
特集
いざというときに役に立つドライブレコーダー代理店研修情報

「陽子線治療」

あっさり、さっぱり！おすすめレシピ

もしものためにAEDの使い方を知っておきませんか？

トピックス
体を冷やす食品、温める食品を知り、
生活習慣を見直して、冷えない工夫を！

2018年夏号

～患者のくらしにあわせた
　治療をしていく時代～

台所って夏場はかなり熱がこもりますよね。できれば火は長時間使いたくない。
そこで今回は火を使っても短時間で調理ができるレシピをご紹介します。

あっさり、さっぱり！おすすめレシピあっさり、さっぱり！おすすめレシピ

【作り方】
①保存瓶に凍ったままのフルーツ、グラニュー糖を
交互に入れる。りんご酢を回しかけふたをして冷
暗所におく。
途中、何度かかき混ぜ、グラニュー糖が溶けたら
冷蔵庫に入れる。

作ってから2週間を目安に食べ切ってください。
ソーダ水で割ったり、ヨーグルトやアイスクリームの
ソースにどうぞ！
＊瓶は消毒してから使ってください。

（株）京都コープサービスおすすめ

さわやか果実シロップ ☆ブルーベリーシロップ
□coopブルーベリー･･･ 200g
□グラニュー糖 ･･････････160g
□りんご酢･････････････４０ｍｌ

☆ベリーミックスシロップ
□coop４種のベリーミックス ･･ 200g
□グラニュー糖 ･･････････160g
□りんご酢･････････････４０ｍｌ

材料（作りやすい分量）
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代理店
研修情報「陽子線治療」～患者のくらしにあわせた治療

自分のライフスタイルに合わせた外来通院

施設紹介

今回は2017年11月先進医療による

治療を開始された大阪陽子線クリニッ

ク（大阪市此花区）に行ってきました。

ガラス張りの吹き抜け玄関ホールに

真っ白な内装の院内、4階建ての3フロ

ア構造、入院施設はなく、すべて通院で

治療が行われています。

１階はＸ線治療室（従来の放射線治療）です。スタッフさんがロックを

解除して一緒に入室です。真っ白な部屋にオルゴールの音が流れて

います。コンピュータを駆使したＸ線治療装置です。

３階の陽子線治療室へ入って驚いたのが、思ったより装置が小さい

ことです。

ベッドの上にカーボン製でなんと300万円の板をのせて、まわりの

穴にピンを立てて身体を固定します。放射線治療で一番重要なの

が、毎回同じ位置へ照射する事。治療時間は１人２０分ほどで、照射

は約１分間。残りの時間は身体の固定にかかるとのこと。

左の紫色のものは、ＣＴ室で撮影した固定用人型です。ビーズクッ

ションの空気を抜いてカチカチに固めたものです。治療を始める

にあたり、一人ひとり型を作り、これをカーボンの板に固定し身体

の固定に使います。以前は石膏で型を取っていたが、ビーズクッ

ションを採用したことで、空気を入れたり抜いたりしながら正確な

型を作成することができ、治療が終われば空気を入れて元に戻し

消毒をすることで再利用可能になったそうです。

患者さんのがんの形にあわせて細い鉄板がカメラの絞りのように

照射口にセットされます。照射角度に合わせて装置が回転します。
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医療法人伯鳳会 大阪陽子線クリニック
〒554-0022
大阪府大阪市此花区春日出中1丁目27番9号
TEL 06-6462-1888  Fax 06-6462-1122
診 療 科 ：放射線科
診療時間 ：午前診：午前9時～午後1時
 ：午後診：午後3時～午後6時
休 診 日 ：土・日曜、祝日、年末年始

