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Medical Side Story 12

「臨床検査技師の仕事」

花粉症の原因と予防

　花粉症は、全国的には４人に1人が罹患しているといわれるほど、よく耳にする病気のひとつです。なかで
も、群馬県は罹患率が高く、３人に１人といわれています。これからの時期は、症状に悩まされる方も多いと
思います。
　花粉症は、スギやヒノキなどの花粉（原因物質＝アレルゲン）に対するアレルギー反応によって起こりま
す。花粉に接触するたびに、体内に抗体が蓄積されます。個人差があるものの、それがある水準に達して症
状が出ます。大量の花粉に出会うと、体が花粉に対する抗体を産生しやすくなります。本来は体を守るはず
の抗原抗体反応が、花粉などの異物に対して過剰にはたらいてしまい、鼻汁・くしゃみ・鼻閉、目の充血・か
ゆみなどの症状をひきおこします。これまで軽症であった方も、花粉をたくさん吸い込んだり、目に入ったり
すると、症状が出やすくなります。
　このため、まず、花粉から避けることが重要です。マスクやメガネの着用、ふとんの外干しを避けることな
ど、一般的な対策ですが、アレルギー性鼻炎の診療ガイドラインにも記載されている重要な対策です。ま
た、外出後のうがいや洗顔も効果があります。洋服も、花粉が付着しやすいもの、たとえば毛織物は避けた
ほうがよいでしょう。お茶やヨーグルトなどの食べ物が効果的といわれていますが、実際の効果の程度は、
まだよく分かっていません。
　しかし、実際に花粉との接触を断つことは難しく、症状を完全に抑えることも難
しいため、症状の程度に応じた治療が必要になります。２月に入ると、症状の出る
方が多いと思います。今年は、例年よりも花粉の飛散が多いと予想されています。
上記の予防をおこなって、乗り切りましょう。

　皆さんは臨床検査技師という技術者をご存知だろう
か？
　臨床検査技師になるためには専門学校（３年）また
は大学を卒業後、国家試験に合格しなければならな
い。多くの検査技師は病院で働いているが、保健所、
民間および公的な研究所、検査センターなど多方面で
も活躍している。
　病院での仕事は検体検査と生理学的検査に分けら
れるが、検体検査は複数の分野の業務に分類される。
一般検査は尿中のタンパク質や糖、血液の有無など
を調べ、血液検査は血液中の白血球や赤血球を数え
て、炎症の存在や貧血の程度を検査している。また生
化学検査は肝臓、膵臓、腎臓、甲状腺などの機能や
働きを検査し、免疫検査は血液を用いて肝炎ウイルス
や梅毒などの感染症関連検査、また癌などの時に数
値が高くなる腫瘍マーカーなどの検査をしている。細
菌検査は尿、便、喀痰、血液などの中から病気の原因
を引き起こす細菌を特定し、その細菌に対して効果の

ある抗生剤を見つけている。
　更に病理検査は採取された組織や細胞を染色して
観察し、癌などの異常細胞の有無を検査し、輸血検
査は血液型の判定や、輸血する際の安全性の確認を
行っている。また最近は遺伝子検査も増加している。
　一方生理学的検査とは心電図などを検査して心臓
の異常を調べる循環器系検査、身体に超音波を当て
て各種臓器の状態を調べる超音波検査（エコー検査）、
息を吸ったり、はいたりして呼吸器系の状態を調べる
呼吸機能検査、頭皮上に電極をつけてα波、β波など
の電気信号を調べる脳波検査などがあり、身体を直
接に対象とすることが大きな特徴である。
　つまり臨床検査技師の仕事を表現すると「人の命
を測る」仕事である。
　現在の医療はチーム医療を基本としており、医師を
中心に多職種の職員が互いに協力しながら患者さん
の診断、治療に全力であたっているが、臨床検査技師
もそのスタッフの一員である。
　　　　　  （文　中央検査科技師長　毛利　尚毅）

