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大震災のお見舞い
東日本大震災で亡くなられた方々に哀悼の意を表するとともに、
被災された皆様には、心よりお見舞いを申し上げます。
３月11日午後、東北地方太平洋沖地震が発生、
引き続く津波の影響も加わり被害は我々の想像を絶する規模で、
まさに
「未曾有の大
災害」
の様相を呈しています。
当院では人的被害は認められませんでしたが、施設全体の停電、断水、一部損壊があり、
４日間外来診療の停止を余儀なくされまし
た。発災直後から災害対策本部を設立、入院患者さんへの医療の継続を堅持しつつ、被災地からの患者さんの受け入れや、避難者へ
の救急医療提供に尽力して参りました。
また、発災翌日には茨城県のＤＭＡＴ
（災害派遣医療チーム）参集拠点となり、全国各地のＤＭＡ
Ｔチームが集合し、北茨城市や福島県内の救援活動に参加して頂きました。
４月に入り、建物の一部に不具合を残しますが、全ての医療機能が回復し、救急医療を含む地域医療の維持に務めております。被災
地の救援のため、節水、節電をおこなっており、皆様にはご不便をおかけいたしますが、
どうかご理解の程、
よろしくお願い申し上げます。
皆様と共に被災地の復興に貢献してゆきたいと考えております。
病院長 軸屋智昭
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図４ 当院でのtPA静注療法例

プラスミノーゲンの作用を増強するのが血栓溶解薬tPA

70歳男性、突然、右完全麻痺と全失語が出現。発症後1
時間20分で来院。MRIでは明らかな脳梗塞巣は認めな
かったが（左上段）、左中大脳動脈閉塞を認めた（左下
段）。発症1時間50分でtPA静注療法を開始。症状は劇的
に改善し消失した。MRI再検査では、ごくわずかの梗塞
巣を生じたのみで（右上段）閉塞部位の再開通が見られ
た（右下段）。
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ｔPA静注後

