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〈写真：家族介護教室「青空ヨーガ」を開催しました。詳しくは4ページをご覧ください。〉

「放射線科医」って何？
総合南東北病院

放射線科科長　鈴木　考

みなさん「放射線科医」をご存じでしょうか？多くの
方は「胸部写真やCTなどの撮影に関わっている 
ようだが、具体的に何をしているのか分からない。」 
あるいは「放射線治療」を思い浮かべるのではないかと
思います。「テレビのラジエーションハウスを見て、
知ってるよ。」という方もいるかと思います。放射線
科医と一口に言っても、放射線診断医と放射線治療医
という全く異なる二つの分野が含まれており、当院では
放射線診断医のことを指しています。

放射線診断医の仕事は画像全般に関わるものです。
各科の医師がオーダーしたCTやMRIなどの検査を、
その目的に適う画像になるように撮影方法を考えたり、
撮影された画像に異常所見があるかどうかをよく見て

（読影）、その所見を画像診断報告書（読影レポート）に
簡潔明瞭な言葉でまとめています。オーダー医と放射線
診断医の少なくとも二人で画像を見ることで、ガン 
などの重大な異常所見の見逃しを防いだり、病変を 
正しく診断するのに役立ったりしています。放射線 
診断医は基本的には全身の画像診断を行っているので、
各科の先生が苦手な担当領域以外の体の部位についても
異常所見を適切に拾い上げることで、医療の質を高める
ことに貢献しています。

放射線診断医のもう一つの仕事にインターベンショ
ナル・ラジオロジー（IVR）というものがあります。
これは、カテーテル（細い管）を鼡径部（太腿の付け根）
などの太い血管に挿入し病変部まで血管を伝って 
カテーテルを進め、そこから抗癌剤や止血剤を注入 

したりする「血管内治療」や、カテーテルから造影剤
（撮影用の薬）を注入しながら撮影する「血管造影検査」、
CT検査を行いながら体内の深いところに針を刺して
行き組織を採取する「CTガイド下生検」などの手技を
いいますが、当院では現在行っておりません。

当院では放射線科の主な仕事としてPET検査が 
あります。この検査は、「わずかに放射線の出るFDG 

（ブドウ糖に近い成分の薬）を注射した後に、専用の
機械で全身を撮影します。ガンの多くは正常の細胞 
よりもブドウ糖をたくさん利用する性質があるので、
ガンにはFDGも多く集まります。FDGの集まりを
画像化することで比較的容易にガンを見つけることが
出来る。」という仕組みです。PET検査が苦手とする
種類のガンはありますが、「1回の注射（低侵襲！）で
全身をくまなく調べることが出来る」というのがこの
検査の大きな利点です。当院ではガンの進行度や再発の
有無などを調べる保険診療と、自費診療のPETがん
検診を行っております。PETがん検診ではPET、CT
などの画像検査のほか、腫瘍マーカーを含む血液検査
なども行い総合的に調べます。詳細はホームページに
ありますので、是非ご覧下さい。

社会医療法人 将道会総合南東北病院
http://www.minamitohoku.jp/

随時更新中
当院ホームページへアクセス

岩沼　総合南東北病院 検索〒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

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。
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薬局
  だより

苦い薬の飲み方について

薬局　薬剤師　菅生亮太

薬を飲んでいて苦くて飲みにくいと感じたことはありませんか？今回はそのような薬の飲み方について 
お話しします。

舌には苦味を感じる受容体があり、その受容体と苦み成分が結合することにより
苦みを感じます。苦味を感じにくくする方法は主に３つあります。

（1）受容体と苦み成分が結合しないように苦み成分を覆ってしまう。（コーティング）
（2）味の濃いもので苦みを感じにくくさせる。
（3）冷たいもので感覚を麻痺させて苦味を感じにくくさせる。

苦みの感じ方と苦みを感じなくさせる方法

上記で示した服用補助食品でも、お薬によっては飲みにくさが変わらない、飲み 
にくくなる場合があります。また、飲み合わせによってはお薬の効果が変化することも
ありますので飲みにくいと感じたら、まずはお気軽に薬剤師までご相談ください。

