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胃癌、大腸癌の現状
胃・大腸の癌はとても多く、すべての癌の中で

胃癌・大腸癌を患う患者さんの人数が 1位・2位
となっています。
胃癌・大腸癌の主な治療は内視鏡手術、外科

手術、化学療法、緩和療法が中心です。
早期癌、進行癌、転移の有無など、その進行状況

にあわせて治療を選択していきます。

内視鏡治療の対象
早期癌の一部は、胃カメラ、大腸カメラによる

内視鏡手術が可能です。
内視鏡手術の場合開腹する必要はありません。

口、肛門から内視鏡を入れて映し出される映像を
もとに手術を行います。
同じ早期癌でもその成長の程度によってリンパ

節にすでに転移していることがあり、内視鏡手術
では完全に治すことができないものは外科手術が
必要になります。
実際にがんが内視鏡手術の対象になるかどうか、
術前の検査でかなり正確に判断できますが、リンパ節
転移の有無を確実に診断する検査法はありません。
最終的には内視鏡手術の結果、厳密な病理組織

検査で治療の結果を判断します。
その結果リンパ節転移の可能性が疑われれば

内視鏡治療後に外科手術の追加が必要な場合も
あります。

内視鏡治療の実際
実際の方法としては EMR（内視鏡的粘膜切除

術）／ポリペクトミーと ESD（内視鏡的粘膜下層
剥離術）との 2つの方法があります。

EMR／ポリペクトミーはループ状のワイヤー
をかけて、電流を流してがんを焼き切ります。比較
的小さな大腸癌や良性ポリープなどが対象となり、
小さなものは日帰りで治療することも可能です。
最近では胃の治療に用いることは減ってきて

います。

ESDは切除が困難な部位やサイズの大きな癌
が対象になります。ペン先のような 1-2㎜の小さな
電気メスを用います。直接確認しながらがんの
周囲を切開し、剥離して切除します。偶発症の頻度が
EMRに比べ多いと報告されていますので 1週間
程の入院が必要になります。
サイズの大きい腫瘍でもひとまとめで切除する

ことができ、再発を抑えた治療ができます。一方で
EMRに比べ熟練した技術が必要で治療時間が
長くなります。

体に負担のない内視鏡治療を選択するには、病気
を早期に発見することが必要です。積極的に健診
を受けることや、少しでも気になる症状がある
場合は早めの受診をお勧めします。

早期の胃癌・大腸癌は内視鏡で治せます 総合南東北病院
消化器科科長　須藤晃佑
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第 51回健康医学セミナーを開催しました
1月 28日（土）午後 1時から当院 2階講堂で第 51回健康医学セミナーを開催し、105名の方が参加

しました。
まず、整形外科 小林良浩先生が「骨粗鬆症 最近の治療〜原因・症状・予防法について〜」と題して

話しました。骨粗鬆症とは、骨の強度が低下し骨折しやすくなる疾患であり、推定で約 1300万人いると
言われ更年期を過ぎた女性に多く見られるそうです。症状は、背中が丸くなる、腰が曲がる、背丈が縮んで
くる等ですが、これらの症状は現れにくく、いつの間にか進行しているとのことです。
小林先生は、骨粗鬆症になりやすい生活習慣、予防法について写真やイラストを交えながら紹介し、

「骨粗鬆症は生活習慣病の一つともいわれており、適度な運動など生活習慣の改善が予防につながり
ます。また、日本人のカルシウム摂取量はもともと推奨値以下です。意識して食事をするようにしましょう」と
呼びかけました。
続いて、骨粗鬆症マネージャ― 大橋沙織看護師が「当院整形外科における骨粗鬆症の治療の実際」と

題して話しました。当院で使用する骨粗鬆症の薬や、診断までの流れについてわかりやすく説明しました。
特に、薬の特徴や治療期間、投薬回数について詳しく紹介しました。
講演後には「いくつかある骨量測定方法の中で、どの検査が一番正確か」「健診で骨量が減少していると
診断されたが、やはり治療は長期間かかるのか」等の多くの質問・相談が寄せられ、今回のテーマに対する
関心の高さがうかがえました。