解させるプラスミンが含まれています。
この前駆体である
です(図２)。

アルテプラーゼの作用

座などを活用して啓蒙していく必要があります。地域
(1)脳卒中の初期症状（表１）を知っ
(3)迷う時には「かかりつ

け医」に電話相談するか

(4)救急車を呼ぶこと を

(1)発症（あ

(3)心原性脳塞

開通により、前述のペナンブラの救出に挑むことを目的

内に治療開始が可能なことです。
このため発症から２

硬化（アテローム硬化）が原因となるアテローム血栓

とします。

時間位までに、患者さんは治療可能な医療機関に到

性脳梗塞と心房細動や弁膜症などに起因する心原性

着する必要があります。(2)観察中に症状の急速な改

脳塞栓症が増加しております。前者はライフスタイル

善がないこと

ています。

ん。テレビや新聞、書籍やパンフレット、市民公開講

専門病院を受診すること

わけではありません。
この治療の適応は

栓症に分類されます。本邦では、内頚動脈などの動脈

の欧米化と後者は人口の高齢化と関係が深いとされ

法のことは、一般の方にはまだよく知られていませ

ていただくこと (2)脳卒中が疑われた場合は直ちに

るいは発症前に確認された最終時刻）から３時間以

ｔ PA静注療法による脳梗塞治療の始まり

地域への脳卒中キャンペーンが重要です。tPA静注療

脳梗塞患者のすべてがtPA静注療法を受けられる

tPAは血栓に直接作用しやすくかつ出血傾向は少ない

(2)アテローム血栓性脳梗塞

多くの患者さんがこの療法の恩恵を受けるために、

一般の方には

という特徴があります。tPA静注療法とは、閉塞血管の再

梗塞

tPA静注療法は本邦ではまだ始まったばかりです。

tPA静注療法は、限界や問題点があります。

(1)ラクナ

塞は、閉塞血管の径、部位、原因によって

≦60分でｔ-PA投与開始

発症からｔ-PA投与開始まで≦３時間

（線維素）が、種々の原因でフィブリン（線維）に変わり、血

1 血管がつまる

徹底する必要があります。
表１ 脳卒中の初期症状
手足の片方がしびれる

(3)軽症ではないことも必要です。
これ

急に手足の力が入らない

1995年米国で、発症３時間以内の脳梗塞患者を対象

らの場合はtPA治療をしなくても症状が良くなる可能

片足を引きずっているといわれる

にした臨床試験の結果が発表されました 。
「アルテプ

性が高く、脳出血などの合併症の危険性もあるこの治

フラフラしてまっすぐに歩けない

ラーゼ」
というtPA製剤が投与されました。本試験での好

療は不要と考えられます。

片方の目にカーテンがかかったように、
一時的にものが見えなくなる

成績によりアルテプラーゼは1996年に米国で「初の脳卒

最大の合併症である出血の危険性を避ける必要が

脳梗塞の発症後数日〜数週間は、
これまでさまざま

中治療薬」
として承認されました。その後、世界各国で使

あります。ガイドラインの「禁忌」の項には、各種出血

ものが二重に見える

な 薬 物 治 療 が 行わ れてきました 。 ( 1 ) 少 量ウロキ

用されるようになりました。本邦では2002年からアルテ

性疾患の既往、出血の危険性のある頭蓋内疾患、高度

言葉が出てこない、理解できない

プラーゼ臨床治験J-ACTが、発症後３時間以内の脳梗塞

の血圧上昇などが含まれています。
「慎重投与」の項に

患者を対象に実施されました。良好な治療成績を得て、

は、消化管潰瘍、高齢、重篤な神経症状などが挙げら

厚生労働省に承認され、2005年10月から脳梗塞治療に

れています。tPA静注療法により頭蓋内出血を起こし

一方tPA静注療法は、
どの病院でも施行できるわけ

使用可能となりました。当院でもtPAを使用開始し、良好

て症状が悪化する頻度は、tPA薬を使わない場合の３

ではありません。当院は日本脳卒中学会が定めてい

な成績を得ております（図3、図4）。

〜10倍とされ、一度生じると死亡率も高いとされてい

る施設基準に合致しており、tPA静注療法が実施可能

ます。出血の発生はガイドライン違反に関係があると

な救急医療機関となっております。

これまでの脳梗塞治療とtPA静注療法

ナーゼ静注法

(2)抗凝固療法

(4)脳浮腫軽減療法

(3)抗血小板療法

(5)脳保護療法などです。
しかし、

これらの治療法の効果は弱く、症状を完全に回復させ
るものではありません。症状の進行や再発の防止、合
併症対策を目的としており、保存的な治療といえます。
tPA（組織プラスミノーゲン・アクチベータ）
とは、血

3ヶ月後の予後スケール（ｍRS）

を早期に回復させ、脳梗塞を回避するのがtPA静注療
法です。

筑波メディカルセンター
ディカルセンター

脳血管が閉塞し脳血流が途絶すると脳梗塞が生じ
ますが、脳血流を早期に再開させると、脳組織は完
全または部分的に回復します。閉塞時間が短いほど
回復は良好です。
こうした回復可能な領域を「ペナン
ブラ」
と呼んでいます(図１)。詰まった血管を短時間
で再開通させることができれば、治療につながる可
能性があります。

Sアルテプラーゼ
NINDSアルテプラーゼ

tPA静注療法は患者の発見から治療開始までを、３

脳卒中患者さんの命や後遺症が大きく左右されるこ

2-3

時間以内に終了する必要があります。
したがって発見

とはありませんでした。脳梗塞のtPA治療は、
これまで

から来院までの猶予はわずか２時間です。病院側も

とは異なる積極的治療であり、劇的改善を期待でき

患者来院から60分以内に治療を始める必要がありま

るものです。一方で頭蓋内出血という危険な側面も

す。
これらを満たすためには、図５のごとく、救急隊の

有しております。少しでも多くの患者さんが、
この新し

搬入要請に対する迅速な対応が２4時間体制であり、

い治療法の恩恵を受けられるよう、地域一般の方へ

かつ検査技師、救急外来、集中治療室などの即応態勢

の啓蒙及び救急医療体制の整備に努めて参りたいと

が整備されていることが必要です。

考えております。
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図３ 日本の治験（J-ACT）、米国の治験成績（NINDS）、筑波メ
ディカルセンター病院での３か月後の予後スケール（mRS）
発症３ヵ月後に評価した予後スケール（mRS）では、０−１の
障害なしの頻度が、米国の試験（NINDS）のtPA投与群39％と
J - A C T 3 7 ％ 、および 当 院 3 9 ％とほ ぼ 同じである。死 亡 率 は
17％、10％、5％と当院で低い。