最後に

苦味を感じにくくさせる服用補助食品の一部をご紹介します。
1．アイスクリーム
味が濃く、冷たいため苦味を感じにくくさせます。
2．プリン
甘味が強く、カラメルの苦みにより薬の苦みが目立ちにくくなります。
3．チョコレート、ココア
味が濃く、酸味を感じにくくさせます。
4．バナナ
香りが強く、味や匂いを感じにくくさせます。

主な服用補助食品と特徴

地域の皆さんが健康で楽しく生活するための「良い生活
習慣」のヒントとなれるよう、セミナーを開催しています。
事前予約は不要です。お気軽にご参加ください。

 時間  14:00 ～ 15:00　　  場所  当院1階売店前

日　時 講座名（講座担当）

8月22日㈭
■ミニ健康講話
・フレイル・サルコペニアについて
　【概要・運動療法・食事など】
　（リハビリテーション科、栄養管理課）

9月12日㈭
■糖尿病教室　
・糖尿病お悩み相談会
　（�看護部、薬局、リハビリテーション科、
栄養管理課）

※講座名等は変更になる場合がございますので、ご了承ください。

生活習慣病セミナーのご案内

参考：生馬医院ホームページ、日本病院薬剤師会雑誌　第41巻11号（2005）1415-1419
　　　小児科臨床 Vol.60 No.2 （2007）337-349 

苦 

コーティング 



2 みな・みな・ねっと7月号

リハビリ
ワンポイント 　肩の痛みについて

～代表的な病気とは?～ 　

リハビリテーション科　作業療法士　佐藤玲奈

みなさんは、肩の痛みに悩んだことはありませんか？肩の痛みは外傷や炎症によるものなど多々あります。
そこで今回は、代表的な肩周辺の病気や症状について紹介します。　　　　　

腱板は四つの筋肉（棘上筋、棘下筋、肩甲下筋、小円筋）から構成され、
肩関節を最も内側で関節を動的に支持する重要な機能を有しています。その
腱板を断裂すると腱板断裂と呼ばれます。断裂の原因として、
・加齢：60歳を過ぎると徐々に生じてくる。
・外傷：転倒や衝突により生じる。
・スポーツ障害：テニスや野球、ウエイトトレーニングなど肩を酷使することで生じる。

　上記のような症状がある場合は専門医の受診をお勧めします。何か質問等ありましたら、
いつでもリハビリスタッフにご相談ください。
　次回のみなみなねっとは五十肩のリハビリについて詳しく説明します。
　ぜひ来月号もお読みいただき、肩の痛みの軽減に繋がればと思っております。

参考：公益社団法人　日本整形外科学会ホームページ

～要因～
　中年以降、特に50代の方に多くみられ、その病態は様々です。関節を構成する骨、
軟骨、靱帯や腱などが老化して肩関節の周囲の組織に炎症が起きることが主な原因と
考えられています。自然に治ることもありますが、放置すると日常生活が不自由になる
ばかりでなく、関節が癒着して関節の動きが悪くなる場合もあります。

肩腱板断裂

五十肩（肩関節周囲炎）

痛くて腕が上がらない、夜間痛みがあり目が覚める、腕を下ろすときに痛みが走る。
重症になると疼痛や筋力低下をきたし、本来上げられる位置まで腕が上がらなくなります。

髪を整える、着替えの際に痛みが出現する、夜間ズキズキ痛くなり不眠となる。　
肩の痛みにより日常生活に支障をきたします。

症状

症状
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認定看護師
コラム Column

がん治療とスキンケア

がん化学療法看護認定看護師　佐藤あや

現在、がんの患者さんは日本人の2～3人に1人と、とても高い罹患率になっています。原因として 
食生活の変化や高齢化、生活習慣など様々なことがあげられています。腫瘍の部位や種類により患者さんに
とって最善の治療が行われています。

がんの治療の副作用には、皮膚の障害がみられることがあります。放射線療法や、化学療法の治療では 
特に、皮膚の異常な乾燥、掻痒感、皮疹や、爪の変化、色素沈着などの皮膚の症状が現れます。皮膚の障害が
あることで外出が制限されたり、痛みや掻痒感は気分も落ち込みがちになり、日常生活にも大きな影響を 
与えることがあります。

