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医療を提供するための
必要十分な機能が適切
に実施されているかを、
第三者の立場で審査す
るのが日本医療機能評
価機構による病院機能
評価です。当院は1997年に県内初の認
定を受け、昨年12月に3回目の更新審
査を受審、本年3月に4回目となる認定
を受けました。
88項目中71項目がA評価、9項目がS、
8項目がBという高い評価結果で認定
されました。これからも地域の中核病
院として患者さんにとって、なくては
ならない病院を目指してゆきたいと
考えております。そのため審査で指摘
を受けた改善点については、引き続き
改善努力を実施する所存です。
病院長 軸屋智昭

ドクター のリレー講座

30%とされています。
PSAが高くなるほど前立腺が

図3

んの発見率は高くなり、
がんの転移が認められる可

前立腺がんの検診・検査と診断の流れ
スクリーニング検査

確定診断（病理診断）

能性も高くなります。このように、血液検査を受け

PSA（前立腺特異抗原）

前立腺生検

MRI/CT

るだけで前立腺がんの可能性を調べることができ、

●血液検査で腫瘍マーカーを検出
●簡便/高い精度

●エコーガイド下に前立腺組織を
採取し、癌細胞の有無を確認

●画像で癌の浸潤度をみる

早期発見にとても役立ちます。
直腸診（DRE）
●肛門から指を入れて前立腺
に触れる
●術者の熟練が必要

前立腺がんの診断には、泌尿器科医による触診

前立腺がんの診断と治療

（直腸診）
も重要です。
肛門から指を入れて直腸壁ご
しに前立腺の状態を確認する診察です。
この直腸診

おいかわ

前立腺

●直腸に探触子を入れて超音波
で前立腺の形や大きさを調べる

られます。
また、
前立腺の大きさが分かりますので、

骨シンチグラフィー
●骨の癌を撮影し、転移の有無を検査

前立腺肥大症との鑑別にも有用です。

たけひろ

及川 剛宏

川村幸治：第3版 前立腺癌のすべて、
メジカルビュー社（2011）、p.76-83

画像診断としては、
前立腺MRI検査や経直腸的超
音波検査により、
前立腺内部の状態を詳しく調べる

前立腺の中にとどまっている
（限局性がん）
場合は、

ことができます。

手術か放射線治療を選択するのが一般的です。
がん

前立腺って？ 前立腺がんって？

れることが多くなっています。
ホルモン療法は、前立腺がんが主に精巣（睾丸）

これらの検査で前立腺がんの可能性が高まった

が前立腺の周囲まで及んでいる（局所進行がん）場

で作られる男性ホルモンの作用を受けて増殖する

場合、診断を確定するための病理検査が必要です。

合は、
手術のみで病巣を取り除くことが困難である

性質を利用し、男性ホルモンを抑えることによっ

むように存在するクルミ大の器官です
（図1）
。
前立

これは前立腺生検と呼ばれ、
経直腸的超音波検査を

ため、放射線治療やホルモン療法が行われます。が

てがんを治療するものです。
月1回または3ヶ月に1

腺は精液の一部となる前立腺液を分泌するととも

行いながら前立腺に針を刺して組織を採取し、
顕微

んがリンパ節や骨に転移している場合は、
ホルモン

回の注射と、
毎日の飲み薬の組合せで治療します。

に、排尿を調節します。特に重要な点として、前立

鏡でがん細胞の有無を調べる検査です。検査は15

療法が選択されます。
前立腺がん初期治療の選択を

注射の替わりに、両側の精巣を摘出することもあ

腺はその発生から増殖に男性ホルモンの影響を受

分程度で済みます。

図4に示します。

ります。高齢の方でも体に大きな負担をかけるこ

前立腺は男性の膀胱の下にあり、尿道を取り囲

図1

て、
がんのひろがりと転移の有無を調べることにな

前立腺の位置

発生から増殖・成長まで
男性ホルモンに依存

図4

前立腺がん初期治療の選択

ります。
前立腺がんは一般にリンパ節や骨に転移し

男性の膀胱の下にあるクルミ大の器官
膀胱

となく通院で治療ができます。転移を有する前立

前立腺がんの診断が確定すると、
病期診断といっ

けるという特徴があります。

腺がんでは第一選択の治療であり、ホルモン療法
