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れています。重症の場合は顎の骨
が痛くて食事が摂れなくなってし

を健康に維持する唾液が少なくなると細菌が繁殖

まい、
がん治療を中断することに

しやすくなり、そういう状態で、さらに追い打ちを
化学療法

かけるのが、抗がん剤の副作用で白血球などが減

なってしまいます。
治療を始める

少する骨髄抑制です。白血球は免疫（疫病からまぬ

くなったり、
進行を押さえられたりしていても、

前から主治医と歯科医が情報を共有することの

がれる作用）を担当しています。体の外から侵入し

食事をするときに、
歯や歯肉の調子が悪く、
また

重要性がおわかりいただける事例です。

て悪さをしようとする病原微生物と戦ってくれる

口内炎がヒリヒリしてまともに食べられないと

白血球が減った状態で、お口の中が乾燥し、細菌の

気分が滅入り栄養もとれず体力は落ちるばかり

当院ではがん治療を始

繁殖が進みます。抗がん剤治療中は食欲も落ちて

です。
食べる楽しみを感じられ、
かつ必要な栄養

当院では、日本歯科医師会と国立がん研究セ

める前からの歯科受診を

あまり食事が摂れなくなり体力が落ちて、それま

量の食事が摂れることはがん治療を続ける上で

ンターが共同で開発したカリキュラムによる

患者さんにお勧めしてい

で気がつかなかった虫歯や歯周病が悪化してしま

とても大切なことなのです。

歯科医向け医科歯科連携講習会を開催してい

ます
（図1）
。
がん治療と歯

うことも少なくないのです。もっと困ったことに、

お口の健康を維持するには、まず患者さん自

ます。がん治療中の患者さんの歯科治療に自信

科受診は何の関係もない

粘膜の防御機構が破綻した口内炎の部分から口の

身が、きちんと歯を磨いたり、うがいをしたり、

を持って対応できるようトレーニングをして

ように思われるかもしれ

中の細菌が血液に入って（図３）全身に散らばる

入歯の手入れをしたり、毎日お口の中を気にか

頂き、当院と協力してがん治療開始前から継続

ません。しかし、最近、が

と、熱が出て消耗し、全身の細菌感染が重症になる

け、
すべきことを実践することが大切です。
これ

的に患者さんをサポートして下さる歯科医の

ん治療におけるお口のケ

と、がんの治療を一時的に中止して抗生物質を使

だけでも、がん治療中のお口のトラブルを予防

先生を連携歯科医として登録し治療をお願い

用する必要が出てきます。

したり、軽減したりすることはある程度可能で

しています。治療開始前だけでなく、治療中は

す。しかし、普段から、自分できちんと歯磨きや

定期的にお口の中をチェックしてもらい、がん
治療の副作用軽減につなげています。

がん治療開始前から歯科受診を
お勧めする理由

アの重要性がわかってき
ました。がん治療のなか

がん治療前から歯科
図1 受診のパンフレット

こうしたがんの治療中のトラブルを防ぐため、

でもお口に最も影響を及

抗がん剤治療や、口の周りに放射線治療を受ける

うがいをしている方でも、歯の専門家が診ると

ぼすのが抗がん剤治療です。以前このアプローチ

場合、全身麻酔での手術では、治療を開始する前に

発見できる問題があります。自己流の歯磨きで

でお話したように、がん細胞を攻撃する目的で使

歯や歯肉の病気をまず治療するのが常識になりつ

は不十分で専門家からブラッシングの指導を受

用される多くの抗がん剤は細胞分裂の盛んな正

つあります。がん治療を始める前に、歯科を受診し

けるだけでもその後のがん治療の質が違ってき

常細胞にも作用して副作用を起こします。皆さん

て虫歯や歯周病など、健康な時はさほど問題では

ます。歯科医や歯科衛生士さんは貴方のがん治

の中には熱い食べ物でお口の中を火傷して、ひり

無いと思っていた部分でも、治療開始後に問題が

療を支える大切なチームの一人なのです。

ひりと痛い思いをしたことのある方がいらっ

生じそうな箇所を専門家にきちんと治療しておい

しゃると思います。でも火傷の薬をお口の中に

てもらうことの重要性が注目され始めました。

塗ったことはあまりないのではありませんか。実

がん治療中の医科歯科連携

お口をきれいに保つことのメリットは
がん治療だけではない
最新の研究報告では、糖尿病や心臓病などで
もお口のケアがその治療や予防に有効である
ことが次々と証明されています。日本は高齢化

