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はじめに
　近年、医療技術の進歩に伴い、医療に関わる情報は増加の一
途をたどっています。その進歩のスピードも速く、医療を受ける
立場として、その全てを理解するのは困難と言わざるを得ません。
　実際、医療を受ける場面では、医師、看護師などから説明を
受けることになるのですが、よく「言葉の意味が難しく分から
ない」という声を耳にします。医療現場では、説明に出てくる
医療用語の全ての解説をするのは時間的に困難であり、治療に
直接関わる用語の説明に限られることが多いという現状です。
　患者さんあるいはそのご家族が、より安全な医療を受けるため
に、医師、看護師等からの説明に使われる医療用語を理解して
いただく手助けになるものがあればと考え、当センター医療安全
推進チームで「知っておくと便利　医療用語」の作成をしました。
　このような試みは初めてであり、今回掲載されている用語は、
特に専門性が高いものではなく、病状説明の場などでよく出て
くる用語、また詳しい説明なく使われている用語を主に選択し
ています。本書に掲載されていない用語や専門性の高い用語に
ついては是非、主治医に尋ねていただければと思います。
　本書がきっかけになり、県民の皆さんが医療により関心を持
っていただく機会になることを切望してやみません。また、本
書に掲載されていない用語で、「病院でよく聞く言葉であるが
意味がよく分からないので知りたい」という用語がありました
ら、当院までご一報いただけますと幸いです。
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悪
あくせい

性リンパ腫
しゅ

　血液のがんで、リンパ系組織から発生する悪
あくせい

性腫
しゅよう

瘍です。リンパ
系組織は全身を巡っているため、外科手術による切除は行わず、主
に放射線療法および化学療法を行います。診療科目は血液内科（成
人病センターでは血

けつえき

液・腫
しゅよう

瘍内
な い か

科）や耳鼻咽喉科などです。

インスリン

　膵
すいぞう

臓（胃の後ろ側にある臓器）という臓器で作られ、血糖値を低
下させるホルモンのことです。血液中のブドウ糖をエネルギーとし
て利用する時に必要となります。その量が不足したり働きが低下す
ると糖尿病になります。糖尿病の治療に使用することがあります。
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院
いんない

内感
かんせん

染

　病院の中で、患者がもともとかかっていた病気とは別の病気に感
染することです。医療機関においては衛生環境を徹底し、手洗いや
手指消毒の基本的な感染予防対策を徹底することが重要です。成人
病センターにおいても「感染管理室」を中心に院内感染防止に努め
ています。

インフォームドコンセント

　治療方法の内容などについて医師からよく説明を受け理解したう
えで、その方針に同意することです。医師が治療方法を決定するの
でも、患者さんにすべてを決定してもらうわけでもなく、共に考え
る医療です。
　本人と家族の希望が食い違うことは稀

まれ

ではありませんが、インフ
ォームドコンセントの原則では患者本人の意思が最優先されます。
しかし現実的にはこれからの闘病においては家族の理解と援助も必
要であり、可能な限り家族へのインフォームドコンセントも必要と
されています。
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インフルエンザ

　インフルエンザウイルスが体の中に入って細胞で増える（感染）
と数日後に熱が出たりのどが痛くなったりするインフルエンザの症
状があらわれる（発症）呼吸器の感染症です。
　日本では主に冬期に流行します。インフルエンザウイルスは
A,B,C型に分けられ、大流行を起こすのは主にA型とB型ウイルス
です。主な症状は、急激な高熱、強い悪寒、頭痛、筋肉痛や全身の
だるさなどです。
　インフルエンザウイルスに抗生剤は効きませんが、特に高齢者や
体の弱っている方はインフルエンザにかかることにより細菌にも感
染しやすくなっています。このため、細菌に感染することによって
おこる肺炎、気管支炎などの合併症に対する治療薬として抗生剤等
が処方されることがあります。

インフルエンザワクチン

　インフルエンザワクチンには発症をある程度おさえる効果がみと
められています。（感染したら必ず発症するわけではなく、症状が
出ないまま済んでしまう人もいます）また、かかっても重症になる
（肺炎や脳症などの重い合併症があらわれる）ことを防ぐ一定の効
果が期待できるほか、周りの人に感染が広がるのを抑える効果も期
待できます。ただ、「ワクチンをうったからインフルエンザにかか
らない」と考えず、手洗い、うがい、咳エチケットなど、基本的な
対策とあわせ予防に努めてください。インフルエンザの流行は１月
上旬から３月上旬が中心であること、またワクチン接種による効果
が出現するまでに２週間程度かかることから、毎年12月中旬まで
にワクチン接種を受けることが望ましいと考えられます。
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ウイルス