単独で全身の骨転移病巣を改善することもできま

前立腺癌細胞検出

やすいため、
CT検査と全身の骨を調べる検査
（骨シ

精嚢

す（図5）。ホルモン療法が効かなくなり、病勢が悪

病期診断

化した場合は、全身化学療法（抗がん剤治療）が行

ンチグラフィー）
を行います。

前立腺がんの治療

直腸

局所進行癌

限局性癌

前立腺がんの治療には様々な選択肢があり、
病期

尿道

や患者さんの年齢、併存疾患の有無などをふまえ、
前立腺

担当医と相談して治療法を決めます。
主な治療法と
して、
手術、
放射線治療、
内分泌療法
（ホルモン療法）

精巣

最も重要なのは前立腺がんの病期であり、
がんが

①高齢男性に多い、②近年、日本でも増えている
（図2）
、
③初期には無症状のことが多い、
④診断や
図2

治療効果の評価にPSA
（前立腺特異抗原）
が非常に
有用、
⑤様々な治療選択肢がある、
などです。

前立腺がんの診断
前立腺がんの検診・検査と診断の流れを図3に
示します。

前立腺がん罹患率の推移（将来予測）

腺で作られるたんぱく質の一種で、
前立腺がんの

が4から10の間をグレーゾーンと呼びますが、こ
の場合に前立腺がんが発見される確率は20～

手術療法

待できる病気であり、早期発見のためにはPSA検

手術療法

PSA監視療法

査が最も重要です。早期のがんを診断するために
放射線療法

ホルモン療法

ホルモン療法

は、
PSA値4～10のグレーゾーンでの前立腺生検が
ホルモン療法

：主たる治療法
：症例によっては主たる治療法になり得る又は他の治療の補助的治療として用いることがある

大腸癌
大腸癌

前立腺癌

60

を摘出し、膀胱と尿道をつなぎ合わせるものです。
一般に限局性がんで70～75歳以下、重篤な併存疾
患のない全身状態が良好な患者さんを対象にしま
放射線治療も優れた治療法です。
一般には外照射

40

法といって、
体の外から前立腺に集中的に放射線を

肝癌
肝癌

あてる方法で治療します。
放射線治療は単独で行わ
膵癌

0
1980

前立腺がん骨転移に対する内分泌療法の効果

す。
手術は3～4時間、
入院期間は10日前後です。

肺癌
肺癌

1975

診をお受けになることをお勧めします。

手術は、前立腺全摘除術といって、前立腺と精嚢

80

20

望ましいと言えます。
50歳を過ぎたら、
ぜひPSA検

図5

2025年頃には、
前立腺癌が男性癌罹患率の
第2位になると予想されています。

胃癌
胃癌

前立腺がんは早期に発見すれば十分に根治が期

日本泌尿器科学会編：前立腺癌診療ガイドライン2012年版，p.86

予測値

100

まとめ

＊治療総論 NCCN分類 ＋ cT3a

＊治療総論DʼAmico分類

（2005〜2009までは実数、2010〜2014以降は予測値）
120

腫瘍マーカーとして広く普及しています。
一般的
に全年齢で4.0ng/mL以下が正常です。PSAの値

超高リスク

われます。
遠隔転移
有する癌

男性癌の部位別年齢調整罹患率（人口10万対）

まず、
一般に50歳以上の男性を対象に血液検査
でPSA
（前立腺特異抗原）
を調べます。
PSAは前立

低リスク 中間リスク 高リスク

放射線療法

があげられます。

前立腺がんには以下のような特徴があります。

2

転移巣

針を刺したところ

経直腸的超音波診断（TRUS）

により、
典型的な前立腺がんでは硬いしこりが認め

泌尿器科診療科長

病期診断

1985
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1995

2000

2005

2010 2015

2020

両側精巣摘除術
＋
抗アンドロゲン薬

れることもありますが、前立腺がんの病期や悪性
2025

2030（年）

雑賀久美子 他：がん・統計白書2012，篠原出版新社（2012），p.63-81

度、PSA値によって、ホルモン療法との併用で行わ
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５Ｓ活動の取り組み
５Ｓ活動
の取り組み

