新任挨拶

放射線科診療科長
椎貝 真成

5月より放射線科診療科長を拝
命しました。
各診療科、
地域の先
生方と協力し、迅速かつ正確な
画像診断を行うことで皆様に
良質な医療が提供できるよう
に努力いたします。超音波や血
管造影検査など限られた検査
以外では皆様と直接お会いす
る機会は少ないですがよろし
くお願いします。

地域の皆様と共に歩む

救急診療科専門科長
阿部 智一

７月1日より救急診療科専門科
長を拝命致しました。日本の医
療は高度化してきましたが、実
際にそれがすべての人々に行
き届いているかと言えばそう
でもありません。国際標準的な
安定した医療をすべての人に
常時提供できるように努力し
ていきたいと思います。
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新緩和ケア病棟完成

「緩和ケアって何？」

普段なかなか見られない ICU や緩和ケア病棟の見学をはじめ、体験型
のイベントが盛りだくさん。
学びと音楽、花と食が集う“ 場 ”にぜひお越しください！

緩和医療科 診療科長 久永貴之

メディカルプラザの施設紹介
つくば総合健診センター４階フロアオープン
内視鏡検査と婦人科検診が充実

オープンホスピタル開催！
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新入院棟（３号棟）のすべて

【イベント内容】
新 ICU や緩和ケア病棟の見学
心肺蘇生や AED の使用法を学ぶ
「救急講習会」
外科医が指導

①内視鏡をつかってみよう
②手術用の針と糸を使った縫合体験 ※対象：小学校5年生以上〜

縫合体験

プロフェッショナル・ナースのお仕事見せます
お家でも役立つ病院の技 ( わざ )
キッズが喜ぶ
「ドクター＆ナースに変身コーナー」
一人でも多くの命を救いたい
「ドクターカー」と
「救急車」の展示

スタンプラリー
スタンプを全部集めると
タンプ
プを全
を全部集
部集める
めると
と
ニ防災セットなどをプレゼント
ミニ防災セットなどをプレゼント
※プレゼントは数に限りが
ございます

など

オープンカフェや
移動販売車がでるよ！
フレッシュいちご入りの
かき氷やチュロスなど

サマー・ジャズコンサート
in 紡ぎの庭
「筑波大学ビッグバンドプロジェクト」が病
院前の紡ぎの庭に登場。ジャズのスタンダー
ドナンバーから、ディズニーなどのおなじみ
の曲までを演奏します。

詳細は随時
ホームページに掲載

http://www.tmch.or.jp/
お問合せ：広報課

※午前・午後の２回演奏（雨天決行）
じくや

発行人 病院長
〒305-8558

ドクターのリレー講座

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。
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ドクター のリレー講座
緩和ケアは第４の治療法
では緩和ケアを受けるとどのような効果があ
るのでしょうか。最近有名になった海外の研究に
よって、以下のことが分かってきました。

緩和ケアって何？

早期から緩和ケアを受けることで痛みや
不安、
悩みが軽減し、
生活の質が改善する
デイルームから見える筑波山

緩和ケアを受けることで予後が改善する
緩和医療科

診療科長

ひさなが

たかゆき

久永

貴之

緩和ケアを受けることで、具合が悪く
なってからの不必要な抗がん剤の投与
が少なくなる
その内容を詳しくみていくと、進行した肺がん
患者に診断後早期から緩和ケアを受けてもらう
と、平均して3か月予後が延長されました（図1）。

皆様は「緩和ケア」というと、どのようなイメー
ジを持たれるでしょうか？
緩和ケア外来に紹介をうけてこられた患者さ
んの中では、
「緩和ケアに紹介されるということ
はもう長くないということだ」
「主治医の先生は
匙を投げ見捨てられた」
「なんで自分が緩和ケア

いきます。日本緩和医療学会の定義によると、緩

げ、より豊かな人生を送ることができるように
支えていくケア」とされています。その要点を分
かりやすく下記に記すと、

病気の時期に関わらず、がんと診断され
た時からいつでも受けることができる
がんやその治療と上手につきあって、最
期の時まで生きていくことを支えるケア
ということになります。
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は診断を受けてから治療の間、ずっと張りつめた