をしていく時代～

陽子線治療とは？

部屋の片隅のドアから装置の裏を見せてもらいま

した。ドアを一歩でるとそこはコンクリートに囲ま

れた工場のような空間が広がっています。先ほど

小さいと思った装置はほんの一部で、建物2/3は

この装置の為に立っているようなものでした。

地階に位置する空間で、水素原子から電子を除去した水素原子核（陽子）

を、加速器を用いて、治療に必要なエネルギー（光速の70％程度）まで加速

します。磁気の力で方向を変えて３階の装置まで飛んでくる仕組みです。

従来の放射線治療が「光子線」と呼ばれるX線やガンマ線を用いるのに

対し、陽子線治療では粒子線の一種である「陽子線」という粒子のビー

ムを使います。「陽子線」には、人体のある一定の深さで放射線量が最

大となる特徴（これを「ブラッグ・ピーク」といいます）があります。

この特徴により「陽子線治療」は、がん病巣への線量集中性が高く、従

来の放射線治療に比べて高い治療効果が期待できます。また、身体

的な負担も少なく、通院治療も可能です。

陽子線治療は普段通りの生活を送りながら治療が行えることが特徴で、これまで先進医療のため、高額な治療費

がネックとなっていましたが、今回の保険適用（一部の疾病に対してのみ）のおかげで、より身近な治療の選択肢

となる事が期待できます。また陽子線治療はがんの病巣に集中して正確に狙い撃ちして周囲の正常組織への影

響を最小限に抑えることができるうえに、治療自体無痛である事からもＱＯＬ(Quality Of Life)を重視する

患者さんの多くが今後治療を希望されると思われます。

生体内でのX線と陽子線の線量分布の違い

身体の表面からの深さ（cm）

相
対
線
量（
％
）
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（拡大）ブラッグピーク

陽子線

大阪陽子線クリニックでは、現状2018年4月より健康保険対象の治療になった前立腺がんの治療を実施されています。

見学を終えて
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材料（2人分）

□豚ロースしゃぶしゃぶ用
･･････････････････200g
□レタス･･････････ 1/2個
□みょうが ･･･････････1個
□かいわれ･････ 1/2パック

□ポン酢･････････ 大さじ5
□ごま油･････････ 小さじ1
□片栗粉 ･･･････････適宜

【作り方】
①豚肉は半分に切り、片栗粉を薄くまぶし、熱
湯にくぐらせてざるに上げてそのままさま
す。Aは混ぜておく。
②レタスは冷水にさらし、パリッとしたら水気
を切って、食べやすくちぎる。みょうがは半
分に切って、斜め薄切り。かいわれは根元を
切り、長さを半分に切る。ボウルに豚肉、野
菜を入れて混ぜ、器に入れてAのたれをかけ
る。

豚しゃぶ
サラダ

A

材料（2人分）

□人参 ･･････････････2本

□塩 ･･････････小さじ1/2

□レモン果汁･････ 大さじ2

□オリーブオイル･･大さじ3

□すりごま ･･････････適宜

□黒こしょう･････････適宜

【作り方】
①人参を千切りにする。スライサーなど活用す
ると便利。
②塩を振り、よくもみ、10分ほど置く。
③しんなりしたら、よく絞り、ボールに入れてA
を混ぜる。
④器に盛りつけ、すりごまと黒こしょうをふりか
ける。

キャロット
ラペ

材料（2人分）

□鮭 ････････････････4切
□酒 ････････････ 大さじ2
□レモン汁･･･････ 大さじ1
□片栗粉 ･･･････････適宜

□砂糖 ･･････････ 大さじ2
□醤油 ･･････････ 大さじ2
□レモン汁･･･････ 大さじ2

【作り方】
①鮭を酒とレモン汁に15分漬けておく。
②Aを鍋に入れ砂糖が溶けるまで加熱してお
く。
③鮭に片栗粉をまぶし揚げ焼きにしAと絡め
る。

鮭の
レモン風味
揚げ

□なす････････････ 1/4本
□きゅうり･････････ 1/4本
□みょうが ･･･････････1個
□大葉 ･･････････････2枚

□水 ････････････ 1カップ
□塩 ････････････ 小さじ1

□オクラ･････････････2本
□しょうゆ･･･････････適量
□かつお削り節･･小1/2パック
□ゆでだこ･････････100g
□絹ごし豆腐･･1丁（200g）

