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すべては患者さんのために

がんは個別化医療の時代へ
でも、最も大切なのは早期発見！

脳神経外科顧問　片倉隆一

日本人の2人に1人はがんに罹患し、3人に1人は

がんで亡くなる時代になりました。今、がんの治療法の

決め方に変化が起ころうとしています。例えば、

肺がんの患者さんの治療法を決めるには、これまでは

肺がんの組織を調べ病理所見すなわちがん細胞の

形態上の特徴をもとに分類し、その組織診断結果に

基づき治療法が決まります。この時の治療法は、

信頼度が高い比較試験において最も効果の高い

治療法として最新のガイドライン等に示されている

ものになります。例えば肺がんで組織診断が腺癌と

分かると、同じ腺癌の患者さんは押しなべてガイド

ラインにある治療法を受けることになります。

ところが最近、従来の形態学上の特徴で決めるのでは

なく、患者さんそれぞれのがん組織の特徴を遺伝子

レベルで細かく分類し、その遺伝子上の特徴で、患者

さん一人ひとりにあった治療法を見つけていこうと

する時代になってきました。いわゆる個別化医療の

世界に大きく踏み込む時代になってきたのです。

現在、がんの発生・増殖・転移そして治療効果など

がんの特徴を表現するがん遺伝子は20 0以上

見つかっております。患者さんから摘出されたがん

組織を、大型解析機を用いこれらの遺伝子発現の

有無等を調べその結果で治療法を決定します。

まさに、患者さん一人ひとりに合った治療が選択される

ことになります。ただ、現在はこの遺伝子学的な分類は

できても、それに合う薬剤の開発が進んでおらず、

使用できる治療薬は限られています。新薬の開発が

急がれるのですが、新薬誕生までは時間と膨大な

費用が必要で、思うような治療ができるようになるには

まだまだ時間がかかります。

このように個別化医療の世界が進んでいきますが、

この治療法でがんが治癒するのかといいますと、

現時点では生存期間の延長は見込めても「みな治る」

とは言えません。がんを治す・治癒させるためには、

現在も将来も「がんの早期発見」が不可欠です。

そしてがんの早期発見には、がん検診を定期的に

受けることが重要です。その検診も、従来の腫瘍

マーカー・超音波検査・Ｘ線撮影・内視鏡検査などに

加え、PET検査を取り入れることで精度が高まります

ので、PETを含めたがん検診をお薦めします。
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※（　）内は平成29年5月の件数

毎年恒例、夏まつりの季節がやってきました。当院のよさこいチーム「team 踊踊」は
仕事が終わると肩を並べて練習場に向かい、メンバーが揃うと学生の部活動のような
雰囲気に包まれて皆とても楽しそうです。合宿も行い気合は十分。そのようなエネルギー
に満ち溢れた team 踊踊がどのような演舞を披露するのか、期待に胸を膨らませています。

よさこい踊りをはじめとして、今年の南東北夏まつりも見所が盛りだくさんとなって
おりますので、ぜひご来場ください。
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野菜の甘酢漬け

お酢の酸っぱさのもとは、酢酸やクエン酸などの有機酸です。
酢酸やクエン酸には、体を動かすエネルギーの生成を促進

する働きがあるため、疲労回復効果があります。
しかし、お酢だけの摂取では疲労回復効果は低く、食事の

主食となるご飯やパン、麺類などの糖質と一緒にとることで
効果が高まります。

他にも、急激な血糖値の上昇を穏やかにしたり、カルシウム、
ビタミンCの吸収率Up、食欲増進効果、調味料としての減塩
効果も期待できます。

お酢は、1日大さじ1～2杯程度が適量です。上手に取り
入れて、夏を元気に楽しみたいですね。
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[材料 作りやすい分量]