コラム 微生物と私たち認 定 看 護 師

感染防止対策室に勤務する感染制御実践看護師の佐々木みゆきと申します。感染防止対策室とは何を
するところと思われる方もいらっしゃると思いますが、主にインフルエンザや感染性胃腸炎、結核など
細菌やウイルスなどの微生物が原因とされている疾患が入院もしくは外来通院される方々に拡大しない
ように予防や感染が拡大してしまった際の制圧を行うのが主な仕事です。
細菌やウイルスは非常に小さく目に見えないものです。細菌の大きさは 1〜5㎛（マイクロメートル＝

1㎜の 1,000分の 1）、ウイルスの大きさは 20〜300㎚（ナノメートル＝1㎜の 100万分の 1）といわれて
います。そのような小さいものが知らないうちに体内に侵入し、感染を引き起こしてしまうのです。感染を
起こすと発熱、発赤（赤くなること）、腫脹（腫れ）、痛みなどが現れます。しかし、細菌は病気を引き
起こすものだけではありません。みなさんもご存知のように納豆、みそ、キムチ、ヨーグルトなどなど
発酵食品といわれているものは細菌の力によっておいしくなっているものもあります。
人間は無菌ではありません。人の体の中にはたくさんの細菌が共生しています。ですから自分の体の中に
いる菌が原因で感染症を発症してしまうこともあるため、うまく付き合っていくようにしたいものです。
そのためには体力を落とさないことも一つとなりますので、きちんと栄養の良いものをバランスよく

食べ、睡眠を十分にとり、適度な運動も必要です。

感染制御実践看護師　佐々木みゆき



2 みな・みな・ねっと 4月号

先月は医療用医薬品と一般用医薬品の違いについて説明しました。今回は一般用医薬品に
ついて、更に詳しくお話ししたいと思います。一般用医薬品にはリスクに応じた 3つの区分があり
ます。

●第一類医薬品…安全性上、特に注意を要するもの。薬剤師の説明がなされないまま購入に至ら
ないよう、すぐには手の届かない場所に陳列などすることとされています。
販売は薬剤師に限られており、販売店では、情報を提供する場所において対面
で、書面による情報提供が義務付けられています。

●第二類医薬品…安全性上、注意を要するもの。またこの中で、より注意を要するものは「指定
第二類医薬品」となっています。第二類医薬品には、主なかぜ薬や解熱剤、
鎮痛剤など日常生活で必要性の高い製品が多くあります。薬剤師または登録
販売者からの情報提供は努力義務となっています。

●第三類医薬品…第一類医薬品や第二類医薬品に相当するもの以外の一般用医薬品。

また、医療用医薬品として長い間使用され、安全性が十分に確認された薬の
中には、一般用医薬品として販売が可能になったものもあります。これは
「スイッチOTC医薬品」と呼ばれています。しかしながら、もとは医療用医薬
品であった効き目の強い薬ですから、使い方や効果など薬のことをよく理解
した上で使うことが大切です。このような薬もあることから、購入する時は
薬剤師または登録販売者と相談して自分に合った薬を選びましょう。

一般用医薬品について
薬局 薬剤師　佐藤夏美

だより

病室のドアがきちんと閉まらず、半開きのまま
になることが多い様に思います。点検してみて下さい。

ご不便をおかけし、申し訳ございませんでした。ドア内部の汚れや
劣化が考えられる為、修理業者へ点検・修理依頼し、早急に対応して参ります。

入院患者さんより（ご意見）

病院からの回答➡

胸部 X 線の撮影の際、放射線技師さんの大変心の
こもった接遇に、大変感服致しました。医師、看護師、事務の皆さんもとても良い応対で、
気持ちよく帰路につくことが出来ました。

