地域の皆様と共に歩む

第57号
2015. 10
ドクターのリレー講座
「IMRT始まっています。」
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線量分布の比較
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IMRT始まっています。

95%の線量

強弱があるビーム

直腸

では、一つのビーム内の線量は一様です。けれど
も、IMRTのビームは、ひとつのビームの中に強弱

放射線治療科 診療科長
おおしろ

よしこ

大城 佳子

つけたビームを多数組み合わせることによって、
より腫瘍の形状に沿った線量分布を描くことが

たがって、副作用を抑えつつ、より効果の高い治

をご自身でコントロールするようご協力いただい

可能なのです（図２）。この治療は、照射をしたい

療ができるようになるのです。

ています。毎回、位置を合わせるのに時間がかかる

腫瘍と、照射したくない正常組織が近接している

他に、頭頸部癌もIMRTの良い適応とされてい

場合に効果を発揮します。その代表例が前立腺癌

ます。唾液腺の線量を抑えて治療後の口渇を抑え

です。

ることが可能です。その他、腹部照射で消化管を

ため、治療時間も従来の放射線治療に比べて長く、
約１５-２０分程度です。

最後に

前立腺は直腸に接しているため、前立腺癌の放

避けるために用いられたり、背骨の骨転移の照射

射線治療では直腸が耐えられる線量しか照射す

時に脊髄を避けるために用いたりすることもあ

放射線治療は手術や抗がん剤と並び、がん治療

ることができません。直腸に過度の照射がなされ

ります。

の３本柱の一つです。放射線治療にはいろいろな

ると、直腸出血・潰瘍・壊死といった副作用のリス

種類があります。陽子線治療や重粒子線治療も放

クが高まります。IMRTを用いることにより、直腸

射線治療のひとつです。

線量を抑えられるようになり、直腸の副作用のリ

IMRTは非常に精度を必要とする治療方法で

ピーも、小線源治療も揃っており、あらゆる放射線

当院では最も一般的なX線を使った放射線治

スクが減少します（図3）。同時に直腸線量に余裕

す。数ミリのずれが治療効果に影響を与えます。

治療を選択することができます。個々の病態に応

療をおこなっています。放射線治療は手術と同じ

ができる分、前立腺の線量を増加することができ

そのためより手間と時間をかけた準備が必要に

じて適切な治療方法を選び、治療を提供していき

く『局所治療』です。照射をされた場所のみに影響

るので、前立腺癌に対する効果も高まります。し

なります。

たいと考えております。

はじめに

が及びます。そして、放射線治療の最大の特徴は
『痛くない』ことです。体への負担が少ないので、

前立腺の I M R T

の線量分布を描いているか検証するために多く

近年、放射線治療はより高精度で、より副作用

直腸
直腸

は、陽子線治療も、サイバーナイフも、トモセラ

マルチリーフコリメーター

放射線治療装置

画像提供
ELEKTA株式会社

行います。
ただし、前立腺は体内で位置が動く臓器です。

変調放射線治療（Intensity Modulated Radio-

前立腺の頭側には膀胱があり、背中側には直腸が

therapy: IMRT）という新しい治療が可能になり

あります。膀胱に尿がたくさん溜まると前立腺は

ましたので、
本稿で紹介したいと思います。

押し下げられ、空っぽだと上に上がります。同様
に直腸にガスがたまっていると前立腺は腹側に

I MRTとは？
『変調』する放射線治療です。通常の放射線治療

間～１０日後に治療を開始します。また、照射を
する前にはCTで前立腺の位置を確認して治療を

した。
当院でも、
従来の放射線治療に加えて、
強度

IMRTとはその名の通り、ビームの『強度』が

加え、定位放射線治療もあります。また茨城県に

の時間を要します。そのため、治療計画から１週
前立腺
前立腺

進歩を遂げています。そして、がんの種類によっ
ては、
手術と同等の効果が得られるようになりま

様々です。通常放射線治療やご紹介したIMRTに

日には実際の治療を開始することができますが、
IMRTの場合はきちんと放射線が予定された通り

能な場合があります。
が少なく効果が高い治療を目指して、
目覚ましい

前立腺癌の I M RTの実際

ひと口に放射線治療といっても、その方法は

従来の放射線治療であれば、治療計画CTの翌
図２

手術や抗がん剤が難しい方でも放射線治療が可
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直腸の線量低下

