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〈新型コロナウイルス感染防止対策〉
病院玄関にサーマルカメラを設置し、自動検温で
発熱者の一次スクリーニングを実施。

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

最近の医療の進歩と肺がん診療・予防と検診
総合南東北病院

呼吸器センター長　宮本　彰

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の流行で
世界中の人々が苦しんでいる最中ですが、皆さまは

（これを御覧になる頃には）如何おすごしでしょうか。
最近の医療の進歩は目覚ましいものがあり、ここ

数十年で様々な病気の治療法が開発・確立され、中には
ほぼ克服したといえる疾患もあります。認知症や 
骨粗鬆症などはまだ発展途上ではありますが、今後
新薬が開発されることで数十年後には完全に克服 
できているのではないかと個人的には考えています。
そうすると日本人の長寿傾向はさらに強まり、 
なおかつ、認知症のない活動的な高齢者があふれて
くると考えられます。すると次に起こる問題は雇用
問題かもしれません。元気で頭脳にも体力的にも 
衰えの少ない高齢者が仕事を求めて若者と雇用の 
奪い合いになるかもしれません。既にAIの導入に
よって人間の労働者は需要が減りつつありますから
これは深刻かもしれません。

私の携わる呼吸器の領域ではまだ未解決の疾患が
多く、その治療はまだ発展途上にあります。その 
ひとつである肺がんに関しては2015年以降、免疫 
治療薬が登場したことと、新世代の分子標的治療薬の
登場で、進行肺がんの薬物治療は大きく様変わり 
しました。しかしそれでも全体としてはまだまだ 

十分な生存成績ではなく今後の進歩に期待される 
ところです。

このような現状の中でがん死せずに健康な生活を
続けていくためには、平凡ですが、がんにならない
ための生活習慣の獲得（1次予防）と、万が一がんに
なった時の早期発見（2次予防）に尽きます。

肺がんに絞って話しますと、肺がんにならない 
ためには①喫煙しないこと、または禁煙すること 
です。そして最近新たに指摘された知見ですが、 
②食物繊維を多く含む食品とヨーグルトを多く摂取
すること、です。これらの食材の摂取で肺がんの 
リスクを最大33%も低下させる可能性があることが
指摘されたのです（JAMA Oncol.2020;6（2））。

肺がんの早期発見のためには肺がん検診の受診が
勧められます。ただし、胸部レントゲンよりも胸部
CTによる検診の方がより早期発見の効果は大きい
可能性があります。レントゲンがいいのかCTが 
いいのかについては現在も国を挙げて調査中ですが、
少なくとも喫煙のあった方についてはCT検診が 
優れていることが世界的にも示されています。

皆様ががんを予防し、がん検診を受けることで 
健康で長生きができるよう願って止みません。
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リハビリ
ワンポイント

高齢者にとって転倒は寝たきりに結びつく可能性が高いため、その危険性を前もって知り対策しておく 
ことが大切になります。今回は転倒要因についてのお話です。転倒の大きな要因としては、身体的問題に 
よる内的要因と、環境問題による外的要因の2つがあります。転倒はこの2つの要因が合わさることで、 
よりリスクが高まります。転倒を防ぐためには、内的要因・外的要因の両方を減らすことが大切です。

白内障、緑内障、糖尿病性網膜症、変形性関節症、
関節リウマチ、骨粗鬆症、脳血管疾患、運動失調、
心不全、起立性低血圧、アルコール、
薬物（睡眠薬、鎮痛剤、降圧剤）等

高齢者における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　大槻優花

【参考】転倒の疫学 日老日誌（鈴木隆雄）2003年

内的要因

外的要因

●電気のコード類 ●階段、段差

●不適切な履物

●滑りやすい床や風呂場

＜その他＞
まくれた絨毯、固定していない家具、道路の段差や障害物、
暗い照明、手すりの不備、不適当な歩行補助具の使用　等
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消毒について薬局
  だより 薬局　薬剤師　佐藤賢志

日常の生活で消毒という言葉をよく耳にすると思います。しかし消毒とはどういったものか、詳しくは 
よくわからない方もいると思いますので、今回は消毒のことについてお話ししたいと思います。

消毒とは「生存する微生物の数を減らすために用いられる処置法で、必ずしも微生物をすべて殺滅したり
除去するものではない」と日本薬局方では定義されています。

消毒と聞くと菌やウイルスを完全に除去するものととらえる方も多いと思いますが、実はそうでは 
ありません。

消毒の方法には湿熱や紫外線を用いる「物理的消毒法」と消毒薬を用いる「化学的消毒法」がありますが、
今回は化学的消毒法である消毒剤についてご紹介したいと思います。

消毒とは？

消毒剤は基本的に化学物質ですので副作用や毒性を起こすことがあります。
使用中に異常を感じたら直ちに使用を中止して、改善が見られなければ医療 
機関を受診するようにしましょう。