おられます。

気持ちで過ごされてきているので、
「 ホッとして

自宅療養を希望または気持ちが揺れている場合

本音を話せるような場所」、
「 良い患者であるこ

には、訪問診療や訪問看護などの地域の医療機関

と・良い家族であることといった役割の帽子を脱

との連携が大切になります。そのため、我々は様々

ぐことができる場所」を提供できることを目指し

な状況を想定したネットワークづくりに力を入れ

ています。

ています。

その延命効果は最近認可をうけたいくつかの抗

されることがあります。また病状の変化により症

療やケアが必要な場合には、専門的な緩和ケアを

がん剤とほぼ同等のもので、緩和ケアは手術、抗

状が出現し、不安な気持ちとなることもありま

行うための病棟として緩和ケア病棟があります。

がん剤、放射線治療とともにがんの第4の治療と

す。具合が悪いのに無理に抗がん剤を行っても治

入院して治療やケアを行い、体調が落ち着けば退

も言われてきています。

療の効果はあまり期待できず、逆効果となってし

院をしてまた自宅に戻ることも可能です。9月に

まうことすらあります。患者さんやご家族は治療

は新しい緩和ケア病棟が完成します。これまで以

を続けないと、悪くなってしまうのではないかと

上に地域のがん患者さんが安心して療養していけ

不安を抱えており、本来は調子よく長生きするこ

るように役立てていければと考えています。
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では実際に緩和ケアとはなんなのか、解説して
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抗がん剤治療中は時として、辛い副作用に悩ま
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を続けていくことが目標になってしまっている

がんと診断され治療や病状の変化で、悩みや不

こともあります。そのような場合は治療の目標

安を抱くのは当たり前のことです。一人で抱え込

や、どんなことを大切に過ごしていきたいかと

まずに、相談してみることが大切です。そのために

いったことについて相談をしていきます。その上

緩和ケアがあり、私たちは病院全体で医療チーム

で状況によっては、抗がん剤をお休みすることや

を作りサポート体制を整えております。

中止することについても、がん治療の主治医も交
えて相談していくこともあります。

緩和ケア外来の実際
緩和ケアの外来では実際にどのようなことが

希望する療養場所で過ごす

行われているかというと、まずは対話から始まり

がん患者さんの心配事のひとつに、どこで療養

ます。その中で、これまで診断から治療をうけて

するかという問題があります。多くの方は調子が

くるなかでの悩みや不安、心配事を伺っていきま

良い時は自宅で療養することを望まれます。しか

す。また生活に支障がでるような症状に対してお

し具合が悪くなった場合には、それでも自宅で過

薬での治療やケアの方法、過ごし方の工夫などを

ごしたいという方と、病院で過ごしたいという
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緩和ケア病棟

新入院棟（3号棟）のすべて
ご挨拶

病院長

木材を随所に用いて、暖かな雰囲気の病棟です。サンルームに
はミニキッチンも備え、
テラスからは筑波山が一望できます。
全個室（20 床）は明るく、ご家族とゆったりと過ごせるお部屋で
す。
この内、有料個室 6 部屋には家族用ソファーベッドを完備し
ています。

軸屋智昭

いよいよ病院３号棟（新入院棟）のオープンです。
公益財団法人 筑波メディカルセンター第６次整備事業
の主目的である 療養環境改善”の目玉となる新しい入院
棟が竣工しました。30年間使い続けた１号棟に替わり、
ス
タッフステーションを囲むように配置した、居心地の良い４床室が中心の建物です。５つの一般病棟以外に、眺望
の良いサンルームを備えた緩和ケア病棟、最新の施設基準で作られた集中治療病棟（ICU）
を備えます。１階には、
新売店と地域連携・患者サポートを包括的に管理する 入退院サポートステーションさくら
（ＳＳさくら）”を配置し
ました。
これら新しい施設、機能を最大限活用し地域医療に貢献して参ります。皆様のための病院をお気軽に覗い
てみて下さい、
そして、疲れたら
「さくらひろば」
でおくつろぎを・・

さくらひろば
入退院サポートステーション
（通称：SSさくら）
患者さんが当院での診療や療養生
活に満足し、適正な日数でスムー
ズに退院・社会復帰できるように、
入院前から退院後まで、多職種で
連携して支援します。

春には広い窓から満開の桜が眺
められる休憩スペースです。家具
もさくらの木をモチーフに配色し
ました。
ミニコンサートなどのイ
ベントにも利用します。

一般病棟（2階、3階、
4階）
４床室を基本に、2S・3S・4S病棟は各36床、3N・4N病棟は各
38床です。
木製の特注家具で間仕切りをすることでプライバシーを重視
し、収納スペースも十分に
確保しました。また、採光
と景観に配慮して窓を大
きくとり、開放感ある病室
です。

