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●第12回秋祭りを開催しました（レクリエーション委員会）

●地域講演会を開催しました！（サービス向上委員会）

～生活の中の感染予防・対策～

●大事なお知らせ
●食事嗜好調査（栄養科）

-特集-
ＣＴとＭＲＩのちがい（放射線科）
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ＣＴとＭＲＩのちがい
放射線科

外観の違い

少し前に放射線技師を主人公にしたドラマが放映され、ドラマの中で放射線技師が撮影機器を使っ

て検査を行うシーンが多く見られました。胸や骨の撮影をする一般撮影装置や、マンモグラフィ装置

、透視撮影装置など病院によって違いはありますが様々な機器を使って私たちは撮影を行います。

今回は、その機器の中からＣＴとＭＲＩについて簡単にではありますが説明させていただきます。

ＣＴとＭＲＩは大雑把に言うと外観は同じ様に見えますが大きく違うところがあります。

『ＣＴはＸ線を使って検査をして、ＭＲＩは磁石と電波使って検査をします。』

勿論、様々なメディアで病気・病変の見え方がそれぞれの機器で違うことが取り上げられているので、

皆様もご存知ではあると思いますが、ＭＲＩは被爆が無いから善く、ＣＴは被爆が有るから悪い訳では

有りません。一見、同じに見える外観ですが、本体内部にも大きな違いがあります。

ＣＴはＸ線 ＭＲＩは磁石と電波（磁気）

ＣＴとＭＲＩですが外観は、よく似ています。検査用の寝台、本

体には丸くて大きな穴があり、寝台に寝て穴をくぐるように撮影

します。ただ、ＭＲＩはＣＴより穴の部分が筒のように長く頭か

ら中に入ると閉塞感が強く感じられます。またＭＲＩは検査中に

工事現場のような音がします。（現行機種の中には音が小さくなっ

た機種もあるそうです）

ＣＴ ＭＲＩ



ＣＴとは

Computed Tomographyの略

Computed ＝ コンピュータを利用する

Tomography  ＝ 断層撮影

コンピュータを利用して断面を撮影する装置です。
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磁気を使用したＭＲＩ

●MRIは穴の外側に大きな磁石があり内側に電波を照射するコイルがあります。（上下に磁石

を設置したタイプもあります）物質を強力な磁場の中に置き特定周波数の電波を照射すると物

質内の水素原子が一定方向を向き、暫くして電波を切ると各組織はそれぞれの速度で元の安定

した向きに戻ります。その速度差を受信コイルで観測して計算し画像化します。

Ｘ線を使用したＣＴ

●ＣＴは前述したとおりＸ線を使用しますので、Ｘ線を発

生・照射する管球と検出器が対となり体の周りを高速回転

し、各部位ごとのＸ線が物体を通過する際に吸収され減弱

した差を計測、コンピュータで計算して画像化します。

MRIとは

Magnetic Resonance Imagingの略

Magnetic ＝ 磁気をつかって

Resonance  ＝ 共鳴させ

Imaging       ＝ 画像化

MRIもコンピュータを利用して分析・計算しています。

Ｘ線球体

Ｘ線

抽出器

磁石
受診コイル

電波

照射コイル

磁場

電波

以上、かなり簡単に、かつ駆け足での説明となりました。医療機器の進歩で

身近にCTが増え、MRIを設置している病院も増えています（当院にMRIはあ

りませんが）、どちらの機器も病気の発見・診断に役立つ機器です。

ＣＴ・ＭＲＩを使い分けて病気の早期発見に役立てています！
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第１２回