【作り方】
①なす、きゅうり、みょうが、大葉は全て2～
3mmの角切りにする。Aの塩水に10分ほど
浸ける。
②オクラはさっと塩茹でして冷水に取り、水気
をきって①と同じ大きさに切る。
③水気をきった①と②をボウルに入れ、しょう
ゆ、かつお削り節を加えてよく混ぜ、山形だし
を作る。
④ゆでだこを細かく切って山形だしに加え、水
気をきった絹ごし豆腐にたっぷりとかける。

たこ入り
山形だしの
豆腐のせ

A

A

【作り方】
①牛肉は大きければひと口大に切り下味を
つける。なすは縦半分に切り、斜めに切り
込みを入れ2つに切る。なんきんはひと口
大、にんじんは輪切り、しいたけはそぎ切
り、オクラは斜め半分に切る。
②鍋にAを煮立て、牛肉をさっと煮て取り出す。
③②のアクを取り、なす・なんきん・にんじん・し
いたけを入れ、落とし蓋をして7～8分煮る。
④オクラを加え色よく煮て、牛肉を戻す。そ
のまま冷まし、味をなじませる。

牛肉と
夏野菜の
冷やし鉢

材料（2人分）

【 】 【 】

□牛肉切りおとし ･･･ 2００ｇ
□しょうが汁･･････ 小さじ1
□うす口しょうゆ ･･小さじ1

□なす･･･････････････2本
□なんきん･････････250g
□にんじん ････････ 1/2本
□生しいたけ･････････4枚
□オクラ･････････････4本

□だし･･･････････ 2カップ
□酒 ･･･････大さじ1と1/2
□みりん････大さじ1と1/2
□うす口しょうゆ･･ 大さじ1と1/2

A

材料（4人分）

（有）パル企画おすすめ

（株）奈良コープ産業おすすめ

（有）ヒューマンジョイントセンターおすすめ

（株）タクスおすすめ コープエイシスおすすめ

□豚しゃぶしゃぶ用 ･･300g
□きゅうり････････････1本
□トマト･･････････････1個
□酒・塩･････････････少々

□プレーンヨーグルト･･ 90g
□砂糖・すりごま･･各大さじ1
□しょうゆ････････ 大さじ2
□しょうがのみじん切り
････････････････ 1/2片分
□白ねぎのみじん切り･･ 40g

【作り方】
①豚肉は酒、塩を加えた熱湯でゆでて氷水に
取って冷ます。
②きゅうりはピーラー等で削り、トマトは半月
切りにする。
③器に②を敷いて①を盛り、混ぜ合わせたA
をかける。

豚肉の
しゃぶしゃぶ香味
ヨーグルトソース

A

材料（４人分）

大阪いずみ市民生活協同組合（株）コープ大阪サービスセンターおすすめ

A

あっさり、さっぱり！おすすめレシピあっさり、さっぱり！おすすめレシピ
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コープステーション2015年8月号 大北メディカルクリニック（大阪市北区）の松永 敦院長に取材した「女性のための心と体の処方箋」から抜粋

入浴で血行をよくする。1

朝食をしっかりと食べる。2

きつい下着や肌の露出の多い
ファッションを控える。

5

しっかりと水分を摂る。6

運動で血行をよくする。3

体を冷やすものを摂りすぎない。4

きつい下着5 出の多い着や肌の露出

38～40℃のぬるめのお湯に20分
程度浸かります。お風呂上がりに簡
単なストレッチをするとさらに効果
的です。暑いからといってシャワー
だけですませず半身浴で下半身を
しっかり温めてください。

夏場は食欲が落ちてしまいますが、朝食を抜く
と体温調節に必要なエネルギーをつくり出す
ことが困難になります。ビタミン・ミネラルが豊
富な肉類や、卵、納豆、魚、チーズ、玄米、わか
めや豆腐・大根が入った汁物など、エネルギー
を生み出しやすい献立を心がけてください。 体を強く締めつける下着は、血行を悪くして冷え

