地域の皆様と共に歩む
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ドクターのリレー講座

病院見学ツアーを開催しました

手術後の傷の痛みについて
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新春のご挨拶
謹んで新春のご挨拶を申し上げます。
昨年５月に財団法人筑波メディカルセンターは設立30周年を迎えました。
その記念すべき年の４月には、新法人法の
もと公益財団法人へ移行しています。
新制度の公益法人は、従来と比較して
「公益」
が厳格・限定的に定められ、
認定を受けるには大変高いハードルが課されました。病院の公益性は、地域の皆様に安全で良質な医療を片寄
りなく提供し、
またその機会が公平に開かれている事だと思います。
この公益性を追求するため、
本年も、
たゆ
まぬ努力を継続する所存ですので、倍旧のご支援を賜れれば幸いです。
病院長

軸屋智昭

ドクター のリレー講座

さ

以前は麻酔から醒めて痛くなると座薬や注射の
鎮痛薬をそのつど使うという方法しかありません
でした。痛くなってから使うので効くまでに時間
もかかりますし、また痛み止めを使うと傷のなお

PCAポンプ本体

りが遅くなるという迷信まであって、患者さんは、

手術後の傷の痛みについて

こと痛みに関しては相当がまんを強いられてい
たようです。その後、手術が終わる少し前から痛み

ピッ！
ピッ！

止めを持続で使うという方法がでてきました。注
射器に入れた痛み止めをポンプで持続的に注入し

専門部長

たり、風船のようなものに痛み止めの薬液を入れ、

麻酔科
きょうこ

風船が縮む力を利用して一定の速度で持続的に注

元川 暁子

入したりする方法です。痛くなってから看護師さ

もとかわ

んを呼んで痛み止めをもらう方法と違って、ある
一定の速度で常に注入し続けるので

痛み止めの

効果が完全に切れてすごく痛くなるということが
ありません。いちいち痛み止めが切れてから注射

痛みがある時に
このボタンを押します。

PCAポンプ操作のイメージ

する方法よりはだいぶましになりました。ただ痛
みの感じ方は人それぞれですし、じっとしていれ

てすむ可能性があります。押しすぎてしまうこ

に長く寝ていることによって起る合併症を防

こんにちは。麻酔科の元川といいま

ば痛くないけれど動いたり咳をしたりすると痛み

とはないかって？心配いりません。ある条件が

ぐことができるのです。

す。数年前にこの講座で麻酔の方法や

が強くなったり、また痛みより痛み止めの副作用

設定されていて、薬が入り過ぎないシステムに

この痛み止めの器械がすべての術後の患者

麻酔科の役割について述べましたが、

である吐き気のほうがつらく感じる人もいます。

なっているのです。
（ 設定しているのは麻酔科

さんに装着されるわけではありません。腹部や

そこで登場してきたのがＰＣＡすなわちpatient

ですが）そして手術後、日がたつにつれ痛みは

胸部の手術や、重症な骨折の手術など術後にあ

controlled analgesia という方法です。すなわち

やわらいできますから、それに合わせて薬の投

る程度以上の強い痛みが予想される場合に使

患者みずからが痛みをコントロールするやりかた

与量も減らしていきます。こういった細かいコ