キャベツ…………………………
人参………………………………
きゅうり…………………………
かぶ………………………………
塩…………………………………

鷹の爪…………………………
酢………………………………
砂糖……………………………

作り方作り方

栄養価（1人分）

エネルギー：25kcal   塩分：0.4ｇ

栄養管理課　管理栄養士　森屋香奈子

看護の日を記念したイベントが行わ
れました。詳しくは1ページをご覧く

ださい。
看護の日を記念したイベントが行わ

れました。詳しくは1ページをご覧く
ださい。

①キャベツ、人参、きゅうりは千切り、かぶは
半月切りにします。

②切った野菜に塩をふり、野菜がしんなりする
まで少しおきます。

③②を水にさっとさらし、水気を絞ります。
④●の調味料を合わせ、③と混ぜます。味が

馴染んだら食べ頃です。

総合南東北病院
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お好みで
大さじ３
大さじ１と1/2

※1枚につき1本まで
　　　  （H30.7.21のみ有効）
　　　　※コピー不可

飲み物
無料引換券

第 12 回南東北夏まつり

日 時：平成30年７月21日（土）午前10時30分～午後３時30分
会 場：総合南東北病院　北側駐車場 ※雨天時は一部プログラムが変更となる場合がございます。

● 岩沼さくら幼稚園 園児の皆さんのお遊戯披露
● ウルトラマンギンガストリウム ミニショー
● 岩沼市を中心に活動中！小中学生チアダンスチームICONICSとベガルタチアリーダーズの華麗な演技
● 豪華賞品が当たる？！「じゃんけん大会」　　● 佐藤登喜雄さんの歌謡ショー♪
● 毎年恒例の「よさこい踊り」 県南地域のよさこいグループと、当院のよさこいチーム「team踊踊」が登場

☆この他、屋台・産直コーナーや毎年好評の「松島院長 写真展」もあります！楽しいイベントを企画していますので、皆さんの
ご来場をお待ちしております。（詳細につきましては、院内ポスター・チラシ・ホームページ等をご覧ください。）
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こちらの広報誌に掲載されている「引換券」を持参
された方には、飲み物屋台でドリンク１本を無料で
プレゼントします！飲み物屋台にて、スタッフに引
換券をお渡しください。

※１枚につき、ドリンク１本をお渡しします。
　お一人様１本までとなります。

お得情報

南東北夏まつりで使える クーポン券付き！
詳しくは５ページをご覧ください。

（およそ６人分くらい）



1 ２みな・みな・ねっと７月号 みな・みな・ねっと７月号

看護の日を記念したイベントが行われました

5月12日（土）は「看護の日※」です。フローレンス・ナイチンゲールの
誕生日であるこの日は、「看護の心をみんなの心に」というテーマの
もと、全国各地で看護にまつわる行事が開催されています。

当院では5月9日（水）～15日（火）まで（土日を除く）、地域の
皆さんに看護の心を知って頂くことを目的としてイベントを開催し、
延べ480名以上の方が参加しました。

1階売店前には、もの忘れの傾向を知る認知症チェックなどの
コーナーが設けられ、看護師は参加者の皆さんと結果内容を一緒に

確認し合い、アドバイスしました。特に参加者が多くみられた血管年齢測定では、当院の管理栄養士が作成した
血管年齢の上昇を予防するレシピなども配布されました。

また、看護師長らを中心に、外来と入院中の患者さんへ看護の日を説明しながらメッセージ付きポケット
ティッシュを手渡しました。外来待合コーナーには、看護風景などのパネルが展示され、多くの方が足を止めて
見入っていました。
「看護の日」にまつわるイベントは来年も開催予定となっておりますので、多くの方のご参加をお待ちして