歯科医との連携なしで
がん治療をしていて起こる困った事例

社会を迎え、認知症が問題になっています。お
口のなかを清潔に保つことで中等度の認知症

はお口の中の粘膜はとても細胞分裂が盛んで、熱

できるだけ健康なお口の状態でがんと闘う

乳癌、肺癌、前立

で傷んだ粘膜の細胞はすぐに修復されてしまう

お口の健康はがんと闘う気力にも大きく関係し

腺癌などは骨へ転

などを調整し、しっかりと噛んで食事をとるこ

ので、ひりひりした感じがいつの間にか消えて火

ています。お口は食べ物、飲み物が体に入る入口で

移しやすいことが

とで、脳への刺激になり認知症になりにくくす

傷の薬を塗ろうという気にはならないのです。こ

す。きちんと栄養を摂取することが、
元気に生きて

知られています。

るという研究もあります。

の細胞分裂が盛んなお口の粘膜に抗がん剤が作

行くことには欠かせません。健康なときはあまり

骨に転移が見つ

用すると、細胞分裂による修復が遅れて粘膜の傷

気にしていませんが、がんの治療を始めると、患者

かった場合にはビ

が治るのに時間がかかるようになります。

さんにとって食べることはとても重要なことにな
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抗がん剤治療では副作用として口内炎（図２）

2

の薬を使用中に不用意に歯を抜
細菌

ります。抗がん剤や放射線が良く効いて癌が小さ

ト製剤というお薬

の症状が改善したという報告や入れ歯（義歯）

がん治療が始まる前に、またすでに始まって

図4

顎骨壊死
顎の骨がくずれる合併症

いる方も歯科受診について主治医や看護師
にご相談ください。
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一般病棟には病棟アシスタントがいます
えっ！

実は多い！栄養障害！

栄養サポート部会長
総合診療科 廣瀬 知人

介護・医療支援部長

瀧口和代

急性期医療に特化した当院の中で介護・医療支援部は、入院中の患者さんの日常生活の援助を看護師との
連携のもと行っています。
また、検査の補助や使用した器材の洗浄・滅菌などの業務も行っています。介護職員
の大半は介護福祉士の資格を取得しています。
昨年４月、看護部や医事入院課（事務部）
との連携により、新たに
「病棟アシスタント」業務を構築し、
「４Ａ、３
Ａ、３Ｂ、４Ｅ、３Ｅ病棟」に各１名のアシスタントを配置しました。安全、安心な業務を提供するため事前に、

