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肺は術後も休むことなく呼吸しなければなり

一方で外科医には高度な技術が求められます。
テ

図２ 手術創の違い

ません。肺炎などの術後合併症が起こることもあ

レビモニターを見ながら特殊な器械を正確に動か

ります。当院の過去の開胸手術例の約６割に潜在

すには、まず適切な指導者から教育を受けた後、シ

的な肋骨骨折を認めることが最近分かりました。

ミュレータなどで訓練を相当量積み、
技術に習熟す

折れた肋骨や大きな傷は深呼吸や咳で強く痛み、

ることが必要です。
「 よく見える」は逆に言うと

体にやさしい肺がん手術

長く残れば退院後の生活や後のがん治療に支障

「映ってない所は見えない」
ですから、
映像の死角で

を来します。かつて外科医は言ったものです。
「肺

副損傷が起きていないか常に注意が必要です。
また

今だからこそ内視鏡手術について考える

がんを切除できたのだから、ある程度の痛みや後

緊急出血等の不測の事態に対応する時間が開胸手

遺症は受け入れないと」。手術と引き換えに犠牲

術に比べて遅れる欠点もあります。
胸腔鏡手術が開

にする機能も大きかったのです。
「 患者さんのた

胸手術と同等のがん根治性の成績を出せることが

呼吸器外科
さかい

診療科長

みつあき
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肺がんは日本のがん死亡のトップ

報告されたのは最近数年のことです。

めに」と思って行う手術ですが、
「 大きな手術」ゆ
えに期待された結果が得られないことも時にあ

開胸手術

胸腔鏡手術

ります。日本の肺がん手術の安全性は世界最高で

当院では4～9㎝の傷1か所と1.5㎝の傷3か所を

すが、それでも周術期の死亡率（院内死亡率）が全

基本創としています。
肋骨には負荷をかけません。

国平均で0.7～1%あり、私個人の成績も同じ範囲

がんが心臓や大血管に近い場合、視野確保や器械

です。

操作が難しい場合、出血量が多い場合には安全性
を優先して開胸手術とします。先進的な取組みと

肺がんは日本のがん死亡において男女計で第
がんと比べると、がん細胞の種類（組織型）が多彩

患者さんに優しい＝低侵襲な手術を
提供したい

で比較的難治性であり、初診患者さんの約7割が

私自身も手術を受けた経験があり、体を切られ

差のある肺血管の走行、
肺の形状、
腫瘍の位置など

すでに高度進行病期に陥っているため手術可能

ることや術後の痛みに心身の負担を感じました。

を正確に把握できるので安全性と確実性が向上し

な方が圧倒的に少ないことが特徴です。

以来20年間「手術の負担を減らしたい」気持ちか

ます。

1位であり依然として増加中です。胃がんや大腸

してCT画像から肺の立体動画を作成しています
（図3）。動画を再生しながら手術を進めると、個人

ら低侵襲手術、専門的には内視鏡手術の1種であ

肺がんの手術

る胸腔鏡手術に取り組んできました。国内留学で

肺がん手術はいわゆる「大きな手術」です。従来

技術を学び、前任地で数多く執刀してきました。

図４ 当科の胸腔鏡手術風景

胸腔鏡手術は患者さんのためにある。
でも欠点もよく理解して

からの開胸手術と呼ばれる方法は側胸部を15～

「低侵襲」とは手術による「体のダメージが少な

40㎝ほど切開し、必要により肋骨を1、2本切って

い」ことを言います。具体的には傷を小さく、数を

器 械 で 肋 間 を 広 げ て 術 野 を 確 保 し ま す（ 図 ２

減らすことが低侵襲とされています。患者さんの

左）。肺と心臓は肺動脈、肺静脈という血管で直

メリットは痛みや出血量の軽減、合併症発症の低

接つながっており、
「肺を切除する」ことは「肺と

下、退院後生活の質の向上、早期社会復帰と数多

心 臓 を つ な ぐ 血 管 を 切 り 離 す 」こ と と 同 義 と

くあります。別の視点では「切除する肺の容量を

言ってもいいでしょう。肺血管は血圧が低いた

減らす」こと、専門的には肺部分切除や区域切除

め直径が太いわりに血管壁が薄いことが特徴

も低侵襲手術ですが、切除量を減らすとがんの根

内視鏡手術の利点と欠点

ではありません。肺に到達するための方法として

で、呼吸器外科医は神経を集中させて慎重に血