おります。（※病院内掲示等で随時お知らせいたします。）

「看護の日」を記念した行事「ふれあい看護体験」が、当院では5月11日（金）に行われ高校生5名が参加しました。

生徒の皆さんは、各病棟に分かれてそれぞれ担当の看護師と共に患者さんの食事や清拭など生活面でのケア、

介助をしました。患者さんへ優しく声を掛けながら熱心に取り組まれていました。

終了後、看護部長や病棟師長らと共に一日の活動を振り返り、南7病棟（地域包括ケア病棟）で看護体験をした

生徒の一人は「患者さんが自宅に帰った時、ご自身でも身の回りのことが行えるように、介助を行うだけでなく

見守ることも大切だと学びました。今回の経験で看護師を目指す気持ちがより強くなりました」と笑顔で

感想を語りました。

伊東信子 看護部長は「将来の進路に悩んでいる方も多いと思いますが、この体験を機に看護師を目指ざす、

やる気につながれば幸いです」と話しました。

※看護の日
21世紀の高齢社会を支えていくためには、看護の心、ケアの心、助け合いの心を、私たち一人一人が分かち合うことが
必要であり、こうした心を、老若男女を問わずだれもが育むきっかけとなるよう、旧厚生省により1990年に制定されました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（公益社団法人 日本看護協会ホームページより引用）

くすりの使用期限と
保管方法について

薬局　薬剤師　菅沼健人

薬局だより

薬のほとんどは、未開封の状態で3～5年程度は効き目が変わらず使用できるようになっています。

ただし、病院などで処方された薬はその時の患者さんの体調や症状に合わせて適した薬を処方されて

いますので、使用期限は処方された日数だと思って、残さず最後まで服用するようにしましょう。飲み忘れ

などで残った薬を後で使用すると効果が無かったり、症状の悪化や副作用が出たりするおそれもあります。

また、他人に渡さないようにもしましょう。

薬の保管温度は、室温保存の場合は30℃以下、冷所保存の場合は15℃以下で保管する事が勧められて

います。処方されたシロップ剤、坐薬、未使用のインスリンなどは冷蔵庫で保管するようにしましょう。

また、保管場所として大切なのは乳幼児の手の届かない所に置くことです。家庭の中で薬の誤飲の事故は

多く、重大な薬物中毒を起こすことも少なくありませんので、薬の管理だけはしっかりしておきましょう。

「周術期口腔機能管理」について
がん化学療法看護認定看護師　佐藤あや

認 定
看 護 師コラムコラム

「周術期」というと、あまり聞きなれない言葉かと思います。
「周術期」とは、手術を目的とした入院、麻酔、手術、回復までの一連の期間を示します。この期間、専門

スタッフが様々な方面からお手伝いをさせて頂くわけですが、周術期の口腔内のケアも、無事に手術を終え
順調に治療を進めるための重要なケアとなります。では、口の中にトラブルがあると、どの様な問題が予測
されるのでしょうか。例えば、全身麻酔をかける際にぐらぐら動く歯（動揺歯）があると、気管挿管時に歯の
脱落や誤嚥の危険があります。口腔内の衛生状態が不良な場合、う蝕や歯周病などの歯性感染症から、
肺炎や感染性心内膜炎などの合併症を起こしてしまうこともあります。がん化学療法を行う患者さんでは、
抗がん剤の副作用により口内炎などの合併症がおこることがあります。そこで、全身麻酔下での手術や化学
療法の治療を受ける前に口腔内の衛生状態をチェックし、周術期の口腔関連の合併症を予防・軽減する
ことを目的として「周術期口腔機能管理」が行われています。周術期の口腔ケアを導入することで、術後肺炎
などの歯性関連の合併症が10～20％減少し、これにより全身麻酔手術後の患者さんの在院日数の減少や
予後の改善などが多く報告されています。

当院では岩沼歯科医師会の協力のもと、医科－歯科病診連携事業を2018年7月よりスタートしました。
岩沼歯科医師会（名取市・岩沼市・亘理町・山元町）に所属されている歯科クリニックと連携して、外科系の
全身麻酔下の手術を受ける患者さんや、化学療法を受ける患者さんに治療を行う前に歯科受診をして頂き、
安全に治療を進められるような体制を整えました。お口の中の健康チェックや、歯石の除去、歯磨き指導を
してもらい、治療に臨んで頂いています。

どの様な疾患でも、お口の中の健康はとても重要です。普段から定期的な歯科受診や口腔内のケアに
関心を持って頂き、歯磨きをして頂きたいと思います。
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第67回健康医学セミナーが開催されました
シリーズ 高齢者について