入院患者さんの30〜50%に栄養障害があると

医事的業務や接遇に関する研修を受講し、基本的知識や姿勢・態度を学んでいます。

いうデータが1987年に報告されており、特に高齢

主な業務は、患者さんやご家族の視点に立ったナースステーションでの窓口業務やご面会の方の応対、入院

者では栄養障害がある人と無い人ではその死亡

時病棟のご案内、
そして退院カルテの整理や退院時の診療費のお支払いなどのご案内を行っています。今年４

率が大きく変わってくるというデータも1995年に

月には、
さらに範囲を拡大し、４Ｂ病棟と５Ｅ・緩和ケア病棟に２名のアシスタントを配置しました。全ての一般

出ています。そしてそれは入院期間が長くなれば

病棟に病棟アシスタントがいます。

なるほど差が開き、死亡率の他にも、傷の治りや

い
業務を始めたことで、デイルーム（談話室・待合い

じょくそう

すさ、褥瘡（床ずれ）の出来やすさ、感染症（肺炎、

室）での入院患者さんやご家族の待ち時間が減

尿路感染症など）のかかりやすさ、
また、起き上が

少し、またナースステーションで声を掛けや

ごえん

り・歩行、筋肉量、誤嚥（食べ物が間違って気管に
入ってしまう事）、手足や顔のむくみ、などにも関
係すると言われています。

すくなったとの声を頂いています。今後も患
NST回診前の多職種カンファレンス

者さんやご家族の視点を大切に、他職種と
の連携を図り業務に取り組んでいきます。入

そのため、主には海外で「NST（Nutrition Support Team：栄養サポートチーム）」
という、多職種

定され、2011年からは日本栄養士会の認定教育

チーム型の栄養管理部門が稼働し始め、当院で

施設として研修生の受け入れを開始しました。

も2006年5月に栄養サポート委員会が立ち上がり

また、2013年6月から栄養サポートチーム加算

ました。そして栄養状態に関する定期的なNST回

算定を開始し、実際に患者さんの元に伺い栄養

診を開始し、院内製剤の見直しや、栄養に携わる

状態を把握するベッドサイド回診を取り入れまし

院内勉強会も行い、2008年には栄養に関して国

た。現在では病院全体の患者さんを対象として、

内 最 大 の 学 会 で ある日本 静 脈 経 腸 栄 養 学 会

入院後速やかにその栄養状態を把握し、栄養障

（JSPEN）の「NST稼働施設」に、2009年には日本栄

害がある場合や今後栄養障害を起こすリスクが

養療法推進協議会（JCNT）の「NST稼働施設」に認

高い場合には、週1回の「NST回診」を多職種（専

院中の生活でお気づきの点やお困りのこと
がありましたら、
ご遠慮なく病棟アシスタント
にご相談ください。

第30回日本小児難治喘息・アレルギー疾患学会から

小児アレルギーエデュケーターの活躍
6月8日、9日つくば国際会議場にて
「地域で見守るアレルギーマー
チ」をテーマに第30回日本小児難治喘息・アレルギー疾患学会が開

従管理栄養士、専任医師、専任看護師、専任薬剤

催されました。

師、言語聴覚士、各病棟看護師）
で行っています。

当院の市川邦男診療部長（小児科）が大会長を務め、全国から400

そのため入院中に「NST回診」の対象となった方

人を超える参加者がありました。当院からは小児科の林大輔医師と

の所へは、週に一度、大勢でお部屋にお邪魔する
ことになりますので、趣旨をご理解の上、
ご容赦頂
ければと存じます。
また、その他にも個別での栄養の相談や入院
中の食事内容、形態などについても、随時相談を
受け付けておりますので、
ご質問などはお気軽に
スタッフまでお声かけください。
患者さんのベッドサイドでのようす

小児喘息アレルギー教室で体の洗い方を実演中

鈴木寿人医師、小児外来の高橋直美看護師、小児病棟の鴨志田真弓
看護師、遠藤祥子管理栄養士が演題発表を行いました。

この学会では、2009年より小児のアレルギー疾患を総合的にとらえ、患者教育を行うことができる専任のメ
ディカルスタッフの養成を始めました。講習会や２回の試験を経て
「小児アレルギーエデュケーター（PAE）」
と
して認定されます。増加する小児アレルギ―疾患の治療には多くの職種の方々の協力が必要で、PAEの果たす
役割が期待されています。現在全国で144人の認定者がおりますが、茨城県では当院の鴨志田さんと高橋さん
がPAEの認定を受けて活躍しています。
2人は、外来と病棟でアトピー性皮膚炎を持つ患児とその家族へのスキンケア指導を実践し、高い効果をあ
げています。
また定期的に行われる小児喘息アレルギー教室では人形を用いて体の洗い方を実演したり、軟膏
の塗り方を丁寧に説明し、正しいスキンケアの普及を図っています。
このほか、
スタッフへのアレルギー疾患に
ついての勉強会を開催するなど、
活発に教育的な活動を行っており、今後ますますの活躍が期待されます。