秋祭りを開催しました！（レクリエーション委員会）

懐かしい曲5曲を演奏しました

🎵

🎵

🎵

🎵

🎵

令和元年9月7日（土）に第12回秋祭りを開催しました。今回は新たな試みとして地域の演芸ボラン

ティア「きり組」様のご協力を頂き、当院音楽部の生演奏と和太鼓演奏の二部構成で行いました。

会場では紅白幕、ちょうちんを使い装飾し、職員はハッピや柄Ｔシャツを着て演奏に合わせダンスや寸

劇でお祭りを盛り上げました。また屋台では「わたあめ」の提供、手芸部による展示など様々な職種が

協力し合い、患者様・御家族様に楽しんで頂きました。音楽部演奏では毎年選曲には頭を悩ませるとこ

ろですが、懐かしさを感じる「時の流れに身をまかせ」、「上を向いて歩こう」。また皆様で踊って

歌って楽しめる曲としてキャンディーズの「春一番」、ちびまる子ちゃんでお馴染みの「踊るポンポコ

リン」を演奏しました。患者様の中にはマイクを離さず笑顔で歌い続ける方、手拍子やポンポンを振り

リズムをとって演奏を楽しむ方も見られました。そしてメインの和太鼓「きり組」様の演奏は、ご夫婦

で息の合った寸劇や大迫力の喧嘩太鼓など本当に素敵な時間を提供して頂きました。演奏後の皆様の笑

顔や大きな拍手。普段とは違う光景の中、お祭り気分を存分に楽しんで頂けたのではないかと思います。

開催にあたりご協力して頂いた皆様には心より感謝申し上げます。来年度もアンケートより頂いた意見

や反省を活かし、患者様・ご家族様により喜んで頂けるものを企画していきたいと思います。



問1 秋祭りの屋台はいかがでしたか？

問2 音楽部の演奏はいかがでしたか？
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アンケート結果

44%

27%

24%

5%

１．とても良い ２．良い

３．普通 ４．あまり良くない

５．良くない ６．未記入

76%

17%

2%
5%

１．とても良い ２．良い

３．普通 ４．あまり良くない

５．良くない ６．未記入

● 完食しました。とても幸せそうな顔をしていました。

●
患者に合わせた（形態の）あんみつが良かったです。
おいしく頂きました。

●
わたあめは目の前で作る演出があって良かったです。
味はあんみつと共においしかったです。

●
一緒に歌ったり手拍子したり、皆さんが楽しそうで良
かったです。

●
音楽部の人達もなかなか時間がとりずらい中、とても
良かったです。和太鼓も、体に音が伝わるのが良かっ
たです。

● 太鼓も音楽も大好きなので手拍子をし楽しそうでした。

レク委員より

患者様の食形態に合わせ、一つ一つ心を込めて手作りしました♪

回答64％
（41人）

未回答36％
（23人）

大迫力の生演奏に皆さん感激していました★
きり組様、素敵な演奏ありがとうございました！

レク委員より

曲に合わせて手拍子や掛け声が飛び、とても楽しい時間を過ごせました★
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生活の中の感染予防・対策

8月24日（土）「生活の中の感染予防・対策」をテーマに『地域講演会』を開催しました。

看護部の幡野主任が講師を務めた今回の講演会では、普段の生活の中でよくある光景から感染する

恐れのある行動をいくつかの例を用いて解説、日頃から簡単に出来る感染予防の為の一工夫を紹介

しました。講演の最後に資料と一緒にお配りしたマスクを用いて、正しいマスクの付け方と外し方

も実践しながら説明しました。講演の最後に行ったアンケートでは、「日常生活での一工夫で高い

殺菌効果があるのが分かり勉強になりました。」 「身近な感染ということで普段の生活に基づい

たお話で自分の生活に置き換えて聞くことができ、大変分かりやすかったです。」といった、感想

をいただきとても有意義な講演会になりました。

１０月２８日（月）から、ご面会の際に体温の測定とマスクの着用が開始となります。

お手数をおかけ致しますが、ご協力お願い致します。

※インフルエンザが流行次第、中学生以下の方は外来ロビーまでとなりますのでご了承ください。

マスクの着用 体温測定
中学生以下の方の

面会不可

１０月２８日から開始
インフルエンザ流行次第
面会制限となります

1 ２ ３

1 ２ ３

ワイヤーが上！

-------------------------
-

----------------------------------

地域
講演会
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朝食の量について「多い」「少し多い」の回答が20％
、「丁度良い」の回答が67％、「少し少ない」「少ない
」の回答が１３％でした。多いとの意見は主に女性や朝食
を食べる習慣が無かった方からの回答でした。少ないとの
意見は主に男性からで、主食がパンのメニューの時が特に
足りないとの回答でした。個人の喫食量を考慮し主治医へ
提供量の検討を提案していきます。