3

地域医療支援病院としての
これまでの歩みと今後について

各項目の増加グラフ （1999年度→2009年度）

地域医療支援病院は地域の診療所や病院の支援を目的
として医療法で制度化された病院の医療機能区分のひ
とつであり、ある一定の地域（二次医療圏）
に一施設ある

他の施設から紹介された患者さんの数

当院から他の施設へ紹介を行った患者さんの数

ことが望ましいとされています。当院は早くからこの制度
に賛同し、1999年（平成11年）3月、県内では初の、全国では12番目の早さで承認を受けました。現在、全
国には293施設、茨城県内には当院を含め７施設が承認されています(2010年12月末)。今回は地域医療
支援病院としての当院の10年余を振り返ってみたいと思います。
地域医療連携課長

堀田健一

11 地域医療支援病院について
“地域の医療機関に対する支援”は、具体的に次のようなことが挙げられます。

10,594名

16,925名

6,215名

9,951名

1999年度

2009年度

1999年度

2009年度

当院と提携している地域の医師（登録医）の数

救急車で来院された患者さんの数

①地域の医療機関からの紹介患者を中心とした診療体制
2,338名

②救急医療を提供する能力と実績を有すること

4,525名

茨城県内の地域医療支援病院
（ ）は承認年月

③病床や医療機器が地域の医療従事者にも利用できる体制
④地域の医療従事者に対する教育や研修の機会の提供

288名

387名

1999年度

2009年度

1999年度

2009年度

これらの機能や体制を備えていると認められた場合に都道府
独立行政法人国立病院機構
茨城東病院
東海村（2007年7月）

県により承認され、承認後も毎年実績の報告義務があります。
当財団のホームページにも地域医療支援病院についての

水戸済生会総合病院
水戸市(2008年5月)

説明がありますのでそちらもご参照ください。

地域の医療機関が当院のMRI、CTを利用した件数

2,276件

要の拡大と財源不足によって、
これまでと同じような形

筑波メディカルセンター病院
つくば市(1999年3月)

で医療の提供を行うことは難しい状況になってきまし
た。
これを解決する一つの手段が、医療資源を効率よく

独立行政法人国立病院機構
霞ヶ浦医療センター
土浦市（2008年5月）

1999年度

2009年度

73名

175名

1999年度

2009年度

取手北相馬保健医療センター医師会病院
取手市（2006年8月）

提供するためのしくみである医療機関同士の連携で

総合病院取手協同病院
取手市（2008年5月）

4 ささえあう医療

5 終わりに

このようにみてゆくと地域医療支援病院が単独で

制度ができた時期にくらべて地域医療支援病院

地域医療の中心を担うようにも見えますが決してそ

のあり方や考え方も少しずつ変わってきており、制度

うではありません。筑波メディカルセンター病院は

的にも今後どのような機能をもたせていくべきか検

地域の医療機関や医療従事者によって支えられてい

討している段階にあります。
しかし医療連携につい

3 当院の活動について

ます。例えば、小児救急医療は近隣医師会の先生方

ては、今後の医療を考えていくうえでこれからも重要

これまで当院は地域医療支援病院としての役割を果たすことができるよう、その機能の強化につとめてき

の協力を得て診療活動を続けており、新型インフル

な要素のひとつであることに変わりないと考えてい

ました。たとえば紹介患者さん中心の診療を行うため、医療連携が掛け声だけで終わらぬよう、診療所や地域

エンザが大流行した時期にも地元医師会の支援を

ます。

の医療機関との人的な交流を盛んにしてきました。救急医療の提供については、質量の拡充に努め、救急搬

得て時間外の診療を行うことができました。
どちらか

医療連携のしくみはなかなか患者さん方にとって

送件数は1999年度に比べ、
この10年間で倍増しました。地域の医療機関が当院のMRIやCTを利用する件数

に依存するのではなく、相互に補完できる関係こそ

は理解しにくい部分であると思いますが、さまざま

も、1.4倍に増えています。毎月何らかの医療従事者向けの研修や講習が院内で行われており、院内の医師や

医療連携の理想的な形ではないかと考えています。

な機会を通してご理解いただけるよう、
これからも

す。もちろん地域医療支援病院だけがその任を担う訳
ではありませんが、その機能の強化はより強く求められ
ることになります。

※各病院の業務報告は茨城県のホームページ
で確認することができます。
http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/hoken/koso/medlaw/hospital/

医療従事者だけではなく、地域の医師や医療従事者にも公開しています。

4

3,211件

独立行政法人国立病院機構
水戸医療センター
茨城町（2006年8月）

2 その意義とは
医師不足に象徴されるように、高齢化による医療需

研修会への院外の参加者数

努めてゆきたいと思います。
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国民保護法に基づく日本初のＲテロ対応訓練を水戸市で実施

