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が可能なので、手術が難しい場所でも治療を行う

ながら腫瘍にダメージを与えることができます

ことができます。そして、放射線治療では形態や機

放射線治療には体の外から放射線を当てる外照

能が温存され易いことも優れた点の一つです。例

射のほかに、体の中に放射線治療の器具を挿入し

えば、頭頸部のがんに対して放射線治療を行うこ

て行う小線源治療があります。
代表例として、
子宮

（図２）。
図２

とにより、顔面の外見上の変化が少なくて済むこ

頸癌に対して子宮内に器具を挿入して行う腔内照

正常細胞の減少と回復

とが期待されます。そして、喉頭癌に対して放射線

射や、
早期前立腺癌に対して70～80個前後の小さ

治療効果

放射線照射

治療を行うことにより、声を温存することが期待

な線源
（前立腺シード：125I）
（図5）
を埋め込む治療、

でき、肛門管癌に対する放射線治療により人工肛

早期の舌癌や再発子宮癌に対して針を刺して照

門を回避することが期待できます。

射を行う組織内照射などが挙げられます。これら

細胞数

放射線治療について

がん細胞の減少

の治療では麻酔を要することがありますが、限ら

放射線治療科
おおしろ

時間
よしこ

分割照射の治療効果

大城 佳子

がん治療のなかの放射線治療の役割
がん治療においては、手術、放射線治療、化学療

れた範囲に大量の放射線をかけることができるの
で、
非常に効果が高い治療と考えられています。
また、
近年の放射線治療技術は著しく進歩し、
定

正常な細胞の障害により副作用が生じる可能

法をうまく組み合わせて治療することが重要で

性があります。放射線治療の副作用は照射部位に

す。放射線治療は化学療法と組み合わせることに

よって異なりますが、原則として照射された部位

より、治療の効果が高まることが知られています。

強度変調放射線

のみに影響が出ます。副作用は照射中から照射後

以前は放射線治療による治療成績は手術に比べて

治療（IMRT）など

早い段階に出現する早期副作用と照射終了後半

かなり劣っていましたが、近年の照射技術の進歩

の高精度放射線

がんの治療法には、主に手術、放射線治療、化学

年～数年後に出現する遅発性副作用があります。

や化学療法の併用とともに、放射線治療成績は向

治療、陽子や重粒

療法があります。放射線治療は手術と同様に体

早期副作用の場合は照射後速やかに回復するこ

上し、以前は治せなかったがんも治るようになっ

子を用いた粒子

の一部にあるがんに作用する『局所治療』です。

とが多いのですが、遅発性副作用の場合は治療が

てきました。一部の腫瘍では放射線治療でも、手術

線治療が発展し

手術は癌治療において中心的な役割を果たして

難しいものが多く、注意が必要です。原則的に、遅

と同等の成績が期待できるようになりました。

てきました。これ

いますが、体への負担は大きく、高齢者や合併症

発性副作用を起こさないような照射が行われて

はじめに
日本における死亡原因の第一位はがんです。

を抱える患者さんには手術が出来ないことがあ

います。

れ、放射線治療が注目されるようになってきま
した（図１）。
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前立腺癌小線源治療
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位放射線治療や

らの方法を用い
ると、通常の放射

線治療に比べて正常組織の照射線量を低減しつ

ります。そのため患者さんの高齢化が進むにつ

放射線治療の実際

つ、
腫瘍に高い線量を照射することができるので、
一部の患者さんにとってはとても良い治療です

体の外から放射線を照射するために、
CT検査を

（図6）
。

なお、
『放射

もとに照射部位を決め、治療計画をたてます。毎

線』は『放射能』

回同じ位置に照射をするため、体に目印の線を引

と異なります。

きます。毎日の放射線照射は、専任の技師が、計画

放射線は体の中

と合っているかどうかを確認しながら行います。

を通り抜けるの

専用の治療室で、通常1日1回、週5回（平日のみ）行

で、治療後に体

います。照射線量と回数は治療の目的と、腫瘍の

必要があれば茨城

内に留まり全身

反応、
そして副作用の状態を考慮して決定します。

県内はもちろん、全

に影響を与えた

治療室に入っている時間は10-15分で、そのうち

国に紹介すること

り、周囲の人に影響を与えたりすることはあり

照射に要する時間は5分程度です。がんの種類に

ができます。

ません。

よっては1日2回の照射を行うこともあります。

放射線治療の原理

放射線治療の特徴

放射線治療装置
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設でしか受けるこ
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とができませんが、