＊地域医療連携課＊医療福祉相談課＊入院支援チーム＊病床管
理チーム＊退院支援・調整チーム＊患者家族相談支援センター
の6部署が集まります。

2N（ICU）
病棟
筑波大学

売店（Yショップ）

松見公園
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旧売店の約２倍の広さになり、
焼きたてパンや種類豊富なお
弁当類を提供します。介護用品
の取り扱いスペースが広くなっ
て、靴などの試着ができます。

全10床（オープン6床、陰圧個室2床、普通個室2床）。1人あ
たりの占有面積は20㎡超と広く、医療設備をベッドサイドの
柱に収納した最新設備のICUです。
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健康増進センター
ACT

メディカルプラザ
の施設紹介

茨城県赤十字血液センター
つくば供給出張所

2013年11月から進めてきました第
６次整備事業の一つ「メディカルプ
ラザ」が今年３月に竣工しました。
１階には茨城県赤十字血液セン
ターつくば供給出張所があり、４月１
日から業務を開始しています。２階に
は、公益財団法人筑波メディカルセン
ターの健康増進施設「ACT」が、広い
スペースと豊富なプログラムを備え
て７月から営業を開始しました。

茨城県内の輸血用血液の供給は、茨城県赤十字血液
センター（茨城町桜の郷）
とつくば供給出張所が行っ
ています。つくば供給出張所では県南地域と県西地
域の一部エリアを担当しており、1番遠方の医療機関までは車で1時間半かかるそうです。

公益財団法人筑波メディカルセンターの会
ア クト
員制運動施設「健康増進センターＡＣＴ」をご
存じでしょうか？
ACTは、つくば総合健診センターが運営する
「厚生労
働省認定 健康保持増進サービス機関」
で、7月1日
にメディカルプラザ２階にリニューアルオープンし
ました。
「継続した運動による健やかな体づくりをすること」
が基本方針です。年齢や体力に応じたプログラムの
設定や指導に力を入れ、無理なく長期間ご利用いた
だけることを目指しています。そのため、
アスリート
から一般の方、
シニア、男女を問わず多くの皆さまに
ご利用いただいています。
一般のフィットネスジムと異なる最大の特徴として、
「メディカル会員」があります。1日人間ドックを年１
回無料で受けることができ、
その結果に基づき、医師

の監修とトレーナーによる個別
プログラムが作成され、運動を実
践する会員形態です。つくば総合健
診センターと連携しているからこそ、
ご提供できる特別なコースです。
また、
スタジオプログラムも、ベーシックエア
ロに始まり太極拳やヨガ、ペルビックストレッチ、骨
盤調整ダンス、ロコモ予防など多彩なプログラムを
ご用意しています。
さらに「Group Power」
と
「Group
Core」
プログラムをつくばエリアで初めて導入しまし
た。
これは、
フィットネス大国アメリカで開発された
合理的かつ効率的に体を鍛えるプログラムで、一般
の方は勿論のこと、運動負荷を調整することで生活
習慣病予防運動としてもご利用いただけるもので
す。両プログラム共に公認インストラクター２名が指
導します。
この機会に健康増進センターＡＣＴで皆さまも自
分らしい健やかなからだづくりをしてみてはいかが
でしょうか。
スタッフ一同、お待ちしております。

健康サポート教室
「脱メタボ！＆脱ロコモ！」
に本気で取り組みたいあなたへ
日 時

疾患をお持ちの方も参加は可能ですが、疾患をお
持ちの方で通院加療中の方は、
ご相談ください。

参加費用 一般 15,000円
（税込）ACT会員 10,000円
（税込）
（トレーナーフィー、体力測定料、文書料等を含む）
健康増進センターＡＣＴ受付
申込み
お問合せ TEL 029-856-3525
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メディカルプラザ

つくば市春日1-10

筑波大学附属病院

健康増進センターACT（2F）
茨城県赤十字
血液センター（1F）

つくば総合
健診センター

９月29日
（火）〜12月15日
（火）
毎週火曜日13：30〜15：00
（全12回）
会 場
メディカルプラザ２階ACT
募集期間 ８月20日
（木）〜９月21日
（月）
募集定員 20名
対象者
20歳から70歳くらいまでの健康な方