最後に

・高水準消毒剤
　→ほぼすべての微生物（細菌・ウイルス）に有効で微生物を死滅させる力もあります。
　　 器械・器具専用で人体には使用できません。皮膚や呼吸器粘膜の刺激作用があるため使用には十分注意

する必要があります。
　　代表例）フタラール
・中水準消毒剤
　→多くの微生物に効果を示しますが、一部の細菌やウイルスには効果が期待できません。
　　消毒剤により器械・器具類、人体に使用できるものとできないものがあります。
　　代表例）次亜塩素酸ナトリウム、消毒用エタノール
・低水準消毒剤
　→一般細菌や一部のウイルスに有効ですが、十分な効果が得られない微生物もいます。
　　人体に対して比較的安全性が高く、手指、皮膚、器械・器具類、環境の消毒に幅広く使用されます。
　　代表例）第四級アンモニウム塩（ベンザルコニウム塩化物）、クロルヘキシジン

主な消毒剤

【参考】消毒薬テキスト 第5版，感染防止のための消毒剤使用マニュアル 第5版
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認定看護師
コラム Column

感染症対策と手荒れ

感染管理認定看護師　熊谷亜希

新型コロナウイルスの感染症対策として行われている「手洗い」「アルコール消毒」。
4月には緊急事態宣言も出ており、普段より実施する頻度が増えていると思います。そんな中で、「手荒れ」に

ついて悩まれている方もいらっしゃるのではないでしょうか？消毒薬の使用はもちろん、抗菌作用のある 
石けんを使用して何度も手洗いをすれば肌の油分は減り手荒れが起こりやすくなります。手荒れが起こると
自分自身が不快感を覚えるだけでなく、手の傷から入り込んだ細菌を他者へ移してしまう事もあります。

しかし手荒れを防ぎたいからといって、手洗いや消毒の頻度を減らすのは避けるべきです。現在習慣化 
されている手洗い、アルコール消毒に加え、ハンドクリームによる手の保湿ケアを並行して行う事が重要です。

手荒れを予防するためには、「刺激から肌を守る保護」と「乾燥によるバリアの低下を防ぐ保湿」の2つを
徹底して行うことが大切です。そこでおすすめしたいのが、仕事前の保護と、消毒後の簡単な保湿です。

忙しい仕事中に、時間を取ってケアをするのは難しいです。時間のある就寝時や出勤前の早朝に、保護 
効果の高い油分を含んだワセリンなどを使ってケアを行ってみましょう。就寝中はハンドケアに最適の 
時間と言われています。出勤前の朝は、ハンドクリームを厚めに塗って保護をしましょう。ただし、香りの
強いものは服や髪ににおいが移ってしまうことがあるため、避けたほうがよいでしょう。また、仕事中には、
無香の保湿ローションを持ち歩き、消毒をするたびに、ローションを使ってうるおいを与えましょう。ただし、
すり込むようにこすりすぎると肌に負担をかけてしまうので、たっぷりの水分を手にのせたら、軽くたたく
ようにしてなじませるのがポイントです。

まだ続きそうな新型コロナウイルス感染症対策。手洗いや消毒による手荒れを防ぐには、ハンドクリーム
による保湿ケアが欠かせません。つい後回しにしてしまう保湿ですがこの機会に習慣化していきましょう。

健診ナビ
健診センター　保健師　境ひとみ

「メタボ」何が悪いの？ ―作用編―

5月号でメタボの基準についてお話ししましたが、ではそもそもなぜメタボはよくないのでしょうか。
まず内臓脂肪が増えてくると脂肪細胞から、様々なホルモンが出てきます。そのホルモンは、血糖や中性

脂肪を上げてしまったり、善玉コレステロールを減らしたり、血圧を上げたりと、体にとって不都合な作用の
あるものです。また内臓脂肪が増えることで、体にとって良い作用をもつホルモンも減ってしまいます。 
体にとって不都合なものが増え、良いものが減る…そうして動脈が固くなっていき、脳卒中や心臓の病気を
引き起こします。

つまり、メタボ自体は病気では
ありませんが、大きな病気になる
スタートラインに立った状態です。
病気に向かって走り出してしまう
のか、踏みとどまり引き返すのか、
一度自分の生活を省みることが 
必要です。病気になってから健康な
体を懐かしがっても、病気になる
前 の 体 は 誰 に も 返 し て も ら え 
ません。日々の生活から心がけて 
いきましょう。

【参考】保健指導における学習教材集（確定版）
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臨床検査科主任　佐藤正高

新型コロナウイルスに関するニュースで、PCR検査という言葉をよく聞きます。新型コロナウイルスの
検査で用いられる、PCR検査と抗体検査について説明します。

新型コロナウイルスの検査について

【参考】
新型コロナウイルス検査　「PCR検査」と「抗体検査キット」の違いは？
https://news.yahoo.co.jp/byline/yanagitaemmy/20200403-00170989/
迅速簡易検査法（イムノクロマト法）による血中抗SARS-CoV-2抗体の評価（国立感染研究所）
Bao, L.et al. Reinfection could not occur in SARS-CoV-2 infected rhesus macaques. bioRxiv, 2020: p.2020.03.13.990226.