われます。痛み止めには吐き気や眠気、腸管の

です。次にこの方法について詳しく説明します。

ントロールは麻酔科の役目です。通常朝と昼の

動きを抑制するなどの副作用もありますから

２回お部屋におじゃまして患者さんがどの程

それらを総合して患者さんに最も適した方法

度痛みどめのボタンを押しているかを器械を

で対処していくことになります。そういった判
断にも麻酔科は関わっているのです。

今回は手術のあとの痛みについてお話します。
みなさん手術をするときに心配なさるのがま
さ

ず麻酔からちゃんと醒めるのかどうか。麻酔で眠
らされてそれっきりということがないかどうか。
これは特別な理由がない限り絶対にありません。

まずＰＣＡポンプと呼ばれる

さ
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これなら
安心だね！

次に心配なのが麻酔から醒めたあと、手術の傷が

小型のポンプを使います。点滴

みて確認し、現在の痛みの程度がどれくらいか

ものすごく痛いのではないかということ。今日は

と同じようにある一定の速度で痛み止めを投与す

などをじかに患者さんからお聞きして、器械の

これについてお話しようと思います。

る器械です。この装置には痛み止めを追加投与で

設定を変更していきます。傷そのものの強い痛

と、かなり理想的なことを書きましたが、も

きるボタンが取り付けてあります。ベッドから起

みは数日でやわらいでいくのが普通です。個人

ちろんすべての患者さんでこのようにうまく

包丁でちょっと指を切っただけでも相当痛い

き上がって痛くなったとき、咳をして痛くなった

差もありますがだいたい３－５日ほどでこの

いくわけではありません。前にも述べました

ですよね。それなのに手術ではちょっとどころ

とき、歩いて帰ってきたら痛みがましたとき、この

器械は必要なくなります。器械がはずれるまで

が痛みは人それぞれですし、痛み止めの副作用

か何十センチも切られるわけですからそのまま

ボタンを押せば、持続で流れている薬液に加えて

は原則として麻酔科で管理することになって

の出方も人によって異なりますから、これさえ

だったらたいへんです。麻酔中は感じなくても麻

さらに臨時で余計に薬を投与できるしくみになっ

います。

やっていれば全く痛みが無い状態になるわけ

酔がきれたら七転八倒地獄の苦しみが待ってい

ています。もちろん予防的に押すこともできます。

る-----と思っていませんか？以前は確かにそうい

これからベッドから降りて歩こうとするとき、咳

うこともままありました。けれど今は術後の痛み

をして痰を出そうとするとき、前もってボタンを

積極的に痛み止めを使っていくことで患者さ

います。過剰な心配をせず手術を受

を取る方法は格段に進歩しています。

押しておけばこれらの動作にともなう痛みが軽く

んは早く日常生活に戻れるようになり、ベッド

けていただきたいと思います。

ではありません。それでも以前に比べ
今は痛みをがまんする時代ではありません。

れば術後の鎮痛法はかなり進歩して
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病気になってもなるべく家ですごしたい。
できれば入院したくない
と思っている、
あなたとあなたのご家族へ