治性が低下することもあるため、その選択は慎重

胸腔鏡手術の低侵襲性により患者さんが従来

開胸手術と胸腔鏡手術があり、
「がんの根治性」と

管を露出し切離します。最後に気管支を切離し

でなければなりません。

「肺がんだから」
と諦めていたことを犠牲にせず済

「手術の安全性」をよく考えて選択することが大事

肺のカラー立体画
像（実際は動画）。
肺血管の走行がよ
く見える。

私は自分の全頭脳と全技術を駆使して体に優し
い手術を提供したいと思っています。しかし全て
の手術が胸腔鏡手術で出来るわけではありませ
ん。肺がん手術の最重要目的は病巣を安全確実に
取り除くことであり、胸腔鏡手術で完遂すること

むようになりました。実は外科医側にも利点があ

てがんを含む肺を摘出します（図１）。

がんを含む肺葉

図３

です。

当院の肺がんに対する胸腔鏡手術

ります。
内視鏡による拡大視、
多方向視、
視野共有、

日本に胸腔鏡手術が導入されて約20年が経過し

つまり「肉眼よりよく見える」ことです。映像機器

る効果、逆に起こりうる危険性や失う機能、手術以

ました。
保険適応されて久しい、
全国に普及した手

の性能が進歩するにつれて手術精度も格段に向上

外の治療法と手術との比較、手術成績、胸腔鏡手術

術です。
直径0.5～1㎝の細長い内視鏡
（カメラ）
や手

しました。近年は立体視（3D）や高解像度（4K）と

の利点と欠点などをお話しします。患者さんも「先

術器具をポートと呼ばれる穴から体内に入れ、
テレ

いった内視鏡も出てきており、
私も3D手術の経験

生にお任せ」ではなく、小さな疑問も質問して手術

ビモニターを見ながら手術をします
（図２、
４）
。

があります。

に対する理解を深めることが大事です。

術前外来では手術が必要である理由、期待され

図１ 肺がんの手術
（肺葉切除術）
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医療の質
報告をホームページに公表しました
医療の質（QI）
（QI）
報告をホームページに公表しました
「病院の質」とはなんでしょうか。
「病院
の評判」
「病院の知名度」でしょうか？
近年、病院で行われる医療の質と安全
の向上のために、患者さんからの評価や
治療方法、成績を調べて公表する取り組みがなされてい
ます。
当院は2010年度から「日本病院会QIプロジェクト事業」
(http://www.hospital.or.jp/qip/)に参加し、病院における
医療の質の改善活動をスタートしました。
QI（Quality Indicator）とは、医療の質を評価する目安と
なる数値などの指標のことです。
このたび、当院の2013年度QIをホームページに公表し
ました。そして、当院のQIだけでなく、日本病院会QIプロ

病院長 軸屋 智昭

ジェクト事業参加226施設の中央値を参考値として掲載
しております。
内容を見るに際し、この中央値との比較だけで病院の
質の優劣を単純に比較することはできません。なぜなら
各病院の役割や地域の違い、患者さんの年齢層や病気の
種類、重症度などが病院ごとに異なるためです。したがっ
て、あくまで参考ということでご覧ください。
今後毎年QIを公表いたします。その目的は、病院間の比
較ではなく、当院のQIを年度毎にみることで、良い方向に
「病院の質」の改善に取り組むことです。その結果として、
患者さんの満足度が高く、質の高い医療を提供したいと
思っております。

を目指して
サ
ー
＼(＾▽＾) ／
ポ ータ

6. 特定術式における手術開始前１時間以内の予防的抗菌薬投与率

1. 患者満足度（外来患者）
・患者満足度（入院患者）
2. 入院患者の転倒・転落発生率、転倒・転落による損傷発生率

7. 特定術式における術後24時間
（※心臓手術48時間）以内の予防的抗菌薬停止率

3. 褥瘡（じょくそう）発生率

8. 退院後６週間以内の救急医療入院率

4. 紹介率・逆紹介率

9. 心房細動を診断された脳卒中患者への退院時の抗凝固薬の処方

患者さんやご家族の皆さんが、安心して快適に病院を利用できるように、さまざまな業種の
方々が、プロとして質の高いサービスの提供を行っています。
このシリーズでは、いつも笑顔を絶やさない“ 患者さんのサポーター ”の方々をご紹介して
まいります。
今回は、救急受付業務を担当しているスタッフのみなさんをご紹介いたします。