耳鼻いんこう科　医長　工藤　毅

笑顔を支える
～緩和ケア病棟紹介～

　当病院の緩和ケア病棟は平成21年に開棟し、

これまで約750人の患者さんが入院されていま

す。

　緩和ケア病棟は、治癒を目的とした治療が終

了した患者さんに対し、痛みやそのほかの症状

のコントロールをしながら、生活の質を維持し

つつ安らかに日々の生活が送れるような支援を

目的とした病棟で、がんとエイズの患者さんを

対象としています。

　がんと言いますと、どうしても「痛み」を連

想される方が多いと思いますが、ほとんどの方

は、筋力低下を始めとして日常生活動作が不自

由になります。このような「不自由さ」を感じ

始めた時が、これからの療養先を選択し始める

好機なのではないでしょうか。

　この４年間､患者さんと接して感じることは

「家（ご自宅）」の素晴らしさです。それは何

ものにも代え難いものなのでしょう。昨今は、

訪問看護・介護保険の充実などにより、長期の

在宅療養が可能となってきました。当病院にお

いても、家での生活が可能な間は緩和ケア内科

外来で症状緩和を図り、困難となった時は緩和

ケア病棟に入院、症状が落ち着き、環境が整え

ば再び家へ帰る、といった、「行ったり来た

り」の療養をお勧めしています。

　緩和ケア病棟では、がんを治すことを目的と

した治療は行いませんが、「普通」の生活がで

きるだけ「普通」に送れるよう、痛みや苦痛を

和らげる効果的な治療と、ひとりひとりの人間

性を大切にした看護と精神的な支援で、少しで

も患者さんとご家族の笑顔の支えになることを

目標にお手伝いさせていただいています。

　スタッフから詳細な説明を受けながら、病棟

の見学ができます。また、治療中の方でも可能で

すので、興味のある方はお問い合わせください。



診療科紹介 外科（乳腺・内分泌＆乳腺看護外来）

◆ 乳腺内分泌とは？ ◆

◆ 乳腺看護外来とは？ ◆

◆ どのように受診すれば良いのか？ ◆

◆ どのようなときに受診すれば良いのか？ ◆

　乳がんは罹患患者数の増加が著しいものがあり、しかもガ

ンとしては比較的若年の40-50才台の女性に発症しやすい

という特徴のある病気です。そのため乳がんになると患者さ

んご本人の人生設計のみならず、ご家族にまでその影響が及

ぶことが多くあります。患者さんからは乳がんの診断・治療・

メンタルサポート・家族ケア等について専門的に取り組む部

門のニーズが高まっていました。それらの社会的なニーズに

お応えするべく、「乳がんを中心とした乳腺疾患」および「甲

状腺疾患を中心とした内分泌疾患」を専門的に診断・治療・

サポートしていく部門が乳腺内分泌外科です。

　乳腺内分泌専門外来に併設し、乳がん看護認定看護師が

担当する外来です。治療やその副作用に関する相談、リンパ

浮腫のケア、補整下着などの情報提供、不安なことや困った

ことを患者さんとともに一緒に考え、対応していきます。全力

で乳がん患者さんとご家族をサポートしますので、お気軽に

ご相談ください。

①乳がん・甲状腺検診で精密検査をするように言われたとき

②乳房にシコリ、痛み、違和感を感じたとき

③乳首から赤～茶色の分泌が出たとき

④首の前が腫れてるなと感じたり、喉の違和感を感じたとき

⑤親族に乳ガン、卵巣ガン、甲状腺ガンなどの方がいる場合

　悩んでいるよりもまず受診を勧めます。

　他院にて通院・治療されている場合でもセカンドオピニオ

ンの希望がある場合には受診を受け付けています。

　病気のことや通院・治療に伴ういろいろなお悩みもご相談

ください。

外科診療部長　片山　和久
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　気になる症状があれば、悩んでいないで早めの受診が大

切です。但し、外来は予約済みの患者さんが優先です。初診

の方がスムーズに受診するためには「かかりつけ医療機関」

を介して専門外来の予約をして頂き、紹介状を持参して頂く

ことがポイントです。詳しくは地域医療連携係までご相談く

ださい。

　専門外来は毎週月、木、金曜日に行っています。

医師

片山和久（外科診療部長）、岡田朗子（外科医長）、

平方智子（外科医長）

看護師

福島加代（乳がん看護認定看護師＆がん看護専門看護師）

◆ メンバー紹介 ◆
私たちがあなたを支えます

放射線治療科の外来診察室が移転しました。
外来診察室リニューアル

　放射線治療装置の更新による改修工事が完了し、放射線治療科の診察室が放射線治療室内に移転しました。
　診察から治療が一か所で可能になり、機器も更新され、よりスムーズで優れた検査・治療環境が整いました。