PCR検査では、鼻咽頭ぬぐい液や
気道の奥から排出される痰を検査します。
抗体検査は、抗体が血液中に存在する
ため、血液を採取して検査します。

PCR検査は抗体検査より精度は良い
ですが、偽陽性（感染していないのに
陽性と判定される）、偽陰性（感染して
いるのに陰性と判定される）があります。
偽陽性や偽陰性が起こる原因は、使用
する試薬や機材の精度や人為的な 
ものなど様々なことが考えられます。 
偽陰性の原因の一つとして、検体の 
採取方法や採取した検体に含まれる 
ウイルスの量などが考えられます。

■「PCR検査」とは？
「PCR検査」のPCRはPolymerase Chain Reaction（ポリメラーゼ連鎖反応）の頭文字をとったもので、

微量のDNA断片を増幅して検出する方法です。DNA（デオキシリボ核酸）とRNA（リボ核酸）は、「核酸」と
呼ばれ、核酸にはウイルスの遺伝子が含まれています。つまり、ウイルスの増殖に必要な設計図のような 
ものが含まれています。コロナウイルスはRNAウイルスに分類されるため、RNAの有無を確認することに
なります。

RNAは非常に小さな物質であるため、その
存在を確認するにはある程度の量が必要となり
ます。そのため、量を増やす工程である「増幅」を
行います。

この増幅工程に時間がかかるため、検査結果が
判明するまでに数時間要します。

一方、抗体検査は10～20分程度で結果が判明します。
抗体検査で調べる「抗体」は、ウイルスが体内に侵入した際に、体内で作られる物質です。ウイルス侵入の

初期に出現するIgM抗体は、他の物質とともにウイルスを中和します。その後、IgG抗体が出現します。
IgG抗体はその異物に対して長期的な免疫を提供する役割を持ちます。

PCR検査は、どの施設の誰でもが実施できるわけではないこと、精度が良いと言われるPCR検査でも、
その精度が7割程度に過ぎないことを知っておく必要があります。

■PCR法を用いた検査と検査キット（抗体検査）の違い

当院では新型コロナウイルス感染症の検査は行っておりません。感染が疑われる場合は、厚生労働省より示されて
いる相談・受診の目安を確認したうえで、最寄りの帰国者・接触者相談センターへご連絡をお願いします。
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編集
後記

　今回は感染症対策と手荒れに関するお話がありましたが、手洗いやアルコール消毒に加えて
保湿も重要になるというのは盲点でした。保湿剤に関しては、2020年1月号の薬局だより
にて詳しく紹介されています。当院ホームページから過去の広報誌もお読みいただけます	
ので、是非ご覧ください。

※（　）内は平成31年4月の件数

4月の救急車搬入件数
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社会医療法人 将道会

総合南東北病院

レシピ紹介

患者さんからの声Voice
入院患者さんより【お礼の言葉】

先生、看護師の皆様のお陰で、安心して入院生活を過ごすことが
出来ております。今まで病院に対して怖いイメージがあり、	
積極的に受診することを避けておりましたが、先生方は皆、	
とても優しくて安心致しました。本当にありがとうございます。
私も早く良くなれる様に、頑張って参ります。

病院からの回答

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、職員一丸となって取り組んで
参ります。

［材料　2人分］

作り方
①鯖はほぐしておく	
②ピーマンは薄く輪切りにする	
③	食パンにピザソースを塗り、ほぐした鯖、とろける
チーズ、スライスしたピーマンをのせる
④トースターなどでチーズがとろけるまで焼く

青魚は、DHA（ドコサヘキサエン酸）、EPA	
（エイコサペンタエン酸）と呼ばれるオメガ3系	
脂肪酸を含んでおり、生活習慣病予防や認知機能	
改善効果が報告されています。
抗酸化作用のあるビタミンE・骨を丈夫にする	
カルシウムやビタミンDなどの栄養素も、骨や皮
までおいしく食べられる缶詰を利用することで、	
手軽にとることができます。

食パン（6枚切りを使いました）……2枚
ピザソース……………………………適量
鯖水煮缶………………………………50g程度
とろけるチーズ………………………適量
ピーマン………………………………少々

栄養管理課　管理栄養士　森屋香奈子

魚を食べよう！

鯖缶
ピザトースト

栄養価（1人分）エネルギー：345kcal、塩分：1.9ｇ