4

5

お

す

す

め

メ ディ カ ル

レ シ ピ

！
探険 発見！

No.10

病院ツアーズ
さて、ここから
探険です

Q．核医学って何？
A. 検査のためガンマ線を放出するお薬（放射性
医薬品ラジオアイソトープ：以下ＲＩ）を注射し、体
の外から検査用のカメラで撮影して体の臓器の形
や病気の有無を調べる検査です。
ＲＩから出る微量の放射線を目印にして体の中
のことがわかります。

季節の食材

枝豆ご飯

エネルギー307kcal

材料（2人分）
精白米・・・1合
水・・・150g
（炊飯器の1合の目盛りまで）
枝豆（さやつき）
・・・30g
塩・・・1.3ｇ（小さじ1/4）
白ごま・・・少量

鶏梅しそフライ

１．米を研ぎ、水に10分間浸す。
ざるに上げ、
15分間おく。
２．炊飯器に米、水、塩を入れ炊く。
３．枝豆は水洗いし、塩少々を加えた湯で3
分茹でる。茹であがったら、さましてさや
から出す。
４．炊き上がった②に③の枝豆と白ごまを加
えて混ぜ、蓋をして10分蒸らす。
５．蒸らしたご飯を器に盛り付ける。

今回は当院で

「季節献立」
として
提供させてい
ただきました
枝豆ごはんと
鶏梅しそフラ
イを
紹介いたしま
す。

1人分エネルギー 230kcal、塩分1.6ｇ

材料（2人分）
鶏胸肉皮なし・・・60gを2枚
梅干し・・・大1個
しそ・・・2枚
小麦粉・・・20ｇ
卵・・・1/4個
パン粉・・・20ｇ
揚げ油
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塩分1.3g

１．鶏胸肉の真ん中に厚さの半分くらいまで切れ
目を入れる。切れ目から片方ずつ肉を開く。
２．梅干しは種をとり、細かく刻み、ペースト状に
する。
３．①の鶏肉に梅干しをぬり、シソを重ね、すきま
ができないように巻く。
４．③に衣になる小麦粉をつけ、溶き卵にくぐら
せ、押さえつけながらパン粉をつける。
５．170〜180度の油できつね色になるまで揚げ、
油をきる。
６．食べやすい大きさに切り、器に盛り付ける。

調理担当栄養士
中根 久隆

ン

管理栄養士
小西 桃子

新館地下１階にあ
る核 医 学 検 査 室 に
行ってきました。
一 体どん な 検 査 を
するところでしょう。
ガンマカメラ

スタート

枝豆は、未成
熟の状態の大豆
を収穫したものです
です
が、未成熟とはいえ、大
豆と同じくらい栄養、ビ
タミンが豊富です。

核医学検査室

鉛を用いた特殊な注射

Q.どんなことをするところ？
A. 核医学検査と放射線内用療法があります。
核医学検査は、決められた量のRIを静脈注射し
ます。RIはテクネチウム、
ヨード、
タリウム、ガリウム
などを検査の用途に合わせて使い分けています。
RIが取り込まれるまでの時間は5分から48時間ま
でと様々です。決められた時間、決められたタイミ
ングで、ガンマカメラという装置を使って画像を取
り込みます。核医学検査は、様々な検査があります。
①RIが臓器に取り込まれる様子を画像する。②臓
器に取り込まれる流量を測って臓器の機能を調べ
る。③RIが腫瘍に取り込まれる様子を画像にする。
④腫瘍に取り込まれた量を測って、腫瘍の悪性度
を調べる。
放射線内用療法は、治療のためベータ線を放出
するRIを静脈注射します。痛みのあ
る骨腫瘍に対して症状を和
らげる効果があります。