肝臓癌の陽子線治療例
子宮頸癌治療前

化学放射線治療後

最後に

放射線治療の最大の特徴は体への負担が少な

また、手術のあとに再発予防のために照射をし

がん治療で大切なのは、手術、化学療法、そして

きます。傷ついた細胞の一部は回復しますが、

いことです。痛みを伴うことがなく、治療を受け

たり、手術の前に手術をしやすくするために放射

放射線治療をうまく組み合わせて、最大限の治療

回復できなかった細胞は死滅します。分裂が盛

る患者さんの体力や年齢に制約があまりなく、乳

線治療を行ったりすることもあります。また、放射

効果を発揮させることです。適切なタイミングで

んな癌細胞は正常細胞に比べて回復しにくい

幼児からお年寄りまで治療を受けることができ

線治療には、がんによる痛みの緩和や、骨折予防、

適切な放射線治療を提供できるよう、努めてゆき

ことが分かっています。放射線を何回にも分割

ます。また、放射線治療は体の殆どの場所の治療

脊髄麻痺の改善や予防などの効果があります。

たいと思います。

細胞に放射線が照射されると遺伝子に傷がつ

2

特殊な放射線治療

して照射をすることで、正常な細胞の回復を促し
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外来アシスタントについて

患者さんの声
いただいたご意見をもとに改善、工夫をしています

フロアマネージャー

坂本

修

患者さんの声検討部会
医師は外来や病棟での診療や検査・手術などの

「患者さんの声」投書箱

筑波メディカルセンター病院は、病院の
質を向上させるため、病院をご利用になら
れた患者さんやご家族から広く意見や要望
をいただき、
よりよい環境を築きたいと考え
ています。そこで「患者さんの声投書箱」を
院内12箇所に設置しています。皆様からい
ただいたご意見を１ヶ月分まとめて、翌月の
第２火曜日に患者さんの声検討会で協議
し、対応についての回答は病院本館１階廊
下の「患者さんの声回答コーナー」に掲示し
「患者さんの声」回答コーナー
ています。

ほかに、検査や処方などのオーダー入力・診断書
や紹介状などの文書作成・診察に関するデータ整
理・学会や研究会の準備・さらに院内の勉強会や
委員会など、患者さんから見えない所での事務作
業を多く行っており、本来の業務である医療行為に
支障をきたしていると言われています。
そこで、医師の負担軽減を目的として、本来の業
務である医療行為に専念してもらうために医師の
事務作業をサポートする
「外来アシスタント」
と呼

外来診察室裏のようす

ばれる職員が当院には25人在籍（11/1現在）
して
おり、外来診療において、診察室の周辺で業務して
います。

前年度（Ｈ22.4〜Ｈ23.3）は
294件のご意見やご要望をいただ
きました。診察待ち時間に関するご指
摘、空調やトイレ、案内表示などの院内
環境に関するご要望、
また職員の接遇に
関するご指摘などが多く寄せられまし
た。
ここで皆様からのご意見をもとに、
改善された事例の中から３件を
ご紹介させていただきます。
す。

改善例1
最寄のバス停には椅子が設
置されていな いた め、足の
不自由な方やご高齢の方な
どはご不 便な 思いをされて
いたことが分 かりました。バ
ス会 社と協議し椅 子を設置
することが出来ました。