　ウイルスは、病原体の一種で、細菌よりもずっと小さく、電子顕
微鏡でやっと見える位の大きさです。
　他の生物の細胞を利用して、自己を複製させることができます。
　また、遺伝子の突然変異により簡単に性質を変えることができま
す。
　冬期に流行時期となるインフルエンザウイルスやノロウイルスは
よく知られています。

うつ病
びょう

　「抑
よく

うつ状態（極端に内向的になるなど）」と「興味・喜びの喪失」
という二つの症状が中心です。食欲もなく口数が少なくなり、学校・
会社・部活動も休みがちになり外に出たがらなくなります。
　患者本人の意志ではどうにもならないもので、原因はストレスや、
薬の影響、環境の変化などが考えられます。
　治療方法は薬による方法や、カウンセリング、環境の改善など、
総合的に行う必要があります。
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炎
えんしょう

症

　体が何らかの有害な刺激（ばい菌が入った、など）を受けたとき
にこれを取り除こうとして体を守ろうとする反応のことです。赤み
がさすこと、痛いこと、はれていること、熱をもつことが炎症の特
徴です。

潰
かいよう

瘍

　何らかの原因のために、粘膜や皮
ひ ふ

膚の表面が熱を持ち、赤く腫れ
たり痛んだりしてできた傷が深くえぐれたようになった状態のこと
です。潰瘍より軽度の状態を糜

び ら ん

爛と言います。
　潰瘍が起きる主な原因は、血液循環が悪いこと、物理的、化学的
な刺激やストレスなどです。
　胃に起これば胃

いかいよう

潰瘍、十
じゅうにしちょう

二指腸に起これば十
じゅうにしちょう

二指腸潰
かいよう

瘍、皮
ひ ふ

膚に
起これば皮

ひ ふ

膚潰
かいよう

瘍などと言います。
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化
か が く

学療
りょうほう

法

　薬を使ってがんを治療することをいいます。注射や内服によって
がん細胞が増えるのを抑えたり、がん細胞を破壊したりします。
　手術でがんを切り取る前後や放射線治療などと組み合わせて行う
場合もあります。
　　　　　　

カテーテル

　心臓や血管の病気の検査・治療などを目的に、血管などの中に挿
入する管のことです。カテーテル検査、カテーテル治療という言葉
もよく聞かれます。
　鼠

そ け い ぶ

径部（太ももの付け根）や手首、肘
ひじ

の血管に専用のカテーテル
を入れ、そこから遠く離れた脳血管、心臓、肝臓などの検査・治療
に使われます。また体液（血液、尿など）の排出、薬液や造影剤な
どの注入に使われることもあります。
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緩
か ん わ

和ケア

　緩和ケアとは、生命を脅かす疾患による問題に直面している患者
とその家族に対して、痛みやその他の身体的問題、心理社会的問
題、スピリチュアルな（霊的な・魂の）問題を早期から正確にアセ
スメントし解決することにより、苦痛の予防と軽減を図り、クオリ
ティー・オブ・ライフ（生活の質、生命の質）を向上させるための
アプローチである。（WHO(世界保健機関) による緩和ケアの定義
（2002年））
　簡単に言えば、がん医療における緩和ケアとは、つらくないよう
にがんと付き合っていくための方法です。
　さらに、下記のような広い側面を持っています。
・痛みやその他の苦痛な症状から解放する。 
・生命（人生）を尊重し、死ぬことを自然な過程であると認める。 
・死を早めたり、引き延ばしたりしない。 
・患者さんのためにケアの心理的、霊的側面を統合する。 
・患者さんが人生をできる限り積極的に生きてゆけるように支える。
・ 患者さんの家族が、患者が病気のさなかや死別後に、生活に適応
できるように支える。 
・ 患者さんと家族のニーズを満たすためにチームアプローチを適用
し、必要であれば死別後の家族らのカウンセリングも行う。 
・ クオリティー・オブ・ライフ（生活の質、生命の質）を高めて、
病気の過程に良い影響を与える。 
・病気の早い段階にも適用する。
延命を目指すそのほかの治療(化学療法・放射線療法など)を行って
いる段階でも、それに加えて行ってよいものである。
病院によっては「緩和ケアチーム」が設置されていたり、在宅でも
訪問医療などの形で積極的に緩和ケアを取り入れている診療所や訪
問看護ステーションなども増えています。
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既
き お う れ き