筑波メディカル
センター病院

松見公園

365日、24時間体制で午前・午後の定期便配送のほか、医療機関からの緊急の依頼にも限られた人員で対
応しています。
職員の方に所内を案内していただきました。
赤血球、血小板、新鮮凍結血漿が厳重な温度管理下で保管されていて、血液製剤を取り扱う時にも製剤ご
とに温度管理された特別な台（コールドベンチ）
で作業を行っていました。
それぞれの成分に分離された血液
には有効期限があり、血小板は採血後4日間、赤血球は採血後21日間とのことで、期間が短いことに驚きまし
た。
これらの血液を無駄にしないために県内だけでなく、関東甲信越の広域で連携を取りながら在庫管理を
行っているそうです。
必要な所に速やかに運搬するシステムが整っていて廃棄血液はほぼ0とのことでした。
冬季や花粉症患者が多くなる時期には献血者が減少して、血液が不足するそうです。服薬の種類によって
は献血が可能なので、
ぜひ献血にご協力をお願いします。
つくばセンタービル2F、
つくば献血ルームへGo!!

つくば総合健診センター 4階フロアがオープン
内視鏡検査と婦人科検診が充実
５月１日、第6次整備事業の一環としてつくば総合健診セン
ター４階フロアがオープンしました。上部下部内視鏡室が6
室、婦人科内診室が2室、婦人科診察室1室、腹部超音波室４
室、各種オプション検査室、女子更衣室などがあり、
これに伴
い、年々増加している内視鏡検査希望者への対応が可能にな
ります。
また、婦人科では、
よりプライバシーを確保した内診室
２室を整備しましたので、今まで以上に女性に配慮したやさ
しい検診をご提供できるようになりました。
つくば総合健診センターは、６月１日より内科と婦人科を標
榜する保険診療施設になりました。内視鏡検査を受けた際に
必要があれば生検を同時に行うことができますし、婦人科検
診後の再検査なども行います。受診者様の利便性を考慮し、
保険診療に対応できるようになりました。
自分のため、家族のために年１回の検診を受けましょう！
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阿部 智一

７月1日より救急診療科専門科
長を拝命致しました。日本の医
療は高度化してきましたが、実
際にそれがすべての人々に行
き届いているかと言えばそう
でもありません。国際標準的な
安定した医療をすべての人に
常時提供できるように努力し
ていきたいと思います。

第56号

第６次整備事業３号棟竣工記念
念

竣工記

棟
新入院

参加
無料

オープンホスピタル

8月30日（日）
9：00〜16：00

新緩和ケア病棟完成

「緩和ケアって何？」

普段なかなか見られない ICU や緩和ケア病棟の見学をはじめ、体験型
のイベントが盛りだくさん。
学びと音楽、花と食が集う“ 場 ”にぜひお越しください！

緩和医療科 診療科長 久永貴之

メディカルプラザの施設紹介
つくば総合健診センター４階フロアオープン
内視鏡検査と婦人科検診が充実

オープンホスピタル開催！

に
ース
やナ
ター るよ！
ドク
き
身で
ね。
大変 撮って
も
写真

新入院棟（３号棟）のすべて

【イベント内容】
新 ICU や緩和ケア病棟の見学
心肺蘇生や AED の使用法を学ぶ
「救急講習会」
外科医が指導

①内視鏡をつかってみよう
②手術用の針と糸を使った縫合体験 ※対象：小学校5年生以上〜

縫合体験

プロフェッショナル・ナースのお仕事見せます
お家でも役立つ病院の技 ( わざ )
キッズが喜ぶ
「ドクター＆ナースに変身コーナー」
一人でも多くの命を救いたい
「ドクターカー」と
「救急車」の展示

スタンプラリー
スタンプを全部集めると
タンプ
プを全
を全部集
部集める
めると
と
ニ防災セットなどをプレゼント
ミニ防災セットなどをプレゼント
※プレゼントは数に限りが
ございます

など

オープンカフェや
移動販売車がでるよ！
フレッシュいちご入りの
かき氷やチュロスなど

サマー・ジャズコンサート
in 紡ぎの庭
「筑波大学ビッグバンドプロジェクト」が病
院前の紡ぎの庭に登場。ジャズのスタンダー
ドナンバーから、ディズニーなどのおなじみ
の曲までを演奏します。

詳細は随時
ホームページに掲載

http://www.tmch.or.jp/
お問合せ：広報課

※午前・午後の２回演奏（雨天決行）
じくや

発行人 病院長
〒305-8558

ドクターのリレー講座

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。
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