をつけることが可能です（図１）。そして、強弱を

当院では強弱があるビームを組み合わせる代わりに
複雑に動くマルチリーフコリメータという装置を用
いて同様の線量分布を得る方法を用いています。

押し上げられます。これらの変化で簡単に前立腺
の位置が数ミリ動いてしまうので、尿や便の状態
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3号棟が稼動する前のわずかな期間を利用して、
地域の皆さんを対象に「第20回病院たんけん隊」
と
「オープンホスピタル」
を開催しました。
「病院たんけん隊」は、3号棟にリニューアルされ
た緩和ケア病棟のお披露目と地域の方々に緩和ケ
アについて知っていただく企画で8月29日
（土）に行
いました。募集人数50名の枠に157名の応募があり、
緩和ケアに対する関心の高さをあらためて感じまし
た。翌30日
（日）には「オープンホスピタル」を開催。
医師や看護師、
リハビリスタッフや臨床工学技師、介
護や事務スタッフが参加し、
日頃の医療現場での技
を一緒に体験できる催事のほか、救急車の前でユニ
フォームを着て写真撮影するコーナーや「紡ぎの庭」

でのサマージャズコンサートを行いました。曇天、午
後は小雨のあいにくの天気にも関わらず、700人も
の方が来場され、3号棟内は子供連れのご家族で賑
わいました。
9月1日には、緩和ケア病棟とICU（2N病棟）、続い
て9月20日に残り5病棟の引越しを行いました。患者
さんの安全を最優先に考えて数ヶ月かけて準備を進
め、病院の全職種が関わって無事に引越しを行うこ
とができました。明るく、居心地のよい病室は患者さ
んから好評です。
新しい施設、機能を活用して地域医療に貢献し、
親しみやすい病院でありたいと考えております。

3号棟
お披露目

病院たんけん隊では、久永貴之緩和医療科診

デイルームでのアロママッサージ体験。
「 良い

療科長が「さくらひろば」
で講義を行いました。

香りに癒される」
と好評でした。

第20回

＆
催
開
を

緩和ケア病棟の見学。
ボランティアの方にも協力いただき、
ワークショッ
プも開催。

雨のため急遽、
ロータリーで開催した
サマージャズコンサート。筑波大生の
迫力満点の演奏に、
しばし、病院にい
ることを忘れたのでは。

ＩＣＵの機器を人体模型スミス君
を使って説明中。

麻痺のある方の着替えのポイントを丁寧に
レクチャー。

「内視鏡をつかってみよう」
では、医師の指導のも
と大人も子供も夢中になって体験していました。外
には常に行列が。
「皮膚の健康を守るスキンケア」
では、石けんの泡
立て方に興味津々。

手術用の針と糸を使った縫合体験。難しいけど
楽しい。将来は医師を目指すのかな？
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心肺蘇生やＡＥＤの使用法を
学ぶ「救急講習会」。

床ずれ予防のためのポジショニングでは、実
際にベッドで体験。

「訪問看護を知ろう」
では、実際にベッ
ドに寝てもらい、
ベッドの機能を体験。

「家庭でできる感染対策」では、吐物処
理や手の汚染度測定などを実施。

「かんたんにできる認知症予防運動」で
は、楽しみながら運動を体験。

NPOつくばアーバンガーデニング出店
のヨーヨー風船は子供に大人気。

「ドクター＆ナースに変身コーナー」では、
子供が大喜び。救急車やドクターカーの前
で記念撮影も。
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お す す め