往歴（既
きおうしょう

往症）

　これまでにかかった病気（虫垂炎など自身で軽かったと感じる病
気も含まれます）や手術のことです。現在の病気の診断や治療法の
選択に重要な手掛かりとなります。
　大きな病気だけでなく、薬の副作用、アレルギー、交通事故、出
産経験、健康状態なども含まれます。
　その中でも、現在の薬の内服状況、さらに今までの薬の内服状況
（前述の通りアレルギーや副作用についても）は非常に重要な情報
となりますので、「薬手帳」などの携帯が勧められます。

狭
きょうしんしょう

心症

　動
どうみゃく

脈硬
こ う か

化などにより、心臓の筋肉に酸素やエネルギー源をおくる
血管の血のめぐりが悪くなり、胸のあたりが締めつけられるような
痛みが起こる病気です。
　狭心症を発症しないためには、動

どうみゃく

脈硬
こ う か

化が進行しないよう、肥満
の防止、コレステロール値の改善、血圧・血糖値の適切なコントロ
ール、禁煙などに注意することが大切です。過度のストレスを避け、
定期的に運動するなどして、リラックスを図りましょう。
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言
げん

語
ご

聴
ちょうかく

覚療
りょうほう

法

　普段私たちは、何気なく家族や近所の方たちと話をしたり、食事
をしています。この二つのことは、日常生活にとって大きな楽しみ
にもなっています。日常のコミュニケーションの機能や食べる機能
に障害があると、こうした何気ない楽しみが奪われてしまいます。
　言

げん

語
ご

聴
ちょうかく

覚療
りょうほう

法では、そのような障害のある方に機能の回復や維持
に必要な訓練や相談・助言を行っています。また、ご家族の方もお
気軽にご相談ください。

抗
こうきん

菌薬
やく

（抗
こうきん

菌剤
ざい

・抗
こうせいぶっしつ

生物質）

　細菌を退治する化学物質（抗生物質）から作られる薬です。細菌
による感染症の治療に用いられます。抗生剤ともいいます。細菌に
よる感染症の治療に用いられます。抗菌薬は細菌には効きますが、
ウイルスには効きません。
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膠
こう

原
げんびょう

病

　体の中で敵から自分を守ってくれている物質が何らかの原因によ
って自分の体の中のある部分を敵と間違えて攻撃するようになって
おきる病気です。リウマチ性疾

しっかん

患（関節や筋肉に痛みやこわばりを
きたす病気）
　自

じ こ

己免
めんえき

疫疾
しっかん

患（免
めんえき

疫※１に異常がみられる病気）
　 結

けつごう

合組
そ し き

織疾
しっかん

患（細胞間の結合組織※２に異常をきたす病気）
　が重なりあったものです。

※１　免疫・・・・ ある病気に一度かかってしまうと以降は軽くす
んだり、かからなくなったりすること。

※２　結合組織・・ 体の中で細胞同士を結びつけたり細胞に栄養を
取り込んだりする組織のこと。全身に行き渡っ
ており、間接や皮膚、血管に多くあります。
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誤
ご え ん

嚥

　本来は食道を通って胃の中に入らなければならないものが、誤っ
て気管内に入ってしまうことです。加齢や脳卒中（脳出血・脳

のう

梗
こうそく

塞
など）などを原因として、物を飲み込む反応や喉の奥を刺激すると
吐こうとする反応、咳をする反応が悪くなり誤嚥しやすくなります。
飲食物だけでなく唾

だ え き

液が気管内に入る場合もあり、その際、口から
肺に細菌が入って病気を引き起こすきっかけになります。（肺炎や
呼吸困難、窒

ちっそく

息など）誤嚥を防ぐ対策としては、口
こうくう

腔ケア※、食事
の工夫や、姿勢、その他食べ物をかむ力や飲み込む力の低下を防ぐ
などの方法があります。

※口腔ケア・・・ 虫歯や歯周病などの病気治療・予防・入れ歯の手
入れ、ものをかんだり飲み込んだり飲み下したり
する訓練など、歯と口から健康を維持、推進して
いく総合的な医療と介護のことです。 



