CTの比較画像です。

（MR、CTどちらでも検査が可能です。）

〇で囲ってある箇所が動脈瘤になります。

③ CT正面像

④ CT 側面像

⑤　　　　 　　　⑥

①　　　　  　　　②

③　　　  　　　　④

①　　 　　　　　②

③　　　 　　　　④

　戦闘機が大好きで戦争が大嫌いな矛盾の人、宮崎駿

氏。そして美しく、より速く飛ぶ飛行機を夢描き、ゼロ

戦を作った堀越二郎氏。このお二人には何故か共通点が

あり、映画 “風立ちぬ ” にその想いがせつないまでに表

現されていると私は感じました。是非ご覧になって下さ

い。そして戦争を二度と起こさないと決意する日本人を

増やしていきませんか。
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今月のかべ新聞

　こちらの症例は、MRの検査で動脈瘤の疑いがあり、

二次検査では CT で撮影し 3D 画像を作製しました。

CT の方が分かり易い画像が得られる場合が多いです

が、CT は造影剤を静脈注射して検査をするため僅か

ながら副作用のリスクがあり、X線も使用しますので、

頭頚部の血管の検査はMRの方から受けて頂くことを

推奨しています。

4.  右冠状動脈狭窄（心臓の血管の狭窄）

① 右冠状動脈の狭窄　      ② 術後（ステント留置後）

①　　        　　  　　　② 

③ 心血管解析

③
心臓はポンプのように収縮と拡張を繰り返し、停止

することなく 24時間動いています。心臓のような

激しい動きをする臓器を撮影するには、最先端の技

術が使われています。

　ここで紹介したのは、ほんの一例です。6月からは

大腸 CT検査も始まり、他にもたくさんの検査ができ

るようになりました。今後の放射線科として、

・当院の CTを多くの方々に知って頂けるようにする。

・大腸検査等、新しい検査の方法や技術の習得。

・画像処理時間（3D画像の作製時間等）の短縮およ

　び技術の更なる向上のためのスキルアップ。

以上を目標として取り組んでいきたいと思います。
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9 月の糖尿病教室

会　場  ：  第 1 会議室（織本病院 4F）
時　間  ：  午後 1：00 ～ 2：00（開場 12：45）
参加費  ：  無料
予　約  ：  不要（直接会場へお越しください）

第 33 回　9 月 3 日（火）第 33 回　9 月 3 日（火）

メインテーメインテーマ  マ  『 糖尿病をもっと知ろう !! 』『 糖尿病をもっと知ろう !! 』

講師：看護師・薬剤師

第 34 回　9 月 17 日（火）第 34 回　9 月 17 日（火）
講師：管理栄養士・理学療法士・臨床検査技師

第147 回 腎疾患ゼミナール

腎臓内科 ： 高木由利

2013 年 9月 26 日（木）
午後 1：00 ～ 2：00
オリモトホール（織本病院 4F）
参加費無料

『 『 謙虚な気持ちで謙虚な気持ちで
　　　　腎不全と向き合おう⑦ 』 　　　　腎不全と向き合おう⑦ 』   

栄養科からのワンポイントアドバイス栄養科からのワンポイントアドバイス

管理栄養士 ： 和田 苑子管理栄養士 ： 和田 苑子

※ 8 月の腎疾患ゼミナールは※ 8 月の腎疾患ゼミナールは

　　　　　　　　　お休みです。　　　　　　　　　お休みです。 ※ 8 月の糖尿病教室はお休みです。※ 8 月の糖尿病教室はお休みです。

害は分かっているのにタバコをやめられない方、害は分かっているのにタバコをやめられない方、
ぜひ一度、当院の禁煙外来にご相談ください。ぜひ一度、当院の禁煙外来にご相談ください。

喫煙はご本人の健康を害するだけでなく、周囲の人にも健康被害

を与えています。また、肺がんをはじめとする様々な病気と深く

関わりをもち、それら疾患の危険因子となっています。

【担当医】     呼吸器内科　寺門 正裕
　　　　　  （日本禁煙学会 認定指導医）

【診察日】     毎週金曜日（午後）予約制 

2006 年より禁煙治療は健康保険が適応となりました。

禁煙を始めると、イライラしたり不安感などがあらわれ、つい「1本

だけ」と再びタバコを吸ってしまうことも多いようです。

禁煙外来では、医師のアドバイスを受けながら薬を使うことで禁煙の

つらさを和らげ、より楽に禁煙することができます。

禁煙でお悩みの方はお気軽にご相談ください。

禁煙外来禁煙外来ののご案内ご案内禁煙外来禁煙外来のご案内ご案内

てら かど  まさ ひろ

【ご予約・お問合せ】 　☎  042-491-2121