すみなれた家で過ごすために

介護保険の利用を始めるには

場合、
かかりつけ医がない場合は、
在宅医療専門の医師に

どうすればよいですか？

お願いすることもあります。

市町村などが発行する事業者の一覧の中から居宅
介 護 支 援 事 業 者を選 び 連 絡します。担 当 のケアマ ネ

筑波メディカルセンター在宅ケア事業では

ジャーが決まったら、利用者と介護者を交えて利用する介

どんなことをしているのですか？

訪問看護や訪問リハビリを利用する場合は

護サービスを一緒に選びます。介護保険では、利用した介

どのような手続きが必要ですか？

護サービス費用の１割を支払います。

とします）の在宅ケア事業は、訪問看護ふれあい、サテラ

かかりつけ医に訪問看護・訪問リハビリを利用した
い旨を伝え、指 示を出してもらいます。またケアマ ネ

公益財団法人筑波メディカルセンター（以下、当法人

イトなの花、訪問看護ステーションいしげ、居宅介護支援
かかりつけ医というのは、
どんな医師ですか？

事業所を運営しています。各事業所の利用状況（平成24

ジャーに相談し、かかりつけ医に依頼してもらうことも可

皆さんが住んでいる地域で、主に開業している診療

年度4月〜11月までの８ヶ月間、延べ件数）
を見ると、訪問

看護師などが住み慣れた住まい（自宅だけでなく介

能です。病院からの退院や施設からの退所が決まり、
自宅

所の医師のことですが、病院の医師の場合もあります。い

看護件数は9,812件、訪問リハビリテーション件数は3,262

護施設も含む）を訪問して、そこで療養生活を送っている

で看護をうけたり、
リハビリをしたいと思ったら、
まずはか

ろいろ相談に乗ってくれる身近な医師です。

件、ケアマネジメント件数は1,609件です。最近は特に訪

方に看護（病状の把握、急変時の対応、お薬の管理など）

かりつけ医、
もしくはケアマネジャーに相談してみましょう

訪問看護とは具体的にどういうことですか？

を提供します。利用者本人や家族の意思、
ライフスタイル

（図を参考にしてください）。

を尊重して、
日常生活の支援から看取りまでを支えます。

往診と訪問診療は同じことですか？

市では比較的大きな事業所です。
また、がん患者さんへの

往診は、かかりつけ医が患者さんや家族の求めに応
ケアマネジャーとはどういう人ですか？

訪問看護を受けられる人はどんな人ですか？

問リハビリテーションが＋613件と増加しています。つくば

介護保険を利用する場合、利用者の相談に応じて、
そ

じて、夜間や緊急のときに自宅等に訪問することです。医

在宅緩和ケアに力を入れています。地域のかかりつけ医
の支援もしています。

療保険で「往診料」が請求されます。訪問診療はかかりつ

病気や障害のために、療養生活の支援を必要とする

の希望を聞いてその心身の状態にあった介護サービスを

方です。乳幼児から高齢者まで、主治医が必要と認めたす

利用できるようにサービスの調整や介護計画（ケアプラ

べての方が訪問看護を受けられます。特に、在宅で人工呼

ン）を作成する医療・介護・福祉の専門家です。ケアマネ

吸器を使用している方、在宅酸素を使用している方、痰の

ジャーは通称で、
「居宅介護支援専門員」
というのが、正式

筑波メディカルセンター病院は

機関数は160ヶ所以上、
介護保険事業数は60ヶ所以上に上

吸引が必要な方、胃ろうや尿道留置カテーテルを使用し

な名称です。
ケアマネジャーへの依頼は無料です。

往診や訪問診療をやってくれますか？

ります。
この拠点事業では地域の医療・介護関係者のみな

ている方など、医療的な処置や対応を必要とする方には、
訪問看護が必要です。

訪問看護ステーションの看護師や保健師、訪問リハ
ビリを希望する場合には理学療法士や作業療法士等が

「訪問診療料」が請求されます。

介護保険を利用できる人はどういう人ですか？

当法人の在宅ケア事業がつくば地域で連携する医療

施しておりません。
まず、
病院の主治医からかかりつけ医に

を深め、
情報を共有し、
顔の見える連携を図っています。

お願いします。
かかりつけ医が往診や訪問診療ができない

（第２号被保険者）で介護などの支援が必要と認定を受
けた人です。
＊特定疾病：筋萎縮性側索硬化症、後縦靱帯骨化症、骨