日常生活の道具等を使用して
訓練を行います。
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作
さぎょう

業療
りょうほう

法

　こころや体に何らかの障害や不都合がある、またはこの先起こり
うる可能性があることで、日常生活や社会生活に支障をきたす場合
があります。そのことに対して、いろいろな活動を通して、心身の
問題や生活の困難さを改善していくことを目的として行います。
　作業療法の大きな特徴は「作業活動」を訓練に用いることです。
作業活動とは、食事や着替えなどの普段の生活の中で行うさまざま
な動作をさします。また、体の問題そのものの訓練だけでなく、そ
の人の生活しやすい環境を一緒に考える相談にも応じています。
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心
しんきん

筋梗
こうそく

塞

　動
どうみゃく

脈硬
こ う か

化により心臓の血管の血のめぐりが悪くなったり、狭
きょうしんしょう

心症
が進行したりして最終的に血が流れなくなり心臓の筋肉が破壊され
てしまう状態です。「痛い」よりも「胸が苦しい」「胸が重い感じが
する」などと訴えることが多いです。
　突然重大な症状に陥ることもあるため早急に入院治療することが
必要です。

心
し ん り

理療
りょうほう

法

　こころに悩みを抱えている人に対し、対話により心理的内面から
治療や支援を行うことをいいます。
　成人病センターでは、こころに悩みを抱える人、病気やけがなど
で不安を抱えている人、およびその家族などへ心理療法を用いた面
談、こころの教育、などを行っています。その中で、地域医療サー
ビス室内にあります「がん相談支援センター」では、がん患者さん
や、そのご家族のがんに伴う様々な心の悩みについて相談を受けて
います。
　また、リハビリテーションが必要となる人に対してはリハビリテ
ーション科において心理検査、認知訓練を実施しています。
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セカンド・オピニオン

　今かかっている病気やその治療方法について理解を深め、また十
分に納得するために主治医以外の医師に意見を聞くことです。複数
の専門家の意見を聞くことで、自分自身で納得して治療方法を選択
することができます。
　セカンド・オピニオンを求める場合、まず現在の主治医に希望す
る病院への紹介状（これまでの治療経過や病状の推移を記したもの
で診

しんりょう

療情
じょうほう

報提
ていきょうしょ

供書といいます。）を作成してもらいます。紹介先を
受診した後も、同様の検査を行うことがあります。
　病院によっては、セカンド・オピニオン外来が開設されています。
（成人病センターにおいても開設しております。）その場合は「診療」
ではなく「相談」になるため、健康保険給付の対象とはならず、全
額自己負担（自費診療）となります。



－　－18

対
たいしょう

症療
りょうほう

法

　病気の原因を取り除くのではなく、病気によって起きている症状
を和らげたり、なくしたりする治療法をいいます。例えばがん治療
の場合、苦痛となる症状を和らげることで、日々の生活を快適にす
ることができ、充実した時間を過ごすことに役立ちます。それに対
して、病気そのものや、その原因を治す治療を原因療法といいます。
　対症療法と原因療法とが同時に行われることもあります。
　対症療法は、一時しのぎと勘違いされることもありますが、この
ように大変効果があります。

糖
とうにょうびょう

尿病

　血液の中には体に必要なエネルギー源であるブドウ糖がありま
す。その血液中のブドウ糖の濃さが必要以上に高くなる病気です。
自覚症状はありませんが、そのままにしておくと全身の様々な血管
が徐々に破壊されていき、目、腎

じんぞう

臓等全身のあらゆる臓器に重大な
障害を及ぼすことになります。
　日本では、日本糖尿病学会が2010年７月に新しい診断基準を設
けました。下記のいずれかを満たせば「糖尿病型」とされています。

空腹時血糖
(mg/dl)

75gOGTT
2時間後

血糖 (mg/dl)
随時血糖値
(mg/dl)

HbA1c(％ )
（JDS値）

糖尿
病型 126以上 200 以上 200 以上 6.1%以上（国際標

準では 6.5％以上）

　詳細に関しては医師に説明を受けてください。
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動
どうみゃく