励みとなるお言葉を頂き、ありがとうございます。これからも患者
さん、ご家族の皆さんに満足頂ける医療・福祉が提供出来る様、職員一丸となって取り組んで
参ります。

外来患者さんより（お礼の言葉）

病院からの回答➡

VoiceVoice
患者さんからの声
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ミニ健康講話を行いました

1月 26日（木）午後 2時から、当院 1階売店前でミニ健康講話を行いました。
1題目は「喘息の薬について〜吸入薬の正しい使い方〜」と題して、薬局 副主任心得 梶原光太
薬剤師が吸入薬について話しました。吸入薬は内服薬や注射薬に比べ発作時に効果が早く現れる
点や副作用が少ない点が強みですが、正しく使用しないときちんと吸入できないことがあります。
梶原さんは吸入薬の正しい使い方を実演し、「吸入方法は吸入器によって異なります。正しい吸入
方法で喘息をコントロールしましょう」と話しました。

2題目は「『噛む力』や『飲み込む力』が弱まっていると感じたら…」と題して、株式会社
クリニコ 窪田圭汰さんが説明しました。高齢になると噛む力や飲み込む力といった食べる機能が
低下し、栄養素やエネルギーが不足してしまいます。おいしく食べる方法としてまとまりにくい
食べ物はとろみをつけて調理する、硬い食べ物には筋を切るなどアドバイスがありました。また
窪田さんは「おいしく食べることは栄養素だけでなく、健やかな日常生活を送るために大切なこと
です」と話し、食べやすくカロリーが高いメニューを紹介しました。
講話終了後、講師に吸入器の使い方や食品の調理方法など個別で質問する方も多く、関心の高さが
うかがえました。

糖尿病教室を開催しました

2月 9日（木）午後 2時から糖尿病教室を開催し、
6名の方が参加しました。今回は、薬局 東宏子 薬剤師
が「糖尿病のくすりを知ろう！」というテーマで
話しました。
東さんは、「糖尿病薬は複数を組み合わせて内服

することが多く、またインスリンと内服薬を併用
する方も少なからずいらっしゃるため、多数ある
薬剤の中から自分が服用している薬について、効果
と副作用を知ることが大事です」と話し、薬の特徴
だけでなく、飲み忘れた時の対処法についても説明しました。また、薬の誤使用から低血糖になる
ことに触れ、低血糖の対策や実際に起こった場合の対処法についても解説しました。
参加者の方からは、講話中に説明があった薬や、自分の内服している薬についてもっと詳しく

知りたいという質問が寄せられ、東さんは一人ひとりへ丁寧に回答しました。
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ワンポイント
リハビリ
ワンポイント
リハビリ リハビリテーション科紹介

リハビリテーション科 理学療法士　志小田さつき

当法人のリハビリテーション科は、理学療法・作業療法・言語聴覚療法の 3部門で構成され、
それぞれのスタッフが総合南東北病院、介護老人保健施設サニーホーム、法人内介護保険事業所に
配置されています。現在、医師 2名、理学療法士（PT）60名、作業療法士（OT）37名、言語
聴覚士（ST）8名が業務を行っています。

●理 学 療 法 部 門：病気やケガにより、低下した運動機能の向上、寝返る・起きる・歩く
といった基本的な動作が出来るよう、運動療法、物理療法※1など行い
ます。

●作 業 療 法 部 門：主に作業活動を通して、基本的な動作能力から、食事やトイレ、家事
など日常の生活で必要となる活動や地域活動への参加、就学、就職など
社会の中に適応する能力までの維持、改善を行います。

●言語聴覚療法部門：ことばや聞こえ、食べ物を口から食べることに障害を持つ方の機能回復
の援助を行います。

同じ病気やケガをしたとしても、住環境や家庭での役割、仕事、趣味など、
一人ひとり生活は異なります。安心して在宅生活や職場に復帰できるよう、
趣味を続けることができるよう、患者さん一人ひとりに要望を伺いながら
具体的な目標を立て、その方の身体機能、生活スタイルに合わせてリハビリ
テーションを行います。