２．高齢者の特徴
～転倒の危険性について～
リハビリテーション科　理学療法士　川井美沙

ワンポイント

リハビリリハビリ
加齢に伴い身体機能の低下や病気による障害を負ってしまう可能性は誰しもが避けられない

ことと思います。そういった加齢による変化の中で、高齢者の特徴として「転倒」が挙げられます。
また、転倒しただけで寝たきりとなる重大な事故が起こる可能性も考えられるため、転倒に

繋がる要因を知り、転倒予防を図ることは高齢者にとってとても重要なことと言えるでしょう。
転倒の要因としては、本人の特性に関連するものが原因となる「内的要因」と生活環境が原因

となる「外的要因」に大きく分けられます。それぞれ具体的に説明していきます。

第67回健康医学セミナーが5月19日（土）大河原町駅前コミュニティセンター イベントホールで開催され、
120名の方が参加しました。今回は水野順一 理事長特別補佐監兼執行本部長 低侵襲脊髄手術センター長が

「腰痛と手足のしびれ―健康な人生を送るための知っておきたい知識―」と題して話しました。
水野先生は、実際の症例を交えながら頸椎椎間板ヘルニアや頸椎後縦靭帯骨化症、腰部脊柱管狭窄症などの

病態や治療法に関して説明しました。特に、治療については顕微鏡・内視鏡手術の動画や術前術後の写真などを
示し、詳しく解説しました。

また、講演前に行われた個別の医療相談会では、事前に申し込み頂いた5名の方が症状等について、
水野先生から一人ひとりアドバイスを受けました。

社会医療法人 将道会 平成30年度南東北在宅支援セミナーが5月17日
（木）午後1時30分から当院2階講堂で行われました。

このセミナーは、近隣市町の介護保険担当課、居宅ケアマネジャー、地域
包括支援センター、社会福祉協議会、介護サービス事業所に対して、当法人
事業所の取り組みの紹介を行い、各関係機関や居宅ケアマネジャーとの
連携を深め、より地域の医療・福祉に貢献していくことを目的として、毎年
開催しています。

今回は平成30年度診療・介護報酬同時改定をテーマに開催しました。セミナーは伊東信子 看護部長の
挨拶に続き、第1部を菊地知憲 医療福祉相談室主任が「医療・介護報酬同時改定～入退院支援の視点から～」
と題して講演しました。

第2部は栄養管理課、訪問リハビリテーション、南東北訪問看護ステーション、通所リハビリテーション、介護
老人保健施設サニーホーム、岩沼市認知症初期集中支援チームの各担当者が報酬改定に伴う今後の取り組み
を紹介しました。

第3部では参加された皆様と各事業所の担当者が、それぞれの取り組みや報酬改定に関する「意見交換会」を
行いました。今後の事業所の活動にとって、大変有意義な会となりました。

今回は岩沼市、名取市、亘理町、山元町、柴田町、角田市、栗原市から67名が参加され、「報酬改定について
理解を深める事ができた」「ケアマネジャーと病院との連携について知ることができた」「意見交換会では各事業
所の取り組みなどをより知ることができた」等の感想を頂きました。

今後もセミナーを通して当法人の取り組み
をより多くの方に知って頂き、各関係機関との
連携を更に深めていきたいと考えております。

南東北在宅支援セミナーが行われました

医療相談会の様子

意見交換会の様子

【内的要因】
 病気や疾患、加齢による筋力やバランス能力の低下など身体機能の低下が挙げられます。　
例えば、筋力が低下した高齢者は足が上がりにくく、すり足になりがちなため、多少の段差でもつま先が