これらの症状を予防する対策として①皮膚を清潔にすること②保湿すること③刺激を避けることがあげ 
られます。

皮膚の症状が強い際には軟膏で治療をしたり、専門医を受診して頂くこともあります。
症状の予防は、基本的なスキンケアです。皆さんも心がけて頂くと、いつもきれいな皮膚を保つことが 

できることと思います。

①清潔：石鹸は低刺激性のものを使用する。石鹸のつけすぎは肌荒れの原因になります
②保湿： 尿素系の保湿クリームが推奨されます。一日数回クリームを塗ると効果的です。クリームの

吸収を高めるために、夜寝るときには気にならない程度に木綿の靴下を履いたり、手袋を 
すると良いです。家事などの作業時にも手袋を着用することをお勧めします。

③刺激： 泡で洗う泡洗浄が勧められます。泡を皮膚において直接皮膚をこすらず泡のうえから優しく
洗います。紫外線も皮膚刺激の原因のひとつです。外出時には薄く日焼け止めを塗る、つばの
大きな帽子をかぶるなどの工夫をすると良いです。

患者さんからの声Voice
外来患者さんより【ご意見】 病院からの回答

診察までの待ち時間が長かった。 長時間お待たせしてしまい、申し訳ございません。待ち時間が長時間となる 
場合は、目安となる待ち時間の表示や声掛けを行って参ります。また、ご不明な
点がございましたら、近くの職員へお声掛け下さい。

入院患者さんより【お礼の言葉】 病院からの回答

主治医の先生には、感謝の気持ちしか
ありません。お陰様で、今日、退院を�
迎えることが出来ました。また、病棟の
看護師の皆さんにも大変お世話になり
ました。本当にありがとうございます。

励みとなる言葉を頂き、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が提供出来る様、スタッフ一丸となって取り組んで参り
ます。



みな・みな・ねっと7月号4

言語療法室　言語聴覚士　佐々木浩児

5月8日（水）岩沼市二木西地区集会所で出前ミニ健康講話を
行いました。今回は「100歳でも誤嚥性肺炎にならない」と 
いう題で言語療法室 言語聴覚士 佐々木浩児が出張し、24名の
方にご参加頂きました。

誤嚥性肺炎はその名の通り、食事を誤嚥する（正しく飲み 
込めず気管に入る＝むせる）ことで発病します。最近はテレビ
などで取り上げられることが増えましたが、ではどのように 

すれば予防できるか皆さんご存知でしょうか。今回は『むせないための体作りの方法』『むせてきたら行う
べき対処法』の2つのテーマについて実演を交えながらお話をしました。1時間の内容で退屈されないか 
心配でしたが、終盤に行なった「水分のとろみのつけかた」「誤嚥しにくい頭の角度」の実演が特に好評を 
いただき、また終わった後も皆さんから多くの質問があり、最後まで興味を持って聴講いただけたようでした。
今回の内容がこれからも変わらずお元気にお過ごしいただける一助になれば嬉しいです。

当院では、小学生の皆さんに病院の仕事を知ってもらうことを目的として、年に2回病院探検ツアーを 
開催しております。病院には、医師・看護師の他に、どのような仕事があるのでしょうか。一緒に見学して
みましょう♪お気軽にお申込みください。

＊事前予約制です。開催日の1ヶ月前から予約受付開始となっております。

出前ミニ健康講話を行いました

これまでのツアーの様子

南東北地域包括支援センター　生活支援コーディネーター　南部圭介

風がそよぎ雲が流れる、そんな空の下での気分転換を目的に家族介護
教室「青空ヨーガ」を5月24日、31日、6月7日の全3回コースで、ヨーガ
インストラクターの西村幸子先生をお招きし開催しました。3日間とも 
天候の都合上当院2階講堂で行いましたが、窓から差し込む初夏の日差しに

包まれ、ゆったりとした音楽の中で汗を流し、皆さんと共にリフレッシュすることができました。
ヨーガには「立ち木」や「山」、「猫」「板」などのポーズがあり、1時間ほどゆっくりと運動することで

体幹のトレーニングにもなり、身体の芯から温まるようでした。参加者の方は「初めてのヨーガでしたが、
身体も気分もリフレッシュできました。教えてもらったポーズを自宅でも継続して行っていきたいと思い 
ます」と話していました。ヨーガは呼吸法がとても大切で、どのタイミングで呼吸をするかということも 
学ぶことができました。