整理・Seiri
整頓・Seiton
清掃・Seisou

TMC５S作戦 プロジェクトリーダー 石曽根 寛昭

清潔・Seiketsu
躾 ・Sitsuke

茨城県地域がんセンター長 菊池孝治

before

平成21年度より５Ｓ活動に取り組んでいます。５

茨城県のがんセンターの特徴

after

Ｓとは「整理・整頓・清掃・清潔・躾」の各頭文字を引

10ヶ年総合戦略」の中に全国どこにいても質の高いがん

用したものです。不要なモノを捨て、必要なモノがす

医療を受けることができるよう
「均てん化」
を図るという目
標があり、全国に「がん診療拠点病院」の整備が始まりま

放射線治療装置（リニアック）は今年3月にリ
ニューアルされました。
さらに質の高いがん
医療が提供できるよう努めています。

ぐに使用できるよう置き場所を決めて表示し、
そして
清掃により職場を衛生的に保ち、決められた規則・習

した。平成18年に、連携という文字が入り
「がん診療連携
拠点病院」に名称が変更になりました。平成19年に「がん

慣が守られるようにする。業務効率の向上、
ミスや事
がんセンターと聞いて何を思い浮かべますか。東京の
がんセンターと聞いて何を思い浮かべますか

対策基本法」が施行され、がんの拠点病院化がさらに強

安全を実現するためのひとつの手段でもあります。

「国立がん研究センタ
「国立がん研究センター」
」あるいは他県の「県立
「県立がんセン

化されました。全国の2次医療圏（ひとつの保健所が管轄

当院では各部署にリーダーを定め、ナースステーシ

ター」などでしょうか。茨城県に「がんセンター」はあるの

する地域）に1か所程度を目安に拠点病院が整備されてき

ョンをはじめ各科執務場所・器材庫・休憩室にいたる

でしょうか。茨城県も
「県立がんセンター」
を設立する計画

ました。

はありました。
しかし、平成2年にスタートした「茨城県総

「がん診療連携拠点病院」は「都道府県がん診療連携拠

合がん対策推進計画」のなかで全国には類のない「地域

点病院」
と
「地域がん診療連携拠点病院」に分けられます。

分散方式」を採用し、県内4か所の既存の病院に合計450

全国に51の「都道府県がん診療連携拠点病院」
と346の

床のがん病棟を整備することを決めました。
その4つの病

「地域がん診療連携拠点病院」があります。当院は県の「茨

院に整備されたがんセンターを「茨城県地域がんセンタ

城県地域がんセンター」
であり、国の「地域がん診療連携

ー」
と呼びます。平成7年に茨城県立中央病院と土浦協同

拠点病院」
でもあるのです。茨城県の「がん診療連携拠点

病院にそれぞれ100床、平成11年に当院に156床、平成15

病院」
を地図に示しました。

年に日立総合病院に100床が整備され、茨城県のがんセ

「がん診療連携拠点病院」は質の高いがん医療を提供す

ンターとして地域住民に高度ながん医療を提供している

るため、手術室、放射線治療装置（リニアック）、外来化学

のです。

療法室等の施設整備はもとより、緩和医療の提供、地域連

故の防止、
スペースの有効利用など、５Ｓは医療の

今後もより良い環境、また、医療の安全を実現
するために、５Ｓ活動を行なって参ります。

まで、５Ｓ活動に取り組んでいます。

必要なモノと不要な
ものを分け、不要なモ
ノを捨てる
「いつか使うかもしれない」
「とりあえずしまっておく」など

必 要 なモノが すぐに
取り出せるよう置き場
所・置き方を決め、表
示を確実に行なう

全員参加

５Ｓ監査

誰もが必要な文書を取り出せ 「全員参加で５Ｓ活動！」をス
るようファイル背表紙の統一、 ローガンに、多くの職員が活

段々と目的・成果が見えにくく
なってくることもありますが、

の考えが働き、モノを捨てるこ

目的別での色分けなどを行な

動に参加しています。全員参

計画的に活動に取り組めるよ

とは難しいことです。しかし、

っています。また、表示してい

加することで情報の共有や組

うに提案を行い、それを繰り