脈硬
こ う か

化

　血管が、年齢とともに老化して、弾力性を失って硬くなった状態
です。血管の内側に様々な物質がこびりついて、血管が狭くなり厚
くなった状態です。この状態が続くと最終的には動脈内の血液が流
れなくなって、狭

きょうしんしょう

心症、心
しんきん

筋梗
こうそく

塞、脳
のう

梗
こうそく

塞などの危険な病状を引き
起こすことがあります。

頓
とんぷく

服

　食前、食後などの決まった時間ではなく、症状が出て必要になっ
た時に薬を飲むことです。「頓

とんぷく

服薬
やく

」とは、そのようにして飲む薬
のことを言います。
　例えば、痛い時に飲む鎮痛剤（痛み止め）、高熱が出た時に飲む
解熱剤（熱冷まし）などがあります。
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熱
ねっちゅうしょう

中症

　外気の高温多湿の状態に長時間さらされたために体温調節がうま
くいかなくなり、急に高熱がでたり意識不明になったりする病気で
す。
　梅雨の合間に突然気温が上がった日や、梅雨明けの蒸し暑い日は、
体がまだ暑さに慣れていないためよくおこります。
　夏に多い病気ですが、他の季節でも起きます。体力や年齢にかか
わりなく、また室内でも起きます。服装を工夫する、こまめに水分
や塩分の補給を行うなどの対策をしましょう。

脳
のう

卒
そっちゅう

中

　脳の血管の障害により手足の麻
ま ひ

痺や意識障害など様々な症状を起
こします。脳

のう

梗
こうそく

塞（脳の血管がつまる）、脳
のうしゅっけつ

出血（脳の動脈がきれる）、
くも膜下出血（脳

のう

動
どうみゃく

脈瘤
りゅう

がやぶれる）が主なものです。一度発病す
ると意識障害、麻

ま ひ

痺、言語障害を後遺症として残し、場合によって
は命にかかわることもあります。高血圧や糖尿病の管理をすること
や、禁煙、過量飲酒を避ける、適度な運動をするなどの生活習慣の
改善が予防に役立ちます。



－　－21

敗
はいけつしょう

血症

　肺炎などすでに感染を起こしている場所から血液中に病原体が流
れ込み、全身に回り、体の抵抗力が負けて肺や腎

じんぞう

臓などの臓器が冒
される病気です。
　発熱や頭痛などをおこしますが、重症の場合には逆に低体温にな
ることもあります。治療が遅れると命にかかわるため早めに治療す
る必要があります。

貧
ひんけつ

血

　血液の中の赤血球やその中の色素であるヘモグロビンが減った状
態をいいます。赤血球やヘモグロビンは全身に酸素を運ぶ働きをし
ているため、不足すると酸素が足りない状態となって、疲れやすく
なり、めまいや息切れなどの症状が現れます。
　体のどこかで出血している場合だけでなく、赤血球をつくること
ができない、または赤血球が壊されているなどの原因が考えられま
す。
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副
ふ く さ よ う

作用

　医薬品の使用による有害な反応や、医薬品の使用によって生じた
治療に役立たない働きのことをいいます。
　どのような薬も、目的にあった働きとそうでない働きをします。
副作用には害のあるものもあれば害のないものもあります。薬を必
要以上に飲み過ぎた場合にでる副作用もありますので、決められた
用法用量を守ってください。また、過去の薬の副作用（アレルギー
も含む）歴は手帳等に記載して携帯しておいた方が便利です。薬を
飲んで体調の変化をきたした場合には、主治医に相談してください。

プライマリ・ケア（プライマリーケア）

　普段からどのような病気でも診察してくれ、相談にも乗ってくれ
る身近な医師による総合的な医療のことです。診察により、診断を
つけ治療したり、特定の専門家の受診へとつなげる役割もあります。
プライマリ・ケアを行う医師は、各臓器別専門診療科別の専門医（ス
ペシャリスト）と区別して、総合医（ジェネラリスト）と呼びます。
　「家庭医」、「総合診療医」、「総合内科医」などとも呼ばれ、在宅
診療や地域の保健・予防など住民の健康を守る役割も担っています。
また、地方における医師不足の昨今、今後もプライマリ・ケアの重
要性が増すと考えられています。



放射線治療装置：
Novalis Tx 画像データをもとに病巣部に放射線を照射します。
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放
ほうしゃ