茨城県の医療チームと病院が訓練に参加

救急診療科

阿竹

茂

！
探険 発見！

No.1

病院ツアーズ
さて、ここから探検です

化学療法専用混注室
外来棟2階にある通院治療センターの隣にある“化
学療法専用混注室”へ行ってきました。
「混注」は聞きなれない言葉ですが、注射剤や抗が
ん剤を混合調整することです。室内に入ると“安全
キャビネット”と呼ばれる装置が2台ありました。

スタート

“安全キャビネット”はどんな装置ですか？
抗がん剤を混注する専用の機器です。化学療

国民保護法に基づく日本初のＲテロ対応訓練が茨城県
水戸市で実施され、茨城県の医療チームと病院が訓練に
参加しました。国民保護法とは、テロなどの武力攻撃を受

1時間で0.5ミリシーベルトの放射線に被曝しますが、ほと
んど問題ない線量といえます。
救護者である我々医療者は全身を覆うスーツを着用し、

けたときに国民を守るための法律で、消防、警察、
自衛隊、

マスク、
ゴーグル、2重の手袋をしますが、直接の放射線の

医療機関などの関係機関が連携、協力して対応するため

被曝を防ぐことはできません。

法を受けている患者さんは免疫力が下がっていま

混注室には常時２名の薬剤師がいます。混注

すので、特殊なフィルターを通して清潔な空気が

開始前と出来上がり後に注射伝票と薬剤を必ず

入るキャビネット内で無菌的にかつより衛生的に

薬剤師２名で指さし確認をします。

混注業務を行なうのです。
同時に、薬剤師が抗がん剤にさらされることを

すな わちある程 度 被

ロ)のことで、今回の想定は放射性物質であるセシウム137

曝することを承知の上で

“安全キャビネット”の中の汚染された
空気は外に出ないのですか？

を含む爆弾が水戸の三の丸庁舎で爆発し、放射性物質が

救護に当たらざるを得な

キャビネットの上に

付着した多数の傷病者が発生するというものでした。

いのです。放射性物質を
吸い込まない、体表に付

という複雑な想定の大規模実働訓練であり、今後のテロ対

着させない装備をして臨

策の見本となる訓練を行ってくださいという内閣府からの

むのです。もちろん活動

要望もあり、数ヶ月間の準備を重ね、2011年1月30日
（日）

中の被曝がどれくらいな

に訓練は実施されました。

のかを測定するために、

筑波メディカルセンター病院の医療チームの役割は爆

警報機付き個人被曝線

発の起こった庁舎近くに設置された救護所で放射性物質

量計を身につけることも

が付着した傷病者の中でも特に重症の外傷患者の初療を

必須です。

半端な量の薬剤を使用した際は、最後に残った
薬剤を注射器で抜いて薬剤の残量・使用量に間違
いがないか必ず薬剤師２名でチェックします。

防いでいます。

の規則です。RテロとはRadiological terrorism(放射線テ

日本で初めての爆発テロと放射線テロが同時に起こる

薬剤の確認はどうやって
おこなっているのですか？

ダクトがありますね。
排気する前にフィル

一人分の抗がん剤のセットを準備するの
どの位時間がかかりますか？
化学療法の
前日

薬剤師２〜３名で注射伝票を
確認し薬剤を準備します。

当日

患者さんの状態の確認をします。

ターを通して清潔な空
気が室外に排気される

前日に出された注射伝票の変更

ようになっています。

がないか確認します。
確認後は１セット30分以内を目
安に混ぜられるように進めてい

現場救護所で指揮する阿竹医師

薬剤師さんが着けているメガネ、マスク、
ガウン、手袋はいつ交換するのですか？

ます。
ポイント

医療者の抗がん剤による暴露を防ぐためにメ

薬剤によって溶けにくいものや
泡立ちやすいものがあります。

行うことでした。放射線物質が飛散する現場で、放射性物

傷病者の衣服に放射性物質が付着している場合、処置

ガネ、マスク、ガウン、手袋を着けて作業をしてい

溶けにくいものは最初に準備す

質の付着した傷病者の治療を行うには、被災現場の環境

をするために接触しても被曝量は微量です。傷病者の被曝

ます。手袋は厚みが0.1mm以上あるものを使用し

るなど、混ぜる順番を工夫するこ

の正しい評価と放射線や放射性物質から傷病者と自分自

を減らし、汚染を広げないためには脱衣を行うこと
（除染）

ていますが、時間の経過とともに薬剤の浸透性が