症の原因となります。素足にサンダルやパンプス
などの露出したファッションも、冷え症の原因にな
ることがあります。一枚はおるものを用意したり
ソックスを履くなど冷えすぎない対策を。

人が食べ物から摂取できる水分以外に飲み水
として摂るべき水分量は、体重（kg）×30ccと
言われています。コーヒーや酒は利尿作用が大
きいため、飲んでいる以上に排出されているの
で要注意。水を、体を冷やさないように常温で、
または白湯で、少しずつしっかり摂りましょう。

　冷えてむくんだ状態が続くと、ほかの体調不良も起こりやすくなります。冷えた内臓や自律神経の乱れは、食欲不振や胃の不調を招いて栄養をうまく
摂取できなくなり、体が消耗して、冷えや疲れが悪化します。そんな状態の時に、寝苦しい熱帯夜が続けば、体調は悪くなる一方です。冷えはまた、だる
さや頭痛、肩こり、腰痛、便秘や下痢といったさまざまな不快な症状も引き起こします。当院では、睡眠、運動、食事など生活習慣について問診をし、その
人に合わせた改善法を提示しています。これまでにお話しした入浴法や食事に加え、女性ホルモンや自律神経の働きを整えて血行をよくするマルチビ
タミン＆ミネラルなどのサプリメントも有効です。更年期の冷えなどには、心身両面から症状を緩和してくれる漢方薬を試してみるのも一法でしょう。　
　ただし、改善が感じられない場合は放置してはいけません。さきほど述べた病気以外に、生理痛や生理不順を伴った冷えやむくみであれば、女性特有
の疾患が隠れていることが考えられます。かかりつけ医や、婦人科、内科、専門外来などを受診してください。

会社でも自宅でも、クーラーがきいた
部屋で一日過ごすことも多くなりがち
です。全身運動がいちばんですが、どこ
でも手軽にできる足裏のツボを刺激す
る運動がおすすめ。たとえば、仕事の合
間に、かかとを上げ下げする背伸び運
動を行ったり、空き缶や小さなボールを
足裏で転がしたり。ツボが刺激され、全
身の血行がよくなります。

トマト、なす、南国に多いフルーツ、砂糖たっぷりのスイーツ、お酒、
小麦食品などは体を冷やします。特に、麦茶は要注意です。これに対
し、納豆、カスピ海ヨーグルト、ぬか漬けなど発酵食品や玄米ごは
ん、味噌汁などは体を温める働きがあります。

「夏の冷えと、むくみ」について、日常生活でできる予防法を教えてください。
夏の予防策としては、いわゆる「夏バテ」をしない生活習慣が、同時にむくみや冷えの予防
にもなります。

「冷え」や「むくみ」の治療法、改善法は？

トピックス 体を冷やす食品、温める食品を知り、
生活習慣を見直して、冷えない工夫を！

トマト

納豆ヨーグルト

ぬか漬け玄米ごはん スイーツ 麦茶

なす温 冷
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特　集 いざというときに役に立つ
　　　ドライブレコーダー

ドライブレコーダーの情報が採用された裁判例
交通事故において双方の主張が食い違い過失認定が争われている裁判で、ドライブレコーダーに
記録された情報が証拠採用された事例があります。

信号機のある十字路交差点で、青色信号に従い、右側に進路変更した原告車両に、赤色信号の被告車両
が交差点に進入し、原告車両右後方側面に被告車両前部が衝突した。

原告：被告車両が、信号が赤であるにもかかわらず、対向方向から右折してきたため、本件事故が発生した。
被告：右折青矢印に従って交差点を右折しようとしたが、先行車両が右折に時間を要したため、交差点内に取

り残されてしまい、本件事故が発生しており、原告は、前方不注視、ハンドル操作ミス等の過失により事
故を発生させた。

原告車両の信号が青だったこと、また、
被告が主張するような先行車両は存在
せず、かえって被告車両が交差点内を
走行して本件事故を発生したこと。

原告の信号が青であり被告に過失の
あったことが認められ、原告の過失は
認めず、結果として、被告に請求を命
じた。
※ドライブレコーダーの記録が証拠と
して採用されるか否かは、裁判官に
よって個別・具体的に判断されます。