射線
せん

治
ちりょう

療

　放射線治療は手術、化学療法と並んでがんに対する三大治療とい
われ、がんの代表的な治療法です。エックス線や、電子線などの
電
で ん じ は

磁波をがん細胞へ照射することによって、がん細胞を死滅させる
方法です。放射線治療はがん細胞が細胞分裂を行っているときに照
射することで、がん細胞を死滅させることができます。
　放射線治療について手術をする場合と比較すると
①患部を切除しないで治療するため、身体の形態や機能を失わない。
② 身体的な負担が少なく、高齢者や合併症で手術が困難な人にも適
用できる。
③がんの種類によっては、手術と変わらないほどの効果がある
④切除することが不可能または困難な部位にも適用できる。　
⑤治療期間中の症状の変化に応じて、治療計画を修正できる。
⑥外来通院で治療できる。
　という利点があげられますが、病

びょうそう

巣周辺の正常組織に放射線が照
射される事によって放射線障害を発症することがあります。放射線
治療の利点に比べるとこの影響は小さいものと考えられます。
　詳細は、治療前に専門医の診察を受け、説明を受けてください。
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ポリープ

　胃や腸の内側にできる「いぼ」や「きのこ」のような形の「できもの」
のことです。声帯や鼻の粘膜や皮

ひ ふ

膚にできる場合もあります。良性
のものと悪性のものがあります。今後、悪性のものに変化するおそ
れがあると診断された場合には手術や薬を使って取り去ります。
　ポリープが小さなうちに内

ない

視
し

鏡
きょう

※を用いて取り去る方法もありま
す。

※内
ない

視
し

鏡
きょう

・・・ 口、肛門、鼻から先端にレンズのついた管を体の中
に差し入れて、胃や腸など体内の様子を観察し、場
合によっては処置・治療をする医療機器です。
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メタボリックシンドローム

　内臓に脂肪がたまることにより、代謝の働きが正常でなくなるこ
とが原因で様々な病気を引き起こされる状態のことをいいます。引
き起こされる病気は、高血圧、肥満、脂質異常症（高

こう

脂
し

血
けっしょう

症）、糖
尿病など生活習慣病といわれるものです。
　１つ１つの症状が重くなくても自覚症状がないまま病気が進行し
心筋梗塞など危険な病気につながります。食事療法による摂取カロ
リーの適正化や脂肪燃焼を促すための運動療法が大切です。

予
よ ご

後

　手術や病気、創
そうしょう

傷（きず等）の回復具合やその見通しのことです。
「予後が良い」「予後良好」とは見通しがよいことを、「予後が悪い」
「予後不良」は見通しが悪いことを表します。治療を行った後に、
様々な判断材料によって病状がどのような経過をたどるかを予測し
て見通しをたてます。
　同じ病気でも、生存のみを考える場合は生命予後、機能に関する
後遺症が残るかどうかを考える場合は機能予後という用語を用いま
す。例えば、「脳卒中の生命予後は必ずしも悪くないけれど寝たき
りになるなど機能予後の問題は大きい」といった使い方をします。



様々な器具を使って体操や歩行練習な
どを行います。
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理
り が く

学療
りょうほう

法

　さまざまな原因で、起き上がったり、座ったり、立って歩いたり
などの動作が不自由になると、ひとりでトイレに行けなくなる、着
替えが出来なくなる、食事が出来なくなる、外出が難しくなるなど
日常生活に不便が生じます。
　誰しもが、これらの動作を人の手を借りずに行いたいと思うこと
は自然なことです。このような日常生活の動作を改善することによ
って、その人の生活の質をよりよいものにすることを目的として行
います。
　体操や歩行練習などの運動、体を動かしやすくしたり痛みを和ら
げるための温熱治療や電気治療などの手段を用いて日常生活がより
良く安全に送り続けることが出来るように行われる治療法です。
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リハビリ（リハビリテーション）

　病気やけがが原因でこころや体に問題が生じたり、生活に支障が
生じたときに、その人の心身とその人が生活する環境を対象に、問
題の解決に向けた取り組みを行う方法をいいます。
　どの問題に対しても誰か一人の力で解決するのではなく、それぞ
れ専門知識を持った多くの職種が、ともに考え、解決に向けて取り
組んでいきます。
　一般的に「リハビリ（リハビリテーション）」と言えば、病院や
診療所などで専門職が行うリハビリテーション思い浮かべる方が多
いかも知れません。このような「医学的リハビリテーション」だけ
でなく、学校等の教育分野でのリハビリや職業復帰などの職業リハ
ビリ、社会福祉分野で行われる取り組みも、医学的リハビリ以上に
重要です。
　成人病センターでは、主として理学療法、作業療法、言語聴覚療
法、心理療法を実施しています。