当院では、
これからも皆様からご意見をいた

載された内容とパソコン上での指示とを照らし合

業務内容は、診察前のカルテや検査結果の準

わせ、検査や処方の有無・内容確認、次回の診察予

備、
また、一人の患者さんが終了するとカルテに記

約の確認を行い、事故防止の意味も含めて適切な
案内ができるようにしています。
更に、医師の最終確認は必須ですが、診断書作
成の補助も行っており、診断書が速やかにお渡し
できるような取り組みも昨年から始めました。
（患
者さんより、
月に約1000件の診断書作成の依頼が
ありますが、現在200件程度の補助を行っており、

改善例２
分 かりにくい 」
院 内 の「 案 内 が
ただきました 。
という投 書をい
案 内 表 示を充
そこで 、院 内 の
なく、わ かりに
実するだけでは
ランティアの
くい 場 所 には 、ボ
さんに案 内を
方々が 直 接 患 者
つくりました。
さしあげる体制を

一部の診療科は約50％の補助率となっています。）
外来アシスタントがこのような業務を行い、医師
の負担が軽減されることで効率の良い外来診療が
行えるという効果があります。医師との協力が必要
不可欠ですが、患者さんが更に満足していただけ
るように今後も取り組んでいきます。

診察ブースカウンター
外来アシスタントの配置状況

改善例３

「 診 察の
待ち時 間
が 分 かる
ように表示
してほしい
」
とい
う要 望 を
い た だき
ました 。
診察室ごと
の状況を待
合ス
ペースに掲
げ対応させ
てい
ただきまし
た。

エリア

主な診療科

配置人数

10番外来

総合診療科、整形外科、救急診療科、脳神経内科、
麻酔科、循環器内科ペースメーカー外来

5人

20番外来

脳神経外科、脳神経内科、循環器内科、
心臓血管外科

5人

30番外来

消化器外科、呼吸器外科、呼吸器内科、緩和医療科、
代謝内科、乳腺科、麻酔科術前外来

5人

50番外来

婦人科、泌尿器科、乳腺科

5人

小児外来

小児科、救急小児科

4人

だき、
より快適な環境を提供できるよう努力し
たいと考えています。今後とも忌憚のないご意
見をお寄せ下さい。
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通院治療センター

1人

5

！
探険 発見！

第 １ 回 いばらき神経・運動・機能障害ケア研究会を開催して
茨城県は、医師をはじめとする医療従事者確保の難しさもあり、地域内での医療の継続に苦慮するとと
もに、各医療施設の役割分担や協力体制づくりは必ずしも進んでいない状況にあります。そこでそれぞれ
の施設内にいらっしゃる何らかの機能障害にある患者さんのケアについて、会員同士の情報交換を密に
し、自施設のみならず、県下のケアの質を向上させるための症例検討をしていく必要があると考え、財団の
了解のもと、研究会を有志で立ち上げました。
第１回の研究会は、参加者113名と大盛
況の中で開催されました。口演４題、基調講
演、パネルディスカッションを実施し、多職種
による積極的な意見交換がなされました。今
後この研究会が、茨城県の中で神経・運動・
機能障害ケアのチーム医療に貢献できるよ
発起人代表挨拶をする
うに定着を図りたいと考えています。
上村和也脳神経外科診療科長

No.4

病院ツアーズ
さて、ここから探険です
スタート

がんの治療中に口腔粘膜炎などの口腔内のトラブルに悩まされ
る患者さんは少なくありません。当院には歯科の医師がいないた
め、がんの患者さんの口腔ケアについて、地元の歯科医師会の先生
方にご協力をお願いすることにしました。歯科医の先生方に、がんの
医科歯科連携講習会
病態や患者さんの心理についてのレクチャーを受けていただいた
り、院内での周知をはかるなど、がんの患者さんの口腔ケアの普及に向けて準備をすすめてきました。その
結果、約60名の歯科医の先生に協力が得られることになりました。当初は手術や化学療法、放射線治療な
どを行う予定の患者さんを対象としていますが、治療中の患者さんもお願いできるように準備をすすめて
ゆく予定です。