▶事故概要

▶双方の主張

▶ドライブレコーダーによる効果

▶ドライブレコーダーの画像で
　認められた事実

■青信号時の進入について過失がないことを主張した結果、裁判で認められた事例
　（平成23年2月3日　東京地裁）

原告

被告

【出典】一般社団法人日本損害保険協会ホームページより抜粋
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衝撃感知

衝突前12秒

衝突後8秒

事故の前後20秒ほどの映像を記録
ドライブレコーダー

ドライブレコーダーが役に立った事例

ドライブレコーダーの仕組み

片側１車線道路で、相手車両がセンターラインオー
バーし、お客さま車両と正面衝突した。

信号のある十字路交
差点を青信号でお客
さま車両が進行した
際、右方から赤信号
で進行してきた相手
車両と衝突した。

相手がセンターラインオー
バーして走行したことが明
らかとなり、事故の主たる原
因は相手車両になることが
すぐに判明した。

痕跡を細かく調べた上で、
事実確認に至るため、すぐ
に判明することはなかった。
（長期化）

お客さまが青、相手車両が
赤で交差点へ進入したこと
が一目瞭然となり、相手車両
の一方的な過失による事故
であることが即座に判明し
た。

双方が「青信号進入」を主張
し、交渉が長期化。目撃者な
どおらず決定的な情報が無
い場合には、過失割合５：５し
か合意できないケースで
あった。

事故概要

【センターオーバー事故】

【信号交差点・出合い頭事故】

1

2

ドラレコが
役に立ったこと

もしドラレコが
なかったら

ドライブレコーダーは、一般に、ルームミラー付近に装着し、カメラが常に前方を撮影して、事故などの衝撃を感知したときに
前後２０秒間ほどの映像を保存するシステムです。
最近は様々な機種がでており、走行中の映像と連動して速度やブレーキ等の状況を記録するタイプや衝撃がなくても最新の
約１時間は常時保存するタイプもあります。記録メディアのＳＤ／ＣＦカードも１００ＭＢ程度のものから１ＧＢの容量を有するも
のまで様々です。

【出典】国土交通省「ドライブレコーダーに関するリーフレット」より

※録画時間は機種により異なります
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日本で突然心臓が止まって亡くなる人の数は、1年間に約7万人いらっしゃるそうです。
「心停止」になってしまった場合、救急車を呼んで待っていただけでは、命は救えません。
1秒でも早く救命措置を開始して、なんとか命をつなぎ留めましょう。

❶ 

反
応
を
確
認

❷ 

応
援
を
呼
ぶ

❸ 

呼
吸
の
確
認

❹ 

胸
骨
圧
迫

❺ 
A
E
D
到
着

❶

❷
❸

❹

❺

AEDの使い方
❶ 電源を入れる ❹ 電気ショックの実行判断

❺ 胸骨圧迫❷ 電極パッドを体に貼る

❸ AEDが自動的に心電図を解析

音声の指示が始まります。
（フタを開けると電源が入るものもあります。）
「パッドを胸に装着して下さい」

貼る位置は、パッド自体にイラストで描かれて
説明されています。

電気ショックが必要かどうか診断してくれます。
「心電図を解析します。離れてください」と言ったら、
胸骨圧迫を止めて離れます。

「ショックが必要です。ショックボタンを押してください。」→ボタンを押す。
（感電しないようにしっかり離れてから。）
「ショックは不要です」→胸骨圧迫を続ける。

電気ショックのあとは、すぐに胸骨圧迫を再開します。
AEDが2分ごとに電気ショックが必要か
診断してくれるので、電源は切らず、
パッドもはがさず指示に従う。

の使い方を知っておきませんか？の使い方を知っておきませんか？

（Automated External  Defibrillator ：自動体外式除細動器）

誰かが倒れたら