整理を進めるにはこの考えを

ない所にモノは置かない、モ

織としてのまとまり、マネジメ

返していくことで全体のレベ

捨てなければなりません。ま

ノを床に直置きにしない等の

ント力の向上を図ることがで

ルアップにつなげています。

た、不要と判断したモノは廃

取り組みを行なっています。

きます。また、各部署より様々

５Ｓ監査もそのひとつで、監

棄するだけではなく再利用を

なアイデアが 出てきますの

査を受けて成績優秀な部署

募り、他部署に引き取ってもら

で、そのアイデアを全体で共

については表彰を行なってい

うことも行なっています。

有することにより、更なるレベ

ます。

すこしややこしいのですが、国のがん対策として
「がん診
療連携拠点病院」があります。平成16年の「第3次対がん

体制、がん登録など様々な役割を果たしています。

がん診療連携拠点病院整備状況
放射線治療装置（リニアック）
リニューアル企画

ルアップを図っています。

携の協力体制、がん相談支援やセカンドオピニオン提示

茨城県地域がんセンター

北茨城市
大子町

がん診療連携拠点病院

高萩市

市民健康講座

法人設立30周年記念会

日立市

を開催しました
会場

イーアスホール
（イーアスつくば2階）

1985年３月

した医療を行うことを任務とする当院が開院しました。
以

から筑 波 研 究

降、茨城県地域がんセンターの開設を経て一昨年に当法

学園都市で科

人は30周年を迎えました。

学万博を開催

去る２月８日、
副知事をはじめつくば市副市長、
県医師

することに な

会長、土浦医師会長などのご臨席のもと法人設立30周年

り、工事関係者

記念会を行いました。
この日は20年ぶりの記録的な大雪

や観客のための医療体制と当時希薄だった県南・県西地

になり交通機関が乱れましたが、
日頃より当院と連携して

域の救急医療体制整備を目的に病院を運営する法人の

診療を行っている地域の先生方が多数ご出席くださいま

設立が検討されました。
1982年５月、
茨城県・茨城県医師

した。当センターへの大きな支援と厚い信頼を実感する

会・地元医師会・筑波大学が協力して設立したのが財団

機会になりました。

法人筑波メディカルセンターです。
その３年後には地域医師会と手を携えて救急を中心と

4

この信頼に応えられるよう、今後も地域の医療・保健を
担う公益財団法人として努力してまいります。

日時

無料
6月7日
（土）
14時（開場13時）
申込不要

つくば保健医療圏
筑波メディカルセンター病院

城里町

笠間市
筑西市

地域がんセンター長

菊池孝治

古河市
五霞町

常総市
坂東市

放射線治療科診療科長

大城佳子

水戸保健医療圏
県立中央病院
水戸医療センター

大洗町

茨城町
石岡市

小美玉市

土浦保健医療圏
鉾田市

つくば市

かすみ
土浦市 がうら市
美浦村

メディカルセンター病院の放射線治療
切らずに治す

ひたちなか市

桜川市

下妻市
八千代町

境町

（株）
日製日立総合病院

那珂市 東海村

水戸市

結城市

茨城県のがん医療体制

日立保健医療圏

常陸太田市

筑波大学附属病院

先着150人

がんと言われたらどこに行けばいいの

常陸大宮市

つくば
阿見町
みらい市
牛久市
守谷市
稲敷市
取手市 龍ヶ崎市
河内町
古河・坂東保健医療圏
利根町
茨城西南医療センター病院
友愛記念病院

総合病院土浦協同病院

行方市

取手・竜ヶ崎保健医療圏
鹿嶋市

東京医科大学茨城医療センター

潮来市

神栖市
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メ ディ カ ル

レ シ ピ

外来と病棟に

ゆったりスペースがお目見え
外来の待ち時間などでご利用い
ただいている１階のラウンジのカー
テンが“こもれび”を演出する素敵な
デザインに変わりました。モコモコ・
フワフワの特殊な加工を施した淡い
ベージュとグリーンのカーテンを２