医科歯科の連携を目的に行なわれたセミナーの実施状況とその内容
名 称
がん医療セミナー

がん医療セミナー

がん医療セミナー

医科歯科連携講習会

実施日

対 象

主なテーマについて

参加者人数

2010年
11月11日

歯科医・
歯科衛生士
その他

『がん専門病院における歯科の役割』
国立がん研究センター中央病院
歯科・口腔外科 上野 尚雄先生

（医師、歯科医師、薬剤師、
看護師、歯科衛生士、他）

2010年
12月21日

歯科医・
歯科衛生士
その他

『がん治療における口腔ケアの必要性について』
つくば市歯科医師会 岡田 裕行先生/
筑波ディカルセンター病院 化学療法科 石黒 愼吾

（医師、歯科医師、薬剤師、
看護師、歯科衛生士、他）

2011年
6月6日

地域の
医療従事者

『がん患者のためのケアシリーズ：口腔ケア』
〜症状別口腔ケアについて〜
つくば市歯科医師会 岡田 裕行先生

2011年
9月11日

主として
歯科医

『がん患者を口から支える口腔ケア
がん急性期医療から終末期医療まで』
静岡県立静岡がんセンター 大田 洋二郎 先生
『歯科医のためのがん治療の基礎知識』
筑波メディカルセンター病院 化学療法科 石黒 愼吾
『がん患者の心理とケア』
筑波メディカルセンター病院 CNS 三ヶ木 聡子

83名

108名

151名
（医師、歯科医師、看護師、他）

71名
（歯科医師、歯科衛生士、看護師）

栄 養 管 理 科と 隣
接する厨房へ行って
きました。毎日、何種類
もの給食でお世話になっ
ています。普段、疑問に思って
いることを訊いてみました。

Qどのような食事をつくっていますか？
A. 当院では約50種類の食事を用意しています。

が、提供前に栄養士１名が、味を確認しています。
さらに献立全体として問題ないか、毎食医師および
栄養士が1人分を検食として食べて、確認をします。

大きく分けると、一般食（栄養量より食事の形態
（かたさ）を重視している食事）
と治療食（病態に
合わせて栄養量を厳密に管理している食事）に分
けられます。一般食は、かたさによって常食、全粥
食、五分粥食、三分粥食、流動食などがあります。
治療食は、糖尿病、腎臓病、心臓病など、それぞれ
の病態に合わせてエネルギー、塩分などの栄養量
を管理したもので、エネルギーコントロール食、エ
ネルギー蛋白コントロール食、塩分コントロール
食などがあります。その他、小児のミルクや、嚥下
（飲み込むこと）障害がある方向けの訓練食なども
作っています。

Q 食材の調達はどのようにしていますか？
へ発注しています。業者の選定は、衛生状態など
を実際に目で見て確かめてから採用しています。
カット野菜を使用している施設も多くあります
が、当院ではほとんど使用しておりません。特に葉
物は、新鮮な丸のままのものを納入し、院内でカッ
ト・調理しています。

Q配膳の確認はどのようにしていますか？
A. 食事は盛り付けし、
トレーに載せて、保温
保冷配膳車（温かいも
のは温かく、冷たいも
の は 冷 たく保 管 する
配膳車）で運んでいま
す。提 供 前 に は 、献 立
どおりの料理がセット
されているか、目でみ
て チェックしま す。そ
の後違うスタッフがも
う一 度 チェックし、問
題ないことを確認してから病棟
へ運びます。
アレルギーの食事など内容
をみ た だ けで は わ からな いも
の は 、作る時 間 帯をずらし、目
印をつける（ラップをかけるな
ど）ことで、間違えないようにし
ています。

Qメニューはどうやって決めていますか？
A. 食事はそれぞれ栄養基準が決まっています。メ
ニューは、その基準に合っていることはもちろん、
美味しさや彩り、衛生面、経済面などを考えて、管
理栄養士や調理師が相談して決めています。食事
は入院中の楽しみでもありますので、朝食・夕食を
選べる選択メニューや、旬の味覚を使った季節メ
ニュー（栗ご飯、秋刀魚など）
も取り入れています。
患者さんにとって大切な食事をつ
くられているのですね。一番に気
にかけていることはなんですか？