Q．どんな病気の人が受ける検査？
A. 転移性骨腫瘍を疑う場合（骨シンチ）、心筋梗
塞・内頚動脈閉塞症・肺塞栓症など
（血流シンチ）、脳
腫瘍・がん・褐色細胞腫など
（腫瘍シンチ）などがあり
ます。

Q．安全管理に対する取り組みは？
A. RIは2〜3mlの生理食塩水（人間の体液とほぼ
等しい食塩水）に溶かして使用しますが、微量である
＊半減期が短いRIを使用し
ため副作用がありません。
ます。当 院で 一 番 多く使
用しているテクネシウム
で6時間です。排泄も速や
かです。
RIが管理区域の外部に
漏れないように配慮して
あり、空気と水を24時間
監 視しています。放 射 線
安全管理に関する法律に
準じて管理しています。

1

3

2
1 退室の際にこの機器で安全チェックします
2 放射性医薬品保管庫
3 空気と水をモニターで24時間監視しています

＊半減期：ある物質の量が半
分になるまでにかかる期間

ト

エネルギーを抑えたい方
イ
ポ イス
は衣をつけずにフライパン
ン
ワ ドバ
で焼いても美味しく召し上
ア
がれます。
また、梅干しを入れずにポン酢にシソを
浸すと塩分を減らすことができます。

放射線は怖くあり
ません。わからない
ことがあれば、遠慮
せず何でも聞いて
ください。
伊東善行

伊東善行

ゴール
田代和也
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末梢血管外来のご案内
左浅大腿動脈閉塞

診察の対象となる患者さん

術前

はこう

間欠性跛行（安静時は問題ないが、歩行を開始す
ると数メートル〜数百メートルで下肢の疼痛が
出現し、休み休みでないと歩行ができない状態）
をもつ方や、下肢の冷感・安静時の疼痛がある方
（下肢の血管疾患の可能性があります）
血圧の左右差がある方（上肢の血管疾患の可能
性があります）

術後

ステント留置

高血圧がなかなか改善しない方や、急激に悪化
した方（腎動脈狭窄症の可能性があります）

右腸骨動脈閉塞

注）下肢静脈瘤に関しては受け付けておりません。

術前

術後

カテーテル治療をおこなう場合
治療のための一般的な入院期間は４日間です。
治療のための一般的な入院期間は４日間
治療翌日から歩行可能です。
担当医

11
12
13

受付時間

毎週木曜日 8：30〜15：00

あんなバッジ・
こんなマーク

１ ２ ３ １ ５ ５ ６ 其の７ 其の８ 其の

其の
其の其の
其の其の
其の其の 其の 其の 其の
其の
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相原 英明

ステント留置

診療時間

14：00〜16：30

日本医療機能評価機構
認定シンボルマーク
医療を提供するための基本的な機能が適
切に実施されているかを、第三者の立場で
審査するのが病院機能評価です。左は日本
医療機能評価機構による審査の結果、一定
の水準を満たしていると認定された病院に
交付されるマークです。当院は1997年に初
回受審をして、茨城県内初の認定を受けま
した。5年ごとに更新審査があり、今年12月
の3回目の更新審査に向けて準備中です。
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病棟での携帯電話のご利用に関してのお願い
病院内で携帯電話を使用する際には、使用上のルールとマナーを守って周囲の迷惑にならいようご配慮をお願いいたします。
ペースメーカー等を装着している患者さんの傍でのご利用は控えてください。
通話

２階の病棟（2A,2B,2C,2E）
では使用
禁止です。電源はお切りください。
その他の病棟では、個室とデイルー
ムで使用できます。マナーモードに
設定してください。

メール

２階の病棟
（2A,2B,2C,2E）
では使用
禁止です。
電源はお切りください。
その他の病棟ではマナーモード
での使用が可能です。

※なお、外来でのご利用は決められた範囲内でお願いいたします。
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。