私たち南東北地域包括支援センターは定期的に家族介護教室を開催しております。岩沼市内にお住まいの
介護をされているご家族の皆さんの身体的・精神的な負担を軽減できるようにと企画しております。次回も
より良い内容を考えていきたいと思います。（院内掲示などで随時お知らせ致します）

家族介護教室「青空ヨーガ」を開催しました

お子様向けミニ健康講話「病院探検ツアー」のご案内

日　時　7月25日（木）14：00～15：00
対　象　小学校3年生から6年生まで（先着10名）
申込み／問い合わせ　TEL：0223-23-3151　総務課まで
　　　　　　　　　　（月～土曜日　8：30 ～ 17：00　※祝日を除く）
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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。

栄養管理課　管理栄養士　渡辺莉帆

とろ～り美味しい♪

茄子のチーズ味噌田楽

レシピ紹介

第13 回南東北夏まつり

キ
リ
ト
リ
線

※1枚につき1本まで
　（R1.7.27のみ有効）
※コピー不可

飲み物
無料引換券

日 時：令和元年７月27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 ※一部プログラムが変更となる場合がございます。

お得情報

第13回 南東北夏まつりを開催します！

☆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！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。）

10：30　開会セレモニー
10：50　岩沼さくら幼稚園 園児の皆さんのお遊戯披露
11：20　一会宝太鼓による迫力満点 太鼓ステージ
12：00　米山愛子さんの歌謡ショー
12：30　吹奏楽団 ウィンドアンサンブルブレーメン＆職員有志の音楽祭
13：00　猪股秋彦さんのミュージックライブ
13：20　チアリーダーの華麗な演技
　　　　 小中学生チームICONICSと、ベガルタチアリーダーズが出演
14：00　佐藤登喜雄さんの歌謡ショー
14：30　毎年恒例！よさこい演舞　
　　　　 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」が出演
15：30　閉会

ひとえたからだいこ

ようよう

　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。 ※（　）内は平成30年５月の件数

５月の救急車搬入件数
岩　沼

名　取

亘　理

17（  23）台

5（    3）台

231（205）台

67（69）台

80（56）台

62（54）台
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警察署

岩沼駅から車で5分、徒歩15分

仙台空港

消防署

市役所

社会医療法人 将道会

総合南東北病院

［材料　4人分］

作り方
①�茄子のヘタを取って縦半分に切り、1㎝くらいの
深さで周りと内側にさいの目状に包丁で切れ込みを
入れる。
②●の調味料を混ぜ合わせ、田楽みそを作る。
③�フライパンに油を引いて中火で熱し、茄子を内側
から焼き色がつくまで焼く。
④�焼き色がついたらひっくり返し、酒を加えて、�
フタをして弱火で蒸す。
⑤�茄子が柔らかくなったら田楽みそを塗り、チーズを
乗せて、フタをして中火で焼く。
⑥チーズが溶けたら白ごまをのせて、完成。

トマトやキュウリなどと並ぶ、夏野菜の代表である
茄子。茄子の旬は6月頃から9月頃まで続きます。また、
「一富士、二鷹、三茄子」ともいわれ、初夢に見ると縁起が
良いとも言われていますね。煮ても焼いても、蒸しても
揚げても、漬物にしても美味しい茄子は、やわらかくて
クセのない食べやすいお野菜です。茄子の色素である�
ナスニンは、ポリフェノールの一種で、抗酸化作用を�
持っており、美肌効果やがん予防、血液サラサラの効果が
期待できます。ナスニンは茄子の皮に多く含まれています
ので、皮ごと食べることでナスニンをしっかり摂ることが
出来ます。今回は皮ごとおいしく食べられる、茄子の�
チーズ味噌田楽をご紹介しました。油を吸わせて焼いた
茄子はやわらかく、味噌やチーズと相性抜群の一品です。

栄養価（1人分）
エネルギー：79kcal　塩分：1.4ｇ

・茄子……………2本
・油………………大さじ 1
・酒（蒸し用）……大さじ 1
・ピザ用チーズ…適量
・白ごま…………適量

●味噌……大さじ 2
●砂糖……大さじ 1
●酒………大さじ 1
●みりん…大さじ 1/2
●水………大さじ 1