栄養管理科長 秋野 早苗

6

厨房探険

Q 味はどうやって確かめていますか？
A. 毎食、料理が出来上がったときに調理師２名

A. ほとんどの食材を、地元の信頼できる専門業者

歯科受診 がんの治療前から！

ちゅうぼう

ゴール

おいしい食事を提供することです。
入院中の一番の楽しみは食事で
す。おいしくて、元気がでる食事を提
供できるよう、一同頑張っています。
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医療安全推進月間を実施して

紡ぎの庭 へのご寄附ありがとうございます

患者安全対策室

廊下に展示された報告の様子

医療安全推進月間を10月と11月に行いまし
た。"安全の取り組みを、広く病院を利用する
患者さんや一般の方へお知らせする"という
目的で、9月に開催された医療安全活動報告
会＊の演題８題の取り組み内容を10月18日か
ら11月10日まで1階にパネル掲示しました。
患者さんや一般の方が立ち止まり、
ご覧に
なっている光景を目にしました。パネル展示
は初めてでしたが、以下のような温かいメッ
セージをいただきました。

病院前のペデストリアンに患
者さん、患者さんのご家族や一
般市民の皆様に憩いの場を提
供したいという願いを込めて、
「紡ぎの庭」を作庭以来、３年が
経ちました。
この間、その維持管理費用に
ついて、お取引先企業様へ賛助
金 のご 依 頼を致しますととも
に、病院・健診センター受付に募金箱を設置し、
ご協力をお願
いしてまいりました。お蔭様で本年度も、お取引企業34社の皆
様から合計74万円、募金箱には合計４万８千円のご協力を頂
戴致しました。
これらの貴重なご厚志に心から感謝しながら、
年間150万円の維持管理費用に充てさせていただきました。
植え替え、水遣り、除草作業を続ける中で、
「紡ぎの庭」はす
っかり定着し、患者さんをはじめ近隣市町村の皆様方からご好
評をいただいております。今後とも、皆様にご協力をお願いし
ながら
「紡ぎの庭」を守り続けたいと存じます。
どうか、温かい
ご支援を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
株式会社アインファーマシーズ
株式会社アステック
EXサービス株式会社
株式会社ｲｿﾒﾃﾞｨｶﾙｼｽﾃﾑｽﾞ
茨城リネンサプライ株式会社
オークラフロンティア ホテルつくば
オオサキメディカル株式会社
株式会社岡田新一設計事務所
株式会社オヅ商会
鹿島建設株式会社
株式会社梶本
コクヨ北関東販売株式会社
株式会社常陽銀行 土浦支店
株式会社セイブンドー
泉工医科工業株式会社
株式会社セントラルメディカル
株式会社ダスキンヘルスケア

・事故自体をなくすのは不可能だが、確
率を減らす努力は最善と思う。
・素人でも分かりやすいように展示して
くれて温かい印象を受けた。
・今後もこのようなポスターで表記をお
願いしたい。
私たちは今後も医療安全の取り組みを紹
介し、患者さんと一緒に安全な医療を実施し
てゆきたいと思います。
＊医療安全活動報告会：各部署で取り組んでいる
安全対策改善活動を財団内で報告する会

１ ２ ３ １ ５ ５ ６ 其の７

其の 其の 其の 其の 其の 其の 其の

あんなバッジ・
こんなマーク

目の不自由な方

〒305-8558

つくば市天久保１－３－１

Ｔe l：０２９－８５１－３５１１

敬称略 五十音順

耳の不自由な方

目や耳の不自由な方をサポートさ
せていただくために、2つのマーク

筑波メディカルセンター病院

株式会社タナカ
株式会社ツクバ計画
株式会社筑波サービス
中山商事株式会社
日興通信株式会社
株式会社日東
日本電気株式会社
沼尻産業株式会社
株式会社東日本メディカル
株式会社フジタ
株式会社ホギメディカル
株式会社星医療酸器
株式会社ムトウ
以上30社
匿名希望
４社

（世界標準デザイン）のシールを診
察券やカルテに貼っています。

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。