臨
りんしょう

床検
け ん さ

査

　病気の診断や治療効果判定、予後の推測のために必要な検査で、
身体から血液や尿などを採取して各種分析を行う「検体検査」と、
身体に直接触れなら各検査装置を用いて病気の有無やその程度を調
べる「生理機能検査」に分けられます。
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○検体検査　
　　一般検査……… 尿や便などを調べて、腎臓や消化器の異常をチ

ェックします。
　　血液検査……… 貧血や炎症の程度、凝固（止血）機能について

調べます。
　　生化学検査…… 糖質、たん白質、酵素、ホルモン、ビタミンな

ど各種化学物質および腫瘍マーカーなどを測定
します。　

　　免疫血清検査… 感染症（B型肝炎、C型肝炎など）や自己免疫
疾患の判定、アレルギーの原因物質の特定など
を行っています。

　　微生物検査……痰
たん

、尿、血液などに病原体（細菌やウイルスな
ど）がいないかどうかを調べたり、どの薬剤が
効くかを調べたりします。

　　輸血検査………安全な輸血を行うための検査を行っています。

○生理機能検査　　　
　　心電図検査……狭心症や不整脈など心臓に関する検査。安静心

電図（安静な状態で心電図をとること）、負荷
心電図（運動後の心電図をとること）、ホルタ
ー心電図（24時間の心電図をとること）など
を行っています。

　　超音波検査……腹部、心臓、血管、乳腺、甲状腺などを画像と
してとらえて異常がないか調べます。

　　脳波検査………意識消失発作などの原因について調べます。
　　呼吸機能検査… ぜんそくや肺気腫など呼吸器について調べます。
　　平衡機能検査…メニエール病など平衡機能について調べます。
　　睡眠時無呼吸検査…終夜の呼吸や脳波を記録し、睡眠時無呼吸の程

度や種類を調べます。



CT　機器
SOMATOM Defi nition AS

ＭＲＩ　機器
MAGNETOM　Aera

－　－29

C
シーティー

T (コンピューター断
だんそう

層撮
さつえいほう

影法)

　身体の外からエックス線をあてて通り抜けたエックス線の量（強
さ）により、臓器の形を画像化（体を輪切り状態にした断面像）す
る検査です。体を横にした状態でドーナツ状の機械の中を通って撮
影をします。検査時間は短く、痛みもありません。また骨や臓器を
比較的短時間で画像化することができます

M
エムアールアイ

R I（核
かく

磁
じ き

気共
きょうめい

鳴画
が

像
ぞう

法
ほう

）

　磁気を利用して体を輪切りにしたような画像が得られる検査です。
　体を横にした状態で、機械の中に入り撮影します。
　エックス線などの電

でんりせい

離性放
ほう

射
しゃせん

線を使用しないため、放射線被ばく
がないと考えられています。一般的にはCTより検査時間が長くか
かります。
　その他にも病気によって様々に行われることがある検査ですの
で、主治医に相談質問してみてください。



PET機器
ADVANCE

PET-CT機器
TruePoint Biograph16
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P
ペ ッ ト

ET(陽
よ う で ん し

電子放
ほうしゃ

射断
だんそう

層撮
さつえいほう

影法)　

　陽
ようでんし

電子という放射線を出す薬を注射して体から出てくる放射線を
PET装置で撮り、画像化して病気を診る検査法です。外観はCTに
似ていて、短いトンネルの中に入り約30分で検査を行うことがで
きますが、検査前には、絶食（４～ 5時間）することや、注射後の
待ち時間（約１時間）が必要になります。
　FDGという薬を使ったPET検査は基本的にすべてのがん診療に
おいて欠くことの出来ない必須の検査として術前診断、治療の効果
判定、再発の診断などで幅広く用いられています。
　成人病センターでは、PETとCT両方の機能を併せ持つPET-CT
を導入しています。PET-CTでは、がんの存在だけではなく、位
置や形状を把握できると同時に体内の様子を撮影することができる
ため、がんの正確な位置や大きさ、状態の把握が可能です。
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