アレルギー対応食編

メ ディ カ ル

レ シ ピ

リエゾン精神看護専門看護師

デコレーションケーキ

【作り方】
(準備) ・大きめの鍋にお湯を沸か
しておく。・型に油を塗り米
材料（18cmケーキ型１台）
粉をはたいておく。・オーブ
スポンジケーキ
ンは天板に湯をはり、170度
・米粉 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 200ｇ
で予熱しておく。
（ 湯煎焼の
a
・ベーキングパウダー ・・・・・・・・・・ 小さじ3
準備）
・豆乳 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 300ｍｌ
1．aはよく混ぜておく。
b ・砂糖 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 60ｇ
・レモン汁 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 小さじ1/2
2 ．大きめ の ボ ー ル に b を入
・油 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 60ｇ
れ 、準備した鍋に入れて湯
シロップ
煎でしっかりと泡立てる。油
c ・砂糖 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10ｇ
を加えさらに泡立てる。
・水 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 50ｍｌ
クリーム
3．②に①をふるいながら少し
・乳製品不使用生クリーム ・・・・ 300ｍｌ
ずつ加え、ゴムベラなどで
d ・砂糖 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 30ｇ
さっくりと混ぜる。
・レモン汁 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 小さじ1/2
4．型に③を入れ、予熱したオーブンで15分前後湯煎焼きする。中心に竹串
・好みのフルーツ ・・・・・・・・・・・・・・・ 適量
を刺し、何もついてこなければＯＫ。型から出し、冷ましておく。
5．焼いている間にシロップを作る。Ｃの材料を耐熱容器に入れて電子レン
ワンポ
イント ジで30秒程度加熱する。
※砂糖が溶ければＯＫ
ア
◆通常のスポンジケーキに比べ
ドバイ
ス
フルーツを好みの形に切っておく
ずっしりとした食感です。豆乳の
6．④が冷めたら横半分にスライスし、表面と切り口に⑤のシロップを塗る。
泡立て、
湯煎焼き、
シロップを塗る
7．大きめのボールにd を入れ、氷にあてながら泡立てる。
などのひと工夫で、
軽くしっとり仕
上がります。
8．切り口に⑦のクリームを塗り、
フルーツとクリームでデコレーションする。

卵・乳アレルギー対応

◆ケーキもトルティーヤもベーキングパウ
ダーを使用するので、
基本的には小麦アレ
ルギー×ですが、
少量可の方はOKです。
◆トルティーヤ生地にカレー粉を入れると、
色も風味もよくなります。
ぜひお試しを♪

パーティ
ーに
おすす
め♪

米粉のトルティーヤ
ー対 応
卵・乳・大豆アレルギ

生地（約5枚分）
・米粉 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・片栗粉 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・ベーキングパウダー ・・・・・
・砂糖 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・塩 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・水 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

100g
5g
小さじ1/2
小さじ1
ひとつまみ
40cc

①ボールに水以外の材料をすべて
入れ、軽くかき混ぜる。
②①に少しずつ分量の水を入れ、
お
玉でとろりとすくえる硬さにする。
③温めたフライパンにサラダ油を
ひき、②を流し入れて焼く。
ある程
度火が通ったら、
裏面を軽く焼く。
肉そぼろ（冷凍保存可）

レ タス 、トマト、
きゅうり、
えび、鶏
肉 などお 好きな
具材を挟んでね。
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・牛ひき肉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 200g
・玉ねぎ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ½個
・しょうが ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 少々
・醤油(アレルギー対応) ・・・・・ 大さじ1
・砂糖
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 小さじ1
・サラダ油 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 小さじ1

リエ
リ
エゾンナースをご存じですか
【病は気から】
ということわざがあるように、
こころとからだは切り離せないものです。
リエゾンとは「つなぐ・橋渡しする」
という意味があり、
リエゾンナースは、
こころとから
だをつなぐ看護師として活動しています。
具体的には、突然の事故や病気で入院された患者さんの「不安」
「 眠れない」などの精神的な「困りごと」
を、
そこに携わる医療スタッフ経由で相談を受け、“こころとからだの両面”からひも解き、
こころのケアが提供
できるようお手伝いしています。
この度の鬼怒川決壊による水害では、地域の皆様に大きなこころの衝撃となっていることもあり、避難所へ
の支援活動にも参加させて頂きました。
大きな災害に遭われた方々のこころとからだには、
・それに対応しようと様々なからだやこころの症状が現れることがある
・それらは「異常な事態における正常な反応」
であることが多い
・これらは、
時間とともに変化する
などが知られています。
これらの症状の経過は人によって異なりますが、多くの場合は以下のように時間とともに落ちつきます。
【災害直後から数日】
命を守るため誰もが必死

【1週間から6週間】
抑えていた気持ちが湧き
起り、イライラする、気分
が沈む、悪夢を見るなど

・アボカド ・・・・・・・・・・・
・レモン汁 ・・・・・・・・・・・
・オリーブ油 ・・・・・・・・
・塩、
こしょう ・・・・・・・・

1個
小さじ1
小さじ1/2
少々

①アボカドの 種と皮をとり、
ボールに入れて潰す。
②レモン汁、オリーブ油、塩、こ
しょうを加えよく混ぜて完成。
※オリーブ油の代わりに、ア
レルギー対応マヨネーズ
などでも可