高 橋 興 業（株）

10. 脳梗塞における入院後早期リハビリ実施症例数の割合

企画を積極的に取り入れていきたいと思います。
さらに、取り上げて欲しい話題では“健康で長生き”とい
うキーワードが多くあり、病気の予防に関する情報も重
要であると感じました。
過去の「メディカルレシピ」を1冊にまとめてというご
要望に対して、早速外来に設置いたしましたのでご活用
「アプローチ」が今春で創刊15周年を迎えるのを機に、 ください。
第54号で初めて読者アンケートを実施しました。30代か
なお、
プレゼントご当選者には商品を発送いたしました。
ら80代の60人の方がご協力くださり、ありがとうござい
これからも「筑波メディカルセンター病院を利用され
ました。
る皆様のための価値ある病院広報誌」を目指して、努力し
アプローチは年4回発行していますが、73％の方が毎号 て参ります。是非、応援してください。
読んでいるという結果に驚きました。第54号の興味ある
記事については、①ドクターのリレー講座、②お家でも役
興味ある記事
立つ病院の技、③メディカルレシピ、④はなまるを頂きま
無記入
第6次整備事業まめNEWS
1％（1）
した、が特に好評でした。
3％（5）
表紙の写真
ドクターのリレー講座は第2号の「治療最前線」に始ま
9％
はなまるを
11％
り、第15号から現在のタイトルになって続いている息の
（14）
頂きました
（17）
長いシリーズです。各診療科の医師がイラストやグラフ
ドクターの
28％
リレー講座
を用いて平易な内容を心掛けて執筆していますが、完成
18％ 回答数＝157 （44）
メディカル
までにとても手間がかかります。皆さんに好評であるこ
（28） 複数回答
レシピ
とが分かりましたので継続していきます。
6％
24％
また、
「 お家でも役立つ病院の技」
「 メディカルレシピ」
患者さんの
（10）
（38）
サポーターを目指して
のように、ご家庭のさまざまな場面ですぐに役立つ、試し
てみたいと思う内容には関心が高いようです。こうした
お家でも役立つ病院の技
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患者さんの立場に
立った接遇を心が
け、丁寧な受付がで
きるように心がけて
います。

「健康第一と笑顔」を
モットーに、明るく
活力のある職場作り
を目指し、日々努力
しています。

患者さんに不安を感
じさせないよう、医
師・看護師と患者さ
んのかけ橋になれる
様に頑張ります。

西口 創さん

㈱ニチイ学館

アプローチ
読者アンケートから

Ｎｏ.4

ホームページ：http://www.tmch.or.jp/

公表している項目

5. 救急車・ホットラインの応需率

患者さんの

髙橋 隆宏さん

髙谷 一行さん

㈱ソラスト

患者さんの容態に常
に注意を払い、緊急
を要する場合には迅
速な対応を心がけて
います。

忙 し い 中 で も、
患者さん一人一
人に丁寧な対応
を心がけて受付
しています。

安田 祐樹さん

阿相 裕二郎さん

救命救急センターの指定を受けている当院では、
重症患者さんや救急現場で救急隊員により特に重症

主な業務

と判断された患者さんを収容する三次救急医療機関

・受診の受付

の役割を担っています。周辺地域の方々を中心に初

・救急車やドクターヘリによる患者さん受け入れ時の情

期（主として入院を必要としない軽症）、二次（中等症）

報の把握と救急外来スタッフへの伝達

の救急患者さんも受け入れており、その数は年間約

・ドクターカー出動時の患者さんの情報の把握と伝達

36,000 名で全国的にみても救急患者数の特に多い病

・診療費の会計

院のひとつです。

・電話の応対

救急受付では、病院職員の他に受付業務専門スタッ
フが 365 日休みなく働いています。受付後も、患者
さんの容態に変わりはないかと目配りをしています。

・お見舞いの方へのご案内
・駐車券の処理 など
お困りのことがございましたら、お気軽にお声かけください。
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お す す め

アレルギー対応食編

メ ディ カ ル

いちばん身近にある幸せ それは、健康です。
私たちは、地域の皆さまの健康サポーターです。

ワン
ポ
アド イント
バイ
ス

牛乳アレルギーのお子さんは
カルシウム不足になりがち

カルシュウムたっぷり
・さくらえび、
しらす干しでカ
ルシウムたっぷり！お好み
焼き1枚で約100mgのカ
ルシウムが摂取できます。
・納豆やひじき、刻んだ小松
菜などを入れても美味し
いです。