朝食の献立内容については、「満足」「まあまあ満足」が47
％、「普通」が43％、「少し不満」が10％でした。内容につ
いて、ウインナーやハムなどパンに挟める具材を付けて欲し
い、ジャムの量を増やして欲しい、パンをトースターで焼い
て欲しいとの意見がありました。また、御飯メニューの日に

はふりかけや佃煮を付けて欲しいとの意見がありました。そ
の他には朝のゼリーが美味しくない、ヨーグルトが冷たいの
でお腹が冷えてしまうとの意見がでました。朝は調理人数が
少なく個別対応が難しいですが、出来る限り満足度の高い食
事提供を目指していきます。

嗜好調査結果報告 栄養科

💛正社員（パートも応相談）

💛制服貸出

💛車通勤可・交通費支給

💛保育施設完備

調理
配膳
食器洗浄

*実施日 ： 2019年8月5日（月）～2019年8月9日（金）

*対象者 ： １病棟～４病棟の全形、一口大、きざみ対象

*調査方法 ： 管理栄養士による直接聞き取り調査

*有効回答率 ： 60％（30名／50名）

10%

10%

67%

6%
7%

多い

少し多い

丁度良い

少し少ない

少ない

40%

7%

43%

10% 満足

まあまあ満足

普通

少し不満

不満

（休憩1Ｈ 実務7.5Ｈ）

早番 6:00～14:30
日勤 9:00～17:30
遅番 11:00～19:30

クロワッサン バターロール あんパン コーヒー さば缶 ホットドッグ



患 者 様 の 権 利

1平等かつ公平に医療を受ける権利
２個人として尊重される権利
３十分な説明と情報提供を受ける権利
４自分、または代理人による意思で選択・決定する権利
５自分の情報を承諾なくして第三者に開示されない権利
（プライバシー保護）

職 員 倫 理

.私たちは、人間愛の精神を基本とし、医療者として常に専門的な
知識と技術の習得に努めます。

.私たちは、すべての医療行為において、患者様の権利を尊重し、
互いに協力して適切な医療を提供します。

.私たちは、医療を通じて社会の発展を尽くすとともに、法に従い、
社会秩序の保持に努めます。

東所沢病院
〒359-0013 埼玉県所沢市城435-1
TEL:04-2944-2390
FAX:04-2944-5236
http://www.h-tokoro.jp/
発行 東所沢病院
編集 広報委員会

当院への入院相談及びお問合せは、「社会福祉相談室」が担当しております。
入院前の疑問や不安、入院後における様々なご相談に応じています。患者様やご家族が安心して療養に専念していただける
ように、専門的な知識を持った医療ソーシャルワーカーを是非ご利用ください。ご相談は無料です。内容や秘密をお守りしま
す。あらかじめご予約の上、お気軽にお越しください。電話でのご相談も承ります。
■相談時間
平日：９：００～１７：００（１２：００～１３：００を除く）
土曜：９：００～１２：３０

※外来医師が変更となりました

理 念

高齢者医療に心やすらぐサービスの実践

基 本 方 針

１患者様の権利を尊重し、笑顔と対話による医療・看護を実践する
。
２自立・在宅復帰に向けたリハビリテーションを展開する。
３患者様が穏やかに過ごす事の出来る、安全な環境を提供する。
４住み慣れた地域に安心して暮らせるよう福祉と連携した支援をす
る。
５すべての職員が健康でいきいきと活躍できる職場づくりの推進。

■診療科目

内科・リハビリテーション科・精神科

■診療時間

■休診日

日曜・祝日・年末年始

診療科目

月 火 水 木 金 土

午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前

内科 田中 田中 馬島 山野辺 田村 田村
高崎
波岡

高崎
波岡 林 豊田 馬島

※ ※※ ※

平 日 9:15 ～ 12：00

14:00 ～ 17：00

土曜日 9:15 ～ 12：00