機関・事業所と連携をとり、適切な判断に基づいた看護を

折を伴う骨粗鬆症、多系統萎縮症、初老期における認知

行います。

症、脊髄小脳変性症、脊柱管狭窄症、早老症、脳血管疾患、

かかりつけ医
訪問看護・
リハビリ
の指示

糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症、
訪問リハビリを受けられる人はどんな人ですか？

閉塞性動脈硬化症、関節リウマチ、進行性核上性麻痺・大

訪問リハビリは、病気や怪我などが原因で身体に障

脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病、慢性閉塞性肺

害を受けた人（例えば、筋力が弱い、歩けない、病気の後

疾患両側の膝関節症または股関節に著しい変形を伴う変

遺症があって上手くしゃべれない、障害があって生活に支

形性関節症、末期がん

障がある･･･など）
で、
日常生活が不自由となった方に対し
て行います。
また今後、障害の発生が予測される方（介護

介護保険の認定を受けるためには

予防）
も対象となり、介護保険のほか、医療保険が適応さ

どうすればよいですか？

病気の方は、医療保険を利用します。

さんとの研修会を年間３回開催するなど、
在宅ケアの知識

での特定疾病＊（以下を参考にしてください）を持つ方

訪問します。24時間365日、医師やそのほか関係する医療

れます。要介護認定を受けている方は介護保険、特定の

「つくば在宅医療拠点事業」がパンフレットに
載っていましたが、
どんなことですか？

病院から往診や訪問診療に出ることは、
原則として実

65歳以上の方（第１号被保険者）
と40歳から64歳ま
訪問看護では誰が来てくれるのですか？

け医が定期的に（月２回程度）訪問して診療することで、

市町村の介護保険担当の窓口に申請します。訪問調

訪問看護・
リハビリ
の相談

報告

訪問・外来診療
訪問看護・訪問リハビリの
依頼・報告

訪問看護
訪問リハビリ
訪問看護・
訪問リハビリ
提供

相談

ケアマネジャー

訪問看護・訪問リハビリの
相談・報告

利用者

査を受けて認定が下りるまでには約30日かかります。

訪問看護と訪問リハビリの仕組み
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第15 回

病院見学ツアー を開催しました

！
探険 発見！

No.8

病院広報管理グループ

患者さんが安心して医療を受けられるように、院内での

実感しました」
「普段見ることのできない病院内の施設を

患者さんの安全に対する取り組みを皆さんに知っていた

見学できて有意義でした。医療従事者と直接話ができた

だこうと、病院見学ツアーを開催しています。15回目とな

ことが良かった」
と感想が寄せられました。

る今回のテーマは「前立腺癌の診断と治療」。

あなたが病気になった時、
自分の体の事を心配するだ

参加者の皆さんには、泌尿器科の医師による講義を

けで良いように――というのもへんな言い方ですが、例え

聴いていただき、手術室や放射線治療室、骨シンチグラ

ば手術になった時、その手術室がどんな部屋かも知らな

フィー、通院治療センターなどの施設を見学していただき

い場合と､実際に見たことがあって、
さらに触ったこともあ

ました。昼食では、入院中の患者さんにも実際に提供され

る場合とでは不安は違ってきませんか？――わからなかっ

ている食事を摂っていただき、尿失禁の予防や改善に効

たことを知ることで気持ちを和らげてください。安全に対

果がある骨盤底筋体操の体験も。
そして最後は医師、看護

する病院の取り組みを知ることで安心の材料を作ってくだ

師ほか病院スタッフと意見交換会をしていただくという盛

さい。
スタッフの姿勢と人柄を知ることで信頼のきっかけ

りだくさんの内容でした。

を作ってください。
自分の体以外のことに気をまわさなく

参加者から
「今まで知らなかったことをいろいろ体験で
きて、もし自分が病気になったら、安心して入院できると

ていいように、
病院のことを知ってください。
年２回病院見
学ツアーを開催しています。既に参加された方は思い出
話とともに見学ツアーの宣伝も口コミでお願いします。