クレヨンのような質感
で、
こもれびを演出。

重に掛けました。陽の光がこのカーテンを通ると、床に“こも
れび”のような影が映し出されます。光を取り込みたい時は
１枚で、眩しい時には２枚重ねて使い方は自由です。温かく、

季節の食材

明るくなった「こもれびラウンジ」にぜひお立ち寄りください。

菜の花に
は免疫力
を高める、
βカロテンが豊富に
含まれています。

病棟をつなぐ廊下に、ご家族や患者さ
んがゆっくり過ごしていただけるように家
族控室を設けています。４階の家族控室
は、時々患者さんが携帯電話を利用するく
らいであまり利用されていませんでした。

さわら

1．かぶを卸し、ザルにあけて水気をきる
1人分エネルギー 140kcal
塩分2.2ｇ
鰆の桜蒸し
2．卵白に塩・酒を加えて角が立つくらい
にしっかりと泡立てる
【下準備】
材料（2人分）
3．2に1を入れ、
ざっくりと混ぜる
・鰆に塩を振っておく
ａ
・鰆・・・140ｇ（2切れ）
4．下準備した鰆に3をのせ、中火で10〜
・桜の塩漬けは10〜15分
・だし汁・・・20ｇ
・塩・・・少々
12分蒸す
水に浸し、塩抜きを行い
・薄口醤油・・・6ｇ
・かぶ・・・中２個
5．a であんを作る
クッキングシートで水気
（小さじ1）
・卵白・・・卵１個分
鍋にだし汁と調味料を入れ 、ひと煮立
をとっておく
・みりん・・・2ｇ
・塩・酒・・・少々
ちさせたら水溶き片栗粉を入れ 、
とろ
（小さじ1/3） ・かぶの皮を剥いておく
・菜の花・・・60ｇ
みがついたら火をとめる。
・塩・・・少々
・菜の花は塩茹でし、3㎝の
・塩・・・少々
6．
蒸しあがった鰆に下準備しておいた桜
水溶き片栗粉
長さに切っておく
・桜の塩漬・・・2ｇ（2房） ・水・・・小さじ1/2
の塩漬けと菜の花を盛り付け、5のあん
をかける
・片栗粉・
・・小さじ1/2
今回は、
お彼岸に
メニュ
提供した
ぜひご家 ーを紹介しま
す。
庭でも作
ってみて
下さい。
もち米を使わず モチモチおはぎ 1個分エネルギー 80kcal 塩分0.1ｇ
１．米を洗米し、分量の水を入れ浸す
２．ｂ の水を温め、粉ゼラチンをふやかす
・米…150ｇ
３．1に2と塩を入れ 、全体をかき混ぜてから普
・水…460ｇ
通に炊く
・粉ゼラチン…8ｇ（大さじ1） ４．炊飯している間に、
こしあんを16個に分ける
ｂ
・水…40ｇ
５．
ご飯が炊けたら、熱いうちにご飯をつぶし16
・塩…少々
個に分けて丸める
・こしあん（市販）…500ｇ
６．
ラップまたはさらしを使ってご飯をこしあん
で包み、
できあがり

と、狭い部屋に椅子やテーブルがひしめい
ていて居心地が悪かったせいでしょうか。
この部屋の改修を2年前から検討してき

軸屋病院長が散髪体験。出張理容師
の中山竜也さんのカットでさっぱり！

ましたが、
この3月に「つつまれサロン」
と名付け
た素敵な部屋にリニューアルしました。
扉を外しましたが、部屋の壁にゆるいカーブ
をつけて入口からの視線を遮る工夫をしました。
作り付けのベンチや床は木製にして明るくナチュ
ラルな空間に改修しました。部屋に入ると檜の香
りがほんのりとします。
また、鏡を設えて入院患者さんが希望されれ
ばこの部屋で散髪ができるようにしました。理容
師さんが出張してくれますので、
ご家族と一緒に