米粉のお好み焼き
ー対 応
卵・乳・小麦アレルギ
材料（直径15cm2枚分）
・キャベツ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1/4玉
・豚ロース薄切り肉 ・・・・・・・・・・ 100g
・じゃが芋 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2個
・干さくらえび ・・・・・・・・・・・・・・・・ 大さじ1
・しらす干し
・・・・・・・・・・・・・・・・ 大さじ2
米粉 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 大さじ4
水
・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 大さじ4〜8
A かつお節 ・・・・・・・・・・・・・ 4g
塩 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 小さじ1/2
・油 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 大さじ2
・かつお節 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 少々
・ソース、マヨネーズ（卵不使用）

寄付のご案内

レ シ ピ

【作り方】
1．キャベツと豚肉を粗いみじん切りにする。
じゃが芋は茹でるか、電子
レンジ（600w 約3分）
で加熱し、熱いうちにつぶす。
2．ボールにAの材料とさくらえび、
しらす干しを入れて混ぜ合わせて
から①を加えて混ぜる。
3．
フライパンに油を熱し、②を流しいれる。
4．強めの中火で4分、裏返して3分焼き、
さらにひっくり返して2分焼く。
5．器に盛り、かつお節、
ソースやマヨネーズ（卵不使用）
をかける。

私たちにとって最も大切なもの、
それは健康を長く維持することです。
「健康長寿」
こそ私たちの願いです。
筑波メディカルセンターはそのために様々な事業に取り組んでいます。病院、健診、健康増進、在宅ケア、
そし
て看護学校や剖検センターの各事業を充実させ、
さらに新しい事業に取り組むため地域の皆さんのお力添
えがぜひ必要です。
公益財団法人としてこれからも一層努力をして参ります。
ご支援をよろしくお願い申し上げます。
公益財団法人筑波メディカルセンターへの寄付は、
税額控除など税法上の優遇措置の対象となります。

病院前の「紡ぎの庭」は春爛漫！
今年も桜と花壇の花々が見事に咲き誇り、道行く人
達が足を止めていました。
この花壇の花苗の植栽と維持管理を当法人が行って
います。
「紡ぎの庭維持管理寄付金」へのご支援をお
願いいたします。
詳細は、院内に設置している「寄付のご案内」
パンフレットやホームページをご覧ください。

寄付に関するお問い合わせ・お申し込み
法人管理本部

総務部

総務課

〒305-8558 茨城県つくば市天久保1丁目3番地１
TEL 029-851-3511
FAX 029-858-2773

病院の機能を様々な角度から第三者の視点で評価してその向

豆腐アイス

“はなまる”を頂きました！

とてもかんたん♪

ー対 応
卵・乳・小麦アレルギ

でご紹介させて頂きます。

倫理的な問題の対応について

もめん豆腐 ・・・・・・・・・・・・・・・ ½丁（150g）
バナナ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1本
砂糖
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 大さじ１

・ジャム以外に、果物
缶詰、
レーズン、ナッ
ツなどを入れても美
味しいです♪

お好みでジャムやメープルシロップ
など
（砂糖だけだと優しい甘さです）
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受けているにも関わらず、普段ご紹介することので
きない当院ならではの取り組みについてシリーズ

ポイ
ワン バイス
アド

材料（作りやすい分量）

【作り方】
1．豆腐の水けをよくきっておく。
2．バナナは1cmの厚さに切る。
3．保存用のポリ袋に①②と砂糖を入
れて、袋の外から手でよくつぶしな
がら混ぜる。
4．ポリ袋ごと冷凍庫に入れて冷やし
固める。
5 ．固まったら、袋ごと手でもみ ほぐ
し、器に盛り付ける

病院機能 価 受審
病院機能評価を受審して

ント

小児喘息・アレルギー教室のご案内
7月 開催予定 食物アレルギー編
10月 開催予定 小児喘息・アトピー性皮膚炎編
どちらの内容も、小児科医・専門知識の豊富な
スタッフが分かりやすく解説します。
多くの皆さまのご参加をお待ちしております。