PT・OT・ST それぞれの専門性を生かして、安心してリハビリテー
ションを受けることができるよう入院から退院後までのサポート体制を整えています。

※1　温熱・寒冷・水・電流などの物理方法による治療法。

作業療法（上肢機能訓練） 言語聴覚療法（発声）理学療法（パワーリハビリテーション）

詳しくは、
当院ホームページ・リハビリテーション科
（http://www.minamitohoku.jp/bumon/

bumon_reha_01.html）をご覧ください。
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編 集
後 記

4月は出会いの季節です。新たな環境が始まり、お花見などの楽しいイベントもあります。私は、
慣れない環境で張り切りすぎてしまうのか、この時期に体調を崩しやすく、インフルエンザにかかったり
熱が出たりしてしまうことがありました。今春は張り切り過ぎずに、体調管理に気を付けていきたいと
思います。

※（　）内は平成 28年 2月の件数

岩　沼     54（67）台

名　取     55（53）台

亘　理     66（76）台

仙　南         7（  19）台

その他         3（ 7）台

合　計     185（222）台
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岩沼駅から車で5分、徒歩15分

総合南東北病院
社会医療法人 将道会

店頭に売られているわかめのほとんどは塩蔵や乾燥品
ですが、実は旬は 3〜6月。わかめと言えば、ダイエット
などにもありがたいローカロリー食材で生わかめ 100gで
10〜20kcal程度です。気になる栄養素ですが、ヌルヌル
成分のアルギン酸は食物繊維が豊富で、便秘予防にも効果的。
体内のナトリウムを排泄し、高コレステロールや高血圧を
防ぐ働きもあります。アルギン酸は水に溶ける食物繊維
なので、水につけすぎないように注意しましょう。高血圧予防
というと、もう 1つ、カリウムも多く含まれています。他にも
カルシウムや甲状腺ホルモンに関係するヨウ素、ビタミン
類も含まれ、栄養素が豊富な食材です。今回は和え物ではなく
炒め物にしました。色々なアレンジでわかめを美味しく
食べましょう。　　　　　栄養管理課 管理栄養士　曵地 望

わかめの炒め物

❶わかめは一口大に切る。
❷にんじん、生姜は 3㎝程度
の千切りにする。長ねぎ
は斜め薄切りにする。
❸鍋にごま油を熱し、生姜、輪切り唐辛子を
炒める。さらに、にんじん、長ねぎ、わかめ
を順に加えて炒める。
❹塩、しょうゆで味を調える。

1人分栄養価
エネルギー：60kcal 塩分：1.9g

作り方作り方作り方

［材料（2人分）］

�湯通しわかめ……………… 100g

�にんじん…………………… 80g

�長ねぎ……………………… 40g

�生姜………………………… 15g

�輪切り唐辛子……………… 少々

�ごま油……………………… 大さじ 1／2

�塩…………………………… 少々

�醤油………………………… 小さじ 1
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■当法人の職員が身近な健康に関することをお話しします。
■町内会・老人会などのお集まりの所に伺い、出前講話いたします。
■ミニ健康講話とし、時間は 30分程度となります。
■日時・講話内容等については、ご要望をお伺いし、相談となります。
■内容は院内で開催中のミニ健康講話・糖尿病教室等の演題をご参考
ください。

出前ミニ健康講話はいかがですか？

※内容や日程によっては、お伺いできない場合もございますので、ご了承ください。
また、調整の都合がございますので、お早めにお申込み頂きますよう、お願い致します。

問い合わせ・申し込み
月〜金／午前 8：30〜午後 5：00
社会医療法人 将道会 総合南東北病院 総務課 まで
TEL：0223-23-3151　FAX：0223-23-3150