材料（1合 16個分）

6

扉があって、中のようすがわかりにくいこと

調理担当栄養士
松崎 さとみ

ト
ン
イ
ポ イス
ン
ワ ドバ
ア

ゆったりと散髪ができます。散髪のご希望は病棟
看護師にご相談ください。
「つつまれサロン」
でゆったりとお過ごしください。
この2か所を居心地良い空間にしたいという
病院の思いを、素敵なデザインの空間に変えて
くれたのは、筑波大学芸術系で学ぶチーム「パプ
リカ」のメンバーです。2年がかりの改修作業、
ご
苦労さまでした。

管理栄養士
藤田 明美

米に粉ゼラチンを加えて
炊飯することで、
もち米のような
食感を出すことが出来ます。お子さん
やお年寄りでも安心して食べて頂けます。
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受診の際は、
紹介状を持参してください
当院は、地域の病院や診療所の支援を通じて、地域の医療機能の
役割分担や連携をすすめるために法律で定められた地域医療支
援病院です。受診の際は、なるべく
「紹介状」
をご持参ください。
「紹
介状」なしに初診を受けられる場合は、初診にかかる健康保険の
自己負担分の他に「選定療養費」1,080円（税込）がかかります。
「紹介状」なしで受診される方は、予約の患者さんが優先になりま
すので、待ち時間が長くなる場合があります。

初診にかかる「選定療養費」のご負担がない場合
・
「紹介状」をお持ちの方
・当院の予約票をお持ちの方・再診の方
・救急搬送された方
・重度丸福をお持ちの方
・生活保護・低所得者（住民税非課税）の方
・厚生労働大臣の定める特定疾病を主病とする方

新任挨拶

診療部長
山本 雅由

2014年４月１日より診療部長
(消化器外科)を拝命いたしま
した。これからもますます地域
住民の方々に良好な医療を提
供できますように、消化器疾患
の悪性、良性を問わず、その外
科治療に対して日々努力して
まいりますので、どうぞ宜しく
お願いいたします。

呼吸器内科専門科長
栗島 浩一

４月より呼吸器内科専門科長
として新任いたしました。約20
年間、茨城県南地区を中心に呼
吸器一般、特に肺癌診療に従事
して参りました。これまでの経
験を活かし、近隣の医療機関と
連携しつつ地域に根付いた診
療を目指していきます。よろし
くお願い申し上げます。

消化器外科診療科長
稲川 智

４月から消化器外科に赴任し
ました。前任地の筑波大学では
胃疾患の外科治療を担当して
おりました。胃癌の治療に関し
ては、
根治はもとより、
より低侵
襲な治療を心がけております。
質の高い消化器外科医療を提
供したいと思います。よろしく
お願い申し上げます

脳神経外科専門科長
中居 康展

4月より脳神経外科専門科長を
拝命しました中居です。専門と
する分野は脳卒中の外科的治
療で、その中でもカテーテルを
用いた脳血管内治療を得意と
しております。外科的治療と血
管内治療の二刀流を駆使して、
皆様に良質の医療を提供した
いと考えています。

NNewo 1s
まめ

公益財団法人筑波メディカルセンターでは、
第6次整備事業を進めています。
整備事業の概要は、
①病院東側に新入院棟
を増築、
②医療関連施設を備える複合施設の

整備事業

新築、
③つくば総合健診センターの拡充です。
現在第一駐車場跡地に新入院棟を建設する
ための基礎工事を行っています。
竣工は平成
27年7月の予定です。
工事期間中はご迷惑ご不便をおかけいたし
新入院棟（仮称）イメージ

ますがご理解の程よろしくお願いいたします。

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。