ひっかかり転倒に繋がることがあります。
他にも、薬の副作用による足元のふらつきや眠気、意欲の減退なども転倒の原因となります。

【外的要因】
室内のわずかな段差や滑りやすいフローリング、手すりが設置されていない階段や玄関、浴室などは

転倒する危険性の高い場所となります。低すぎる椅子やベッド、スリッパ、敷物、照明不良、電気コード
なども転倒する危険性を高めるものとなります。

《参考》「高齢者の転倒予防の現状と課題」(大高洋平)日本転倒予防学会誌Vol.1.2015

転倒予防として私たちがすぐにできることがあります。
○筋力とバランス感覚を鍛えて転倒しにくい身体を作る
　普段から散歩をしたり、ストレッチで柔軟性を高めたりしておくことで転倒予防に繋がります。
　運動習慣をつけて転倒しにくい、転倒しても骨折しにくい身体作りが大切です。
○転倒しにくい環境を整える
　床の段差をなくしたり、階段や浴室に手すりを設置するなど、
　安定した歩行や日常生活動作が行えるように家屋評価や改修などを行い
　生活環境を整えることで転倒予防に繋がります。

　転倒は内的要因と外的要因が合わさることで、より危険性が高まります。
両方の危険性を減らすように心がけていつまでも元気で活動的な生活が
送れるようにしていきましょう。

南東北在宅支援セミナー実行委員長　介護老人保健施設サニーホーム 明道　茂
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すべては患者さんのために

がんは個別化医療の時代へ
でも、最も大切なのは早期発見！

脳神経外科顧問　片倉隆一

日本人の2人に1人はがんに罹患し、3人に1人は

がんで亡くなる時代になりました。今、がんの治療法の

決め方に変化が起ころうとしています。例えば、

肺がんの患者さんの治療法を決めるには、これまでは

肺がんの組織を調べ病理所見すなわちがん細胞の

形態上の特徴をもとに分類し、その組織診断結果に

基づき治療法が決まります。この時の治療法は、

信頼度が高い比較試験において最も効果の高い

治療法として最新のガイドライン等に示されている

ものになります。例えば肺がんで組織診断が腺癌と

分かると、同じ腺癌の患者さんは押しなべてガイド

ラインにある治療法を受けることになります。

ところが最近、従来の形態学上の特徴で決めるのでは

なく、患者さんそれぞれのがん組織の特徴を遺伝子

レベルで細かく分類し、その遺伝子上の特徴で、患者

さん一人ひとりにあった治療法を見つけていこうと

する時代になってきました。いわゆる個別化医療の

世界に大きく踏み込む時代になってきたのです。

現在、がんの発生・増殖・転移そして治療効果など

がんの特徴を表現するがん遺伝子は20 0以上

見つかっております。患者さんから摘出されたがん

組織を、大型解析機を用いこれらの遺伝子発現の

有無等を調べその結果で治療法を決定します。

まさに、患者さん一人ひとりに合った治療が選択される

ことになります。ただ、現在はこの遺伝子学的な分類は

できても、それに合う薬剤の開発が進んでおらず、

使用できる治療薬は限られています。新薬の開発が

急がれるのですが、新薬誕生までは時間と膨大な

費用が必要で、思うような治療ができるようになるには

まだまだ時間がかかります。

このように個別化医療の世界が進んでいきますが、

この治療法でがんが治癒するのかといいますと、

現時点では生存期間の延長は見込めても「みな治る」

とは言えません。がんを治す・治癒させるためには、

現在も将来も「がんの早期発見」が不可欠です。

そしてがんの早期発見には、がん検診を定期的に

受けることが重要です。その検診も、従来の腫瘍

マーカー・超音波検査・Ｘ線撮影・内視鏡検査などに

加え、PET検査を取り入れることで精度が高まります

ので、PETを含めたがん検診をお薦めします。

社会医療法人 将道会
〒989-2483 宮城県岩沼市里の杜1丁目2番5号
TEL：0223-23-3151　FAX：0223-23-3150
http://www.minamitohoku.jp/

総合南東北病院

検索岩沼　総合南東北病院

右記のQRコードから当院の
ホームページにアクセスできます。

5

個人情報保護法施行により、紙面に掲載されている写真はご本人の承諾を得て掲載しております。

※（　）内は平成29年5月の件数

毎年恒例、夏まつりの季節がやってきました。当院のよさこいチーム「team 踊踊」は
仕事が終わると肩を並べて練習場に向かい、メンバーが揃うと学生の部活動のような
雰囲気に包まれて皆とても楽しそうです。合宿も行い気合は十分。そのようなエネルギー
に満ち溢れた team 踊踊がどのような演舞を披露するのか、期待に胸を膨らませています。