詳細は病院のホームページ
でご確認ください。

上に役立てるために、当院では日本医療機能評価機構の審査
を定期的に受審しています。その中で高い評価を

医療倫理管理グループ長

久永貴之

皆さんは「倫理」
と聞いてどのようなイメージを持

は医療者と患者さんやご家族で相談をしながら判断

ちますか？なんとなく小難しいものという印象でしょ

していきます。時には、話し合いの中で意見がまとま

うか。

らないこと、様々な事情で患者さんやご家族と話し

「倫理」
とは「人と人がかかわりあう場でのふさわ

合えないことなどが起こります。そのような「もやも

しいふるまい方」
という意味です。脳死や臓器移植、

やすること」が現場に起こった時に当院では「もやも

尊厳死など生命に関わる問題が新聞紙上を賑わせ

や相談」
と言う話し合いで対応をしています。直接の

ていますが、倫理は実はもっと身近で誰にでも関わ

当事者でない様々な職種からなる医療倫理グルー

ることであり、特に医療現場では日常的にさまざま

プのメンバーが集まり、客観的な視点で医学的な最

な倫理的な問題が生じています。

善・患者さんやご家族の希望・生活の質・周囲の状況

例えば患者さんに手術を行うかどうか、食事を許

などをひとつひとつ丁寧に検討していくことで解決

可するかどうか、などの判断が求められたとき、
その

の糸口がみつかることがあり、独りよがりの判断とな

答えに決してひとつの正解はありません。多くの場合

る危険性を減らすことができます。
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新任挨拶

副院長
（病院事務部長兼務）
中山 和則

４月１日付で副院長の命を受
けました。年々厳しくなる医療
制度の中、事務職の副院長とし
て、整理がつかないほどの情報
の中から、
必要なものを選び、
診
療・看護の副院長とともに、
バラ
ンスのとれた提案を考え、病院
長を補佐できるよう努力して
まいります。

４月より麻酔科診療科長を拝命
しました綾です。
麻酔科医は、
手
術中の麻酔管理ばかりでなく、
手術前後の患者さんの全身状
態を良好に維持・管理するため
に細心の注意を払って診療を
行う専門家です。当院では特に
手術後の鎮痛に力を入れてお
りますので安心して手術を受け
ていただきたいと思います。

麻酔科 診療科長
綾 大介

整形外科 診療科長
岩指 仁

整形外科 専門科長
市村 晴充

昨年度赴任し、当院の急性期病
院としての役割と、近隣医療機
関との連携の重要性を実感し
ております。
専門とする上肢・末
梢神経の診療とともに、安全で
質の高い急性期外傷治療を提
供できるよう努力して参りま
すので、よろしくお願い申し上
げます。

診療部長兼
リハビリテーション科
診療科長
会田 育男

よろしく
お願いし
ま

す

じくや

TEL０２９－８５１－３５１１

４月１日よりリハビリテーショ
ン科専門科長を拝命いたしまし
た。小児科診療も継続しつつリ
ハビリテーションを担当しま
す。リハビリテーションを通し
て、患者さんの生活がより充実
するお手伝いができればと考え
ております。私自身新しい気持
ちで日々勉強していきますの
で、
よろしくお願いいたします。

リハビリテーション科
専門科長
齊藤 久子

４月１日より整形外科専門科
長を拝命いたしました。四肢だ
けでなく骨盤、脊椎そして軟部
組織再建などの外傷整形外科
診療を中心として、質の高い整
形外科医療を提供できるよう
目指していきます。どうぞよろ
しくお願いいたします。

つくば市天久保１－３－１

４月より診療科長を拝命しまし
た。
我々総合診療科は、
特定の病
気に偏らず、皆様のニーズに合
わせて、共に医療を構築してい
くプロフェッショナルです。近
隣医療機関や施設、サービスと
連携し、地域の皆様の手助けが
できるよう日々研鑽しておりま
す。症状や病気などお悩みの際
には御相談頂ければ幸いです。

総合診療科 診療科長
廣瀬 知人

発行人 病院長
〒305-8558

４月１日より診療部長を拝命し
ました。専門は整形外科で、同
時にリハビリテーション科の
科長も併任となります。地域住
民の方々に良好な医療を提供
し、さらに入院患者さんには効
率の良いリハビリテーションを
行い、退院後に安心して自宅生
活を行っていただけるように
努力していきたいと思います。

ともあき

軸屋 智昭

E-mailアドレス：h p @t m c h . o r . j p
ホームページ：h t t p : / / w w w . t m c h . o r . j p /

当院では個人情報保護法の施行に伴い、患者さんの個人情報については利用目的を明確にし、その取り扱いには万全の体制で取り組んでおります。