①玉ねぎ、
しょうがをみじん切
りにする。
②フライパンに油を熱し、①
を炒める。
しんなりしたら、
ひき肉を加え、火が通るま
で 炒 める。調 味 料を加え、
水気がなくなるまで炒めて
完成。

【6週間から半年】
不安定な気分は残りま
すが混乱した気持ちが
徐々に落ち着いてくる

【数年間かけて】
被災地に日常が戻りは
じめ 、地 域として再 建
できていく

時には・・つらい気持ちを誰かに話すだけでも楽になります。お一人で抱え込まず、
身近な方にお話ししてみましょう。

“はなまる”を頂きました！
アボカドディップ

木野美和子

病院機能 価 受審
病院機能評価を受審して

病院の機能を様々な角度から第三者の視点で評価し
てその向上に役立てるために、
日本医療機能評価機構
の審査を定期的に受審しています。その中で高い評価
を受けた当院ならではの取り組みをご紹介します。

よりよいリハビリテーションの
キーワードは「連携」

リハビリテーション療法科

科長

大曽根 賢一

リハビリテーション」
といえば「機能回復訓練（関

決できない場合、病院同士や介護をする施設などと

節を動かしたり歩く練習をしたり）」
ととらえがちです

連携をとって取り組む必要が出てくることもあります。

が、実はとても広い意味を持っています。
もともとのリハビリテーションの意味は「人間らし
く生きる権利の回復」つまり
「自分らしく生きること」

当院では、
リハビリテーション室では解決できな
いこのような問題に対し、医師や看護師、
リハビリ
テーション専門職（理学療法士、作業療法士、言語聴

「病気や怪我、加齢など様々な原因により心や身体

覚士）だけではなく、病院にいる様々な職種同士が

の障害などで生活に支障が生じたとき、多くの職種

常に連携を取りながら解決に向けて進めています。

が連携して問題の解決を支援する総合的アプロー

もちろん当院だけでは解決できない場合は、多くの

チ」
と定義づけられています。

病院や施設などと連携を進め、患者さん一人ひとり

例えば骨折など手術が必要な怪我の場合、状況に

に合わせた「リハビリテーション」
を深めています。

合わせながら機能回復訓練を行いますが、身の回り

今回病院機能評価では、
この「連携」の取り組みを

のことが不自由になる場合もあります。その場合、
ご

大変高く評価していただきました。
これからも、患者

自宅の環境を体の状態に合わせて調整したり、
ご家

さん一人ひとりの「自分らしく生きること」のお手伝

族などお世話をする方にお手伝いの方法などを知っ

いができるよう取り組んでまいります。

ていただく必要があります。
また、1つの病院では解
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新任挨拶

脳神経内科専門部長
兼 診療科長
廣木 昌彦

心臓血管外科専門科長
小西 泰介

2015年10月1日より脳神経内科
専門部長を拝命いたしました。
診療科長兼務となります。当院
の救命救急センターおよび地
域医療支援病院としての役割
を十分理解して、神経救急疾患
および神経難病におきまして、
高度で専門的な医療を提供し、
地域の皆様に貢献してまいり
たいと思います。

感染症内科診療科長
兼 臨床検査医学科

2015年10月1日より感染症内科
診療科長を拝命いたしました。
同時に臨床検査医学科勤務も
併任となります。検体検査管理
専従医師のため、私自身は直接
患者さんと接することはでき
ませんが、各部署と連携して微
生物検査、
感染対策、
各科感染症
診療支援に日々精進致します。

鈴木 広道

10月1日付で心臓血管外科専門
科長を拝命いたしました。主に
大動脈弁疾患、および大動脈疾
患、
特に胸部、
腹部大動脈に対す
るステントグラフトを担当し
ております。今後急速に進歩し
ていく大動脈領域の血管内治
療が当院でも適切に実施でき
るよう研鑽に努めてまいりた
いと考えております。

フロアーのご案内

入退院サポートステーション
（通称：ＳＳさくら）

さくらひろば

売店（Ｙショップ）
平日７時〜21時
土日９時〜19時
祝日９時〜17時
メディカルストリート

検査ポスト

処置回復室
内視鏡受付
リハビリテーション室
リハビリテーション
室
ひだまりラウンジ
筑波大学

放射線受付

栄養相談室
検査入口

10 番受付 外来診察室

救急外来

外来診察室

会計
受付
総合案内

処置室
ギプス室
ギプス
室

採血室

心エコー室
心電図室
神殿図室

松見公園

小児外来
レストラン

入口

じくや
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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。