よさこい踊りをはじめとして、今年の南東北夏まつりも見所が盛りだくさんとなって
おりますので、ぜひご来場ください。

編 集

後 記

5月の救急車搬入件数

岩　沼

名　取

亘　理

69（76）台

56（63）台

54（69）台

　23（ 11）台

　3（　 2）台

205（221）台

仙　南

その他

合　計

いつもの食卓
に

もう一品♪
いつもの食卓

に
もう一品♪

野菜の甘酢漬け

お酢の酸っぱさのもとは、酢酸やクエン酸などの有機酸です。
酢酸やクエン酸には、体を動かすエネルギーの生成を促進

する働きがあるため、疲労回復効果があります。
しかし、お酢だけの摂取では疲労回復効果は低く、食事の

主食となるご飯やパン、麺類などの糖質と一緒にとることで
効果が高まります。

他にも、急激な血糖値の上昇を穏やかにしたり、カルシウム、
ビタミンCの吸収率Up、食欲増進効果、調味料としての減塩
効果も期待できます。

お酢は、1日大さじ1～2杯程度が適量です。上手に取り
入れて、夏を元気に楽しみたいですね。

●
●
●

[材料 作りやすい分量]

キャベツ…………………………
人参………………………………
きゅうり…………………………
かぶ………………………………
塩…………………………………

鷹の爪…………………………
酢………………………………
砂糖……………………………

作り方作り方

栄養価（1人分）

エネルギー：25kcal   塩分：0.4ｇ

栄養管理課　管理栄養士　森屋香奈子

看護の日を記念したイベントが行わ
れました。詳しくは1ページをご覧く

ださい。
看護の日を記念したイベントが行わ

れました。詳しくは1ページをご覧く
ださい。

①キャベツ、人参、きゅうりは千切り、かぶは
半月切りにします。

②切った野菜に塩をふり、野菜がしんなりする
まで少しおきます。

③②を水にさっとさらし、水気を絞ります。
④●の調味料を合わせ、③と混ぜます。味が

馴染んだら食べ頃です。

総合南東北病院

1/8個
1/2本
１本
中２個
小さじ1/2
お好みで
大さじ３
大さじ１と1/2

※1枚につき1本まで
　　　  （H30.7.21のみ有効）
　　　　※コピー不可

飲み物
無料引換券

第 12 回南東北夏まつり

日 時：平成30年７月21日（土）午前10時30分～午後３時30分
会 場：総合南東北病院　北側駐車場 ※雨天時は一部プログラムが変更となる場合がございます。

● 岩沼さくら幼稚園 園児の皆さんのお遊戯披露
● ウルトラマンギンガストリウム ミニショー
● 岩沼市を中心に活動中！小中学生チアダンスチームICONICSとベガルタチアリーダーズの華麗な演技
● 豪華賞品が当たる？！「じゃんけん大会」　　● 佐藤登喜雄さんの歌謡ショー♪
● 毎年恒例の「よさこい踊り」 県南地域のよさこいグループと、当院のよさこいチーム「team踊踊」が登場

☆この他、屋台・産直コーナーや毎年好評の「松島院長 写真展」もあります！楽しいイベントを企画していますので、皆さんの
ご来場をお待ちしております。（詳細につきましては、院内ポスター・チラシ・ホームページ等をご覧ください。）

キ
リ

ト
リ

線

こちらの広報誌に掲載されている「引換券」を持参
された方には、飲み物屋台でドリンク１本を無料で
プレゼントします！飲み物屋台にて、スタッフに引
換券をお渡しください。

※１枚につき、ドリンク１本をお渡しします。
　お一人様１本までとなります。

お得情報

南東北夏まつりで使える クーポン券付き！
詳しくは５ページをご覧ください。

（およそ６人分くらい）