研修を通じて
当病院での研修

研修医　1年次　本 田　哲 研修医　2年次　髙 田　亮

　大学を卒業し、医師として働き始

めてもうすぐ1年が経とうとしていま

すが、上級医の先生はもちろんの

こと、2年次の研修医の先生達の

姿を見ていて、遠く手の届かない存在の様に感じ、焦

りを感じてしまう反面、すがりついていかなくてはと必

死になっている自分がいます。

　当病院の研修として、基本的な診察の組み立てをは

じめ、専門的な知識や技術など多くのことを学ばせて

頂いております。めまぐるしく変わっていく環境の中で、

多くを学ぶには体力とポテンシャルが必要な気がしま

す。

　その中で、実感していることは、患者さんが自分に

とっての一番の先生であり、患者さんの訴えを第一に

聞くことの出来る救急外来などでの診療が、実力を身

に付ける第一歩であると考えます。まだまだ未熟な私

でも、当病院の研修の中で特徴的であるprimary 

careが、少しずつでも自分に身についていると感じて

います。

　大学６年生の時に、このようなことを実感できる伊

勢崎市民病院での研修を選び、正解であったと思って

います。将来の自分としてはやはり何かの専門的な知

識や技術を身につけ、ある分野でのスペシャリストに

なれるよう今後努力するべきだとは思いますが、まず

は医師として、研修医として身につけるべき、大原則

であるprimary careを日々勉 強し、その中 で

professional treatmentに触れながら、愚直に努力

をし、少しでも成長していきたいと思っています。

二年間の初期研修医を経て思うこと

　学生の頃から、どの診療科に進

むのかという質問を受けることがた

びたびありました。他にも、研修内

容についてや 、そもそも研修医とは

どんな医師なのかなど、研修医という職業については

多くの方が興味を持っておられると感じています。当

病院の研修医は、内科・外科をはじめとしてほぼすべ

ての診療科を一度経験し、その後改めて興味を持った

分野でトレーニングを積むというカリキュラムになって

います。身近な病気についてはどの医師であっても適

切な初期対応ができるよう、このような制度が作られ

ました。私たち二年目の研修医は、来年度以降各専

門科へ所属するため今が大きな分岐点です。今後の

医師人生を考えると、幅広く学ばせていただいたこの

二年間は非常に貴重な期間でした。

　救急外来で診療にあたっていると、本当に様々な訴

えをもった患者さんと出会います。医療の高度化・複

雑化に伴い最新鋭の設備・検査法が現代の医療では

必要不可欠となっていて、それらを駆使できることが

当病院のような総合病院の強みです。しかし、患者さ

んのつらい症状を詳細に聞き取り、丁寧に身体診察す

ることで、最新の検査でも分からない病気を探り当て

る、という経験は稀ではありません。その結果、つら

い症状がとれて笑顔がみられるようになると、私たち

もほっと安心し次も頑張ろうという活力のもとになりま

す。「患者さんは最高の指導医」とよく言われますが、

まさにその通りだと実感する日々です。

～primary careからprofessional treatmentまで～
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をし、少しでも成長していきたいと思っています。

二年間の初期研修医を経て思うこと

　学生の頃から、どの診療科に進

むのかという質問を受けることがた

びたびありました。他にも、研修内

容についてや 、そもそも研修医とは

どんな医師なのかなど、研修医という職業については

多くの方が興味を持っておられると感じています。当

病院の研修医は、内科・外科をはじめとしてほぼすべ

ての診療科を一度経験し、その後改めて興味を持った

分野でトレーニングを積むというカリキュラムになって

います。身近な病気についてはどの医師であっても適

切な初期対応ができるよう、このような制度が作られ

ました。私たち二年目の研修医は、来年度以降各専

門科へ所属するため今が大きな分岐点です。今後の

医師人生を考えると、幅広く学ばせていただいたこの

二年間は非常に貴重な期間でした。

　救急外来で診療にあたっていると、本当に様々な訴

えをもった患者さんと出会います。医療の高度化・複

雑化に伴い最新鋭の設備・検査法が現代の医療では

必要不可欠となっていて、それらを駆使できることが

当病院のような総合病院の強みです。しかし、患者さ

んのつらい症状を詳細に聞き取り、丁寧に身体診察す

ることで、最新の検査でも分からない病気を探り当て

る、という経験は稀ではありません。その結果、つら

い症状がとれて笑顔がみられるようになると、私たち

もほっと安心し次も頑張ろうという活力のもとになりま

す。「患者さんは最高の指導医」とよく言われますが、

まさにその通りだと実感する日々です。

～primary careからprofessional treatmentまで～
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「臨床検査技師の仕事」

花粉症の原因と予防

　花粉症は、全国的には４人に1人が罹患しているといわれるほど、よく耳にする病気のひとつです。なかで
も、群馬県は罹患率が高く、３人に１人といわれています。これからの時期は、症状に悩まされる方も多いと
思います。
　花粉症は、スギやヒノキなどの花粉（原因物質＝アレルゲン）に対するアレルギー反応によって起こりま
す。花粉に接触するたびに、体内に抗体が蓄積されます。個人差があるものの、それがある水準に達して症
状が出ます。大量の花粉に出会うと、体が花粉に対する抗体を産生しやすくなります。本来は体を守るはず
の抗原抗体反応が、花粉などの異物に対して過剰にはたらいてしまい、鼻汁・くしゃみ・鼻閉、目の充血・か
ゆみなどの症状をひきおこします。これまで軽症であった方も、花粉をたくさん吸い込んだり、目に入ったり
すると、症状が出やすくなります。
　このため、まず、花粉から避けることが重要です。マスクやメガネの着用、ふとんの外干しを避けることな
ど、一般的な対策ですが、アレルギー性鼻炎の診療ガイドラインにも記載されている重要な対策です。ま
た、外出後のうがいや洗顔も効果があります。洋服も、花粉が付着しやすいもの、たとえば毛織物は避けた
ほうがよいでしょう。お茶やヨーグルトなどの食べ物が効果的といわれていますが、実際の効果の程度は、
まだよく分かっていません。
　しかし、実際に花粉との接触を断つことは難しく、症状を完全に抑えることも難
しいため、症状の程度に応じた治療が必要になります。２月に入ると、症状の出る
方が多いと思います。今年は、例年よりも花粉の飛散が多いと予想されています。
上記の予防をおこなって、乗り切りましょう。