こつばんていきんたいそう

骨盤底筋体操 椅子に座って、寝る姿勢で、
どれでも自分
にあったものを長く続けることが秘訣のようです。

意見交換会 参加者と病院スタッフで、真剣な話も、
くだけ
た話も時間いっぱい話がはずんでいました。

病院ツアーズ

全国的に医師不足が社会問題となっています。そんな

を続けており、歩いてこられる方から救急車やヘリコプ

なか、地元の医師会と救命救急センターが協同して救急

ターで搬送される患者さんまで、さまざまな方が受診さ

医療の連携体制をつくる地域が増えてきました。当院の

れています。あらゆる患者さんに対応できるようシフト

場合、2004年から当院を取り巻く周辺地域の医師会の

を組んでいますが、重症の患者さんが集中してしまうと、

協力を得て小児科の夜間、休日の救急外来診療を行っ

かぜや軽い怪我などの比較的軽症の患者さんの診療が

ております。

滞ってしまい、待ち時間が長くなってしまうことがありま

そしてこのたび、成人の分野においても、つくば市医

す。その一方で、歩いて来院された患者さんのなかにも

師会の支援をいただけることになり、20名の先生方にご

実は重症である場合もあり、当然ながら診察は慎重に行

協力をいただいています。医師会の先生方には、混雑す

わなければなりません。

ることが多い、日曜日と祝祭日の9時から17時までの初
期救急の患者さんの診療を担当していただくことにな
り、すでに昨年11月第２週より診療していただいており
ます。誰もが安心して救急医療を受けることができるよ
う、今後も地域の医療機関と連携、協力して、良質で高度
な救急医療を提供してゆきます。
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正面玄関から最も奥地に位置しています。面積は広く、いろ
いろな部屋があり、いろいろな道具が置かれており、いろい
ろな人が集まります。

さて、ここから
探険です

Q．リハビリはどのような患者さんに必要ですか？
「病気や事
A.リハビリテーション＝rehabilitationとは、
故等により、人間が人間にふさわしくない(望ましくない)
状態に陥った時、再びふさわしい状態に戻す（全人的復
権）」
ことを指します。
リハビリ＝機能回復訓練（医学的リ
ハビリ）
というわけではなく、障害を負った方の環境の調
整や、社会に働きかけることも含んでいます。
（ 社会的リ
ハビリ）入院前の状態と比べて、身体的・心理的な困難が
生じた方は、病気や診療科を問わず対象となります。

スタート

Q．ＰＴや ＯＴなど耳にすることがありますが
役割がよくわかりません

Q.他の病院のリハビリと違いはありますか？
A. 当院のリハビリテーションは入院の患者さんを中

A. 「理学療法士（ＰＴ）」は基本動作である立つ、歩く
などの運動療法や物理療法の指導・治療・練習を行い
ます。脳卒中やスポーツの分野に留まらず、手術前後や
肺炎などによる合併症、低活動の予防、近年ではがんの
方や心疾患の方の練習も行います。
「作業療法士（ＯＴ）」は、基本動作に生活的な肉付け
を行なう分野です。
「 作業」
と言うと物作りを思い出しま
すがそれだけではありません。日常生活を送るのに必
要な動作（食事、ﾄｲﾚ、洗面、入浴など）、家事動作、職場
復帰に向けた練習も行います。作業を通して心理的な
安定も図ります。
「言語聴覚士（ＳＴ）」は、言葉によるコミュニケーショ
ンに問題がある方や、記憶、注意力などの低下を有する
方への練習、指導を行ないます。入院直後に起こりやす
い飲み込みの支障が生じる
「摂食・嚥下障害」の方の練
習も行います。
また、難聴や発達障害の方への対応もし
ます。

心に実施しています。病院機能の分化がすすんでいま
すが、当院は救急病院のため「急性期」である疾病発生
直後からの時期を担当します。入院当日から開始するこ
ともあります。早期の介入では、いわゆる「訓練」
と言う
活動的な内容ばかりでなく、活動的になる時期に備えて
状態を整えたり、活気を上げたりする内容も含みます。
リハビリテーション専門の病院（回復期）に移られた時、
スムーズに練習に取り組めるよう配慮していきます。
当院でリハビリテーションをされた方の約半数はご
自宅に退院されます。国策として入院期間の短縮が求
められているため、以前よりも早期に退院する方が増え
ています。病気や怪我が治っても体力が戻らない、なん
だかぼんやりするなど、心身が本調子でない方への対
応も大切です。地域の介護保険サービスとも連携をと
り、退院される方の生活を支援します。

リハビリの各部屋の役割について

初期救急の一部を、つくば市医師会に担っていただいています。
当院の救急外来を受診される患者さんは毎年増加

リハビリテーション療法科
茨城県地域リハビリテーション
広域支援センター/地域リハ・ステーション探検

ゴール
日常生活動作や家事動作、職業技能
の練習を行います。和室や台所など
があり、
より実生活に近い設定で能力
向上が図れます。テーブルで手先を
使う練習や、パソコンの利用、手の装
具・自助具の作成も行います。