とで迅速にセットを完了します。

身を守る正しい知識と技術が必要です。

が大切です。
しかし脱衣のために救命処置を遅らせてはい

増すため、30分を目

放射性物質を爆薬で飛散させる爆弾はdirty bomb

けません。

（ダーティーボム、汚い爆弾）
と呼ばれていて、実際の放射

訓練開始後、現場では100名以上の模擬傷病者が、次々

線障害は大したことはなく、被曝不安で混乱に陥れるのが

にトリアージ、治療、処置を受け、近隣の病院に搬送され、

目的と言われています。

予定通りの訓練を行うことができました。

爆発後の庁舎入り口の空間線量は0.5ミリシーベルト/毎
時という想定でした。
まずこの値が危険かどうかというと、

いかに被曝不安を払拭して本来必要な救命処置を安全
に行えるかが問われる重要な訓練でした。

安 に 交 換 をして い

ゴール
メガネ

ます。メガ ネ 、マス

ハイ！

ク、ガウンは抗がん
剤 が 付 着した 時 点
で、すぐに交換をし
ます。

手袋

安全に化学療法を
受けてもらうために、
抗がん剤が患者さん
に届くまでに3人から
4人の薬剤師さんの
チェックが入っている
んですね。

薬剤科長

糸賀 守

6

7

新任挨拶

小児科診療科長
今井 博則

4月から小児科診療科長に任命
されました今井です。小児科
は、常勤医5名、後期研修医3名、
初期研修医常時2～3名と大所
帯となりました。非力ではあり
ますが、気を引き締めて頑張り
たいと思います。よろしくお願
いいたします。

4月1日付で診療科長を拝命致
しました。
当科では肺がんをはじめとし
た悪性疾患に加え、肺炎や慢性
肺疾患の悪化などに対する急
性期診療が増加してきており
ます。これらを両立しつつ、さ
呼吸器内科診療科長 らに診療の質を高めていくよ
う努力して参ります。
飯島 弘晃

消化器内科診療科長
佐藤 一弘

緩和医療科診療科長
久永 貴之

4月より診療科長を拝命しまし
た。医師の大半を腹部経カテー
テル治療とともに歩んで参り
ました。特に門脈系のインター
ベンションに努力してきまし
た。当院では黄疸のステント治
療や超音波内視鏡治療なども
含む消化器インターベンショ
ンの総合化をすすめ、結果とし
て患者治療にやさしい診療に
力を注いで参ります。
4月1日付で緩和医療科診療科
長に任命されました。これまで
患者さんやご家族との出会い
を通じ、多くの学びを得させて
いただきました。これからもス
タッフとともに地域から愛さ
れ必要とされる緩和治療・ケア
を提供していけるよう努力し
て参ります。

日本医療機能評価機構緩和ケア機能評価を
受審し認定されました
2010年11月８日に日本医療機能評価機構による付加機能「緩和ケア機
能」評価を受審いたしました。
これは第三者機関による専門分野の評価を
するものです。当院の緩和ケア病棟が、
この評価を受けるのは２回目で、
前回の受審から５年が経過して、今回は、地域連携や人材育成や教育研
修体制について良い評価を受けました。今後も多職種による質の高いケ
アが提供できるように努力してまいります。

市民健康講座100回達成特別講座
１ ２ ３ ４

腰痛の初期対応法と予防
会田育男整形外科診療科長
頭痛あれこれ
小松洋治脳神経外科診療部長
狭心症、心筋梗塞の症状･治療･予防
野口祐一統括副院長

其の 其の 其の 其の

「日常生活上の注意点」をテーマに
自宅でできる処置法や生活習慣病
の予防についてお話します。

あんなバッジ・
こんなマーク

オレンジバルーンプロジェクト
Orange Balloon Project！
苦痛を緩和しながらのがん治療が
全国各地で始まっています。
こころやからだの苦痛を緩和する医
療が進んでいます。当院でも緩和ケ
ア支援チームによる闘病中のがん
の患者さんへのサポートを実施し
ています。
こころやからだが辛いと
感じたら、
このバッチをつけている
人たちに声をかけてください。

※詳細は市民健康講座事務局へ
お問い合わせください。

5月21日
（土）
13：00-15：30（開場12時）
イーアスホール

筑波メディカルセンター病院
〒305-8558

つくば市天久保１－３－１

Ｔe l：０２９－８５１－３５１１

じくや

発行人 病院長

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。