　皆さんは臨床検査技師という技術者をご存知だろう
か？
　臨床検査技師になるためには専門学校（３年）また
は大学を卒業後、国家試験に合格しなければならな
い。多くの検査技師は病院で働いているが、保健所、
民間および公的な研究所、検査センターなど多方面で
も活躍している。
　病院での仕事は検体検査と生理学的検査に分けら
れるが、検体検査は複数の分野の業務に分類される。
一般検査は尿中のタンパク質や糖、血液の有無など
を調べ、血液検査は血液中の白血球や赤血球を数え
て、炎症の存在や貧血の程度を検査している。また生
化学検査は肝臓、膵臓、腎臓、甲状腺などの機能や
働きを検査し、免疫検査は血液を用いて肝炎ウイルス
や梅毒などの感染症関連検査、また癌などの時に数
値が高くなる腫瘍マーカーなどの検査をしている。細
菌検査は尿、便、喀痰、血液などの中から病気の原因
を引き起こす細菌を特定し、その細菌に対して効果の

ある抗生剤を見つけている。
　更に病理検査は採取された組織や細胞を染色して
観察し、癌などの異常細胞の有無を検査し、輸血検
査は血液型の判定や、輸血する際の安全性の確認を
行っている。また最近は遺伝子検査も増加している。
　一方生理学的検査とは心電図などを検査して心臓
の異常を調べる循環器系検査、身体に超音波を当て
て各種臓器の状態を調べる超音波検査（エコー検査）、
息を吸ったり、はいたりして呼吸器系の状態を調べる
呼吸機能検査、頭皮上に電極をつけてα波、β波など
の電気信号を調べる脳波検査などがあり、身体を直
接に対象とすることが大きな特徴である。
　つまり臨床検査技師の仕事を表現すると「人の命
を測る」仕事である。
　現在の医療はチーム医療を基本としており、医師を
中心に多職種の職員が互いに協力しながら患者さん
の診断、治療に全力であたっているが、臨床検査技師
もそのスタッフの一員である。
　　　　　  （文　中央検査科技師長　毛利　尚毅）

耳鼻いんこう科　医長　工藤　毅

笑顔を支える
～緩和ケア病棟紹介～

　当病院の緩和ケア病棟は平成21年に開棟し、

これまで約750人の患者さんが入院されていま

す。

　緩和ケア病棟は、治癒を目的とした治療が終

了した患者さんに対し、痛みやそのほかの症状

のコントロールをしながら、生活の質を維持し

つつ安らかに日々の生活が送れるような支援を

目的とした病棟で、がんとエイズの患者さんを

対象としています。

　がんと言いますと、どうしても「痛み」を連

想される方が多いと思いますが、ほとんどの方

は、筋力低下を始めとして日常生活動作が不自

由になります。このような「不自由さ」を感じ

始めた時が、これからの療養先を選択し始める

好機なのではないでしょうか。

　この４年間､患者さんと接して感じることは

「家（ご自宅）」の素晴らしさです。それは何

ものにも代え難いものなのでしょう。昨今は、

訪問看護・介護保険の充実などにより、長期の

在宅療養が可能となってきました。当病院にお

いても、家での生活が可能な間は緩和ケア内科

外来で症状緩和を図り、困難となった時は緩和

ケア病棟に入院、症状が落ち着き、環境が整え

ば再び家へ帰る、といった、「行ったり来た

り」の療養をお勧めしています。

　緩和ケア病棟では、がんを治すことを目的と

した治療は行いませんが、「普通」の生活がで

きるだけ「普通」に送れるよう、痛みや苦痛を

和らげる効果的な治療と、ひとりひとりの人間

性を大切にした看護と精神的な支援で、少しで

も患者さんとご家族の笑顔の支えになることを

目標にお手伝いさせていただいています。

　スタッフから詳細な説明を受けながら、病棟

の見学ができます。また、治療中の方でも可能で

すので、興味のある方はお問い合わせください。