執務室

心臓リハ
受付

作業療法

理学療法
WC

マット・平行棒・エルゴメーター（自
転車漕ぎ）などの機材が備えられて
います。心肺機能を高めるために、
計測機器を利用して練習が行われ
ることもあります。

個室の静かな環境で、集中して課題
に取り組むよう配慮されています。
周囲を気にせず発声・発音練習を行
うことができます。少し広めの部屋
では集団コミュニケーション療法を
実施し、人と人との関わりの中で対
人機能を改善していきます。

理学療法
言語療法

水治療法
器具庫

言語療法
創傷に対する、温熱・
水治療法の機器も備
えられています。

患者さんのベッドサイドも
大切な活動の場です。
また今度探検に来てね。

リハビリテーション療法科
科長 大曽根 賢一
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新任挨拶

消化器内視鏡科
渡邊 雅史 専門科長

11月より消化器内視鏡科専門
科長を拝命しました渡邊です。
我々が専門とする分野は消化
管領域と胆膵領域における内
視鏡的診断、治療です。この10
年間における内視鏡的治療の
進歩は目覚ましく、多くの消化
器疾患が内視鏡的治療で治癒
するようになりました。これら
の新たな治療法を導入し、皆様
に良質な医療を提供したいと
考えております。

救命救急を担う
当院の取り組みレポート

トリアージのテキストができました
当院の救急外来では看護師
が緊急度判定
（院内トリアー
ジ）を実施しています。
これ
は国内でも先駆けとなるシ
ステムで、
救急外来を受診し
た患者さんの中で、
より緊急
性の高い方の診療を早期に
行い重症化の予防につなげるためのものです。
この度、当院の看護師が中心になって、
これを一
冊の本にまとめ発刊する運びとなりました。
これ
からもトリアージを含め救急医療の分野で、地域
の皆様のご期待に応えられるように24時間体制
で努力してまいります。
当院は救命救急を担う病院です。救急外来の受診患者
さんの診療、救急車対応、消防本部または救急隊からの
要請によるドクターカーの出動、遠隔地からのヘリコプ
ターによる患者受入などを行っています。

装いも新しく ヘリポート＆ドクターカー
昨年12月、ヘリポートの塗り替えを行いました。2004年
の竣工以来8年ぶりの化粧直しで、当初の赤に白十字の
デザインから赤地に鮮やかなブルーの円を配したデザ
インになりました。
このヘリポートで、12月3日、5日、11
日に茨城県防災ヘリコプターによる日没後の離着陸訓
練が行われました。
日没近くに救急搬送事案が発生して
当院のヘリポートに患者さんを搬送する場合を想定し
た訓練で、安全な飛行のために毎年欠かせません。
また、1月にはドクターカーの新車両が導入されました。当院は2009年12月に県
内で初めての乗用車型ドクターカーを導入しました。3年間の出動件数は689件
にのぼり緊急を要する患者さんの救命活動に寄与してます。
つくば市だけではなく、近隣地域へも出動していますのでこの車両を見かけまし
たら優先走行にご協力をお願いいたします。
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スターオブライフ

救急車などについており、街中でよくみかけるお
馴染みのマークです。
「スターオブライフ」
といい、
救急医療のシンボルとして世界中で使用されて
います。真ん中の杖と蛇は、ギリシア神話に登場
する医神アスクレピオスのもっていた蛇のまきつ
く杖からきています。杖は命、蛇は知恵の象徴とさ
れ、六角の星にもそれぞれ意味があります。神話
では、
アスクレピオスは腕が良すぎて死者を蘇ら
せてしまうため、冥界の王の怒りを買い、殺されて
しまいます。
しかしその才能は惜しまれ、
その姿を
「へび使い座」
という星座に変えました。
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じくや

発行人 病院長
〒305-8558

つくば市天久保１－３－１

TEL０２９－８５１－３５１１

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。

