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新 春のご挨拶
謹んで初春のお慶びを申し上げます。
これまでご不便をおかけしておりましたが、
昨年９月に３号棟を開棟いたしました。
それを
契機に全入院病床の療養環境を見直しし、個
人用の家具を増設、四床の多床室であってもプ
ライバシーが担保できるようになりました。
また
一階には、入院前から退院後までの包括的な情
報提供を目的とした入退院サポートステーショ
ン（SSさくら）を設置し、入院の“質”の改善が図
れたと自負しております。
更なる改善に向けこれから初夏まで、ハイブ
リッド手術室の新設、地階厨房の改修、１号棟
４階の病棟改修などの工事が継続されます。騒
音等で皆様にご迷惑をおかけいたしますが、引
き続きご理解を賜れれば幸甚に存じます。
病院長

ドクター のリレー講座

図２

① 検体採取

② 培養ボトル
④ 菌の確認

具体的には患者さんが肺炎に罹った場合、多く

⑤ 菌の増殖

は一般的な抗菌薬に反応する菌が原因です。一方
で、レジオネラ、マイコプラズマ、結核菌等、一般

③ 専用培養装置

的に使われる抗菌薬に反応しにくい微生物が原
因となることがあります。更に近年ではMDRP（多

コロニー

剤耐性緑膿菌）といった、一般的に使用される抗
菌薬のほとんどに耐性を獲得した微生物（薬剤耐

新しい微生物検査について
感染症内科診療科長
兼 臨床検査医学科

⑦ 結果連絡

性菌）による肺炎が報告されています。微生物検
査室では、診療部から検査依頼があった場合、患

②結核菌・非定型抗酸菌・マイコプラズマ診
断の迅速化・質の向上

⑥ 全自動細菌同定
感受性検査装置

者さんから採取された検体（喀痰等）を用いて、こ

わが国では未だに結核が蔓延しており、当院で

れらの有無を検査します。

も毎年多くの患者さんが新規結核と診断されてい

これまで微生物検査室がないため、外部機関に
すずき

ひろみち

鈴木 広道

ます。結核は診断の遅れにより伝染する可能性が

検査を委託していました（外注検査）。外注検査で

あり、精度の高い検査で迅速に診断する必要があ

は、搬送等の関係で検体が採取されてから結果報
全身に菌が回っている状態（菌血症）では、より

告までは最低3日間、休日を挟む場合には1週間程
度の期間が必要でした。
また、喀痰などの検体の中には病気を引き起こ
図１

している病原微生物と、病気とは無関係な微生物
が混在しています。検査開始までに時間を要する
場合には、検体が提出された容器の中で無害な微
生物の増殖により、目的とする病原微生物が死滅
してしまうこともありました。
以上から微生物検査室の設置で、病原微生物を
迅速かつ正確に検出していくことができるよう
になります。
それではここから実際の微生物検査の流れに
ついてご紹介します（図2）
。
＊1

今回は、第6次整備事業の一環として1号棟に
建設されました微生物検査室について紹介させ

迅速な対応が必要となります。このため当院では

施された遠心機（図4）を用いて菌の集菌を行い、

日立ハイテクノロジーズ社と協力し、最先端多項

極少量の菌量でも見逃さないように顕微鏡で検査

目遺伝子検査装置を2014年から菌血症に対して

をおこないます。更に、結核菌の遺伝子診断装置を

臨床応用（臨床研究）しており、新規微生物検査室

院内導入し、検査依頼を受けてから最短で1時間

でも継続して運用してゆきます。本遺伝子検査装

で結核の診断が可能となります。一般的な急性期

置は、血液培養装置で菌の陽性反応を示した血液

病院での結核の診断は最短でも3-4日を要します

培養ボトルの血液を用い、短時間（2時間半）で菌

が、筑波メディカルセンター病院では同日中の診

の同定・感受性を行う装置です。当院の実績では

断が可能となり、早期の治療開始及び隔離予防策

血液培養採取から21時間（中央値）で正確な結果

の適正化が期待されます。本遺伝子検査機器を用

報告が可能です。不要な抗菌薬投与の削減に加

いてマイコプラズマに対する遺伝子検査（リアル

え、最適な抗菌薬の早期投与により臨床応用前と

タイムPCR法）も1時間以内で結果報告が可能と

比較し菌血症罹患患者での生存率の改善が得ら

なるため、一般採血と同程度の待ち時間でマイコ

れています（図3）
。

プラズマ感染が診断可能になります。

＊2

①病原菌培養、菌の同定・薬剤感受性検査
微生物検査室の最も大きな役割は提出された

て頂きます（図1）。執筆時点では準備中であり

検体から細菌を同定し、どのような抗菌薬が反応

2016年1月上旬より機器を搬入し、2016年度上

するか調べることです。外来や入院病棟から提出

半期中での稼動を目指しております。

された検体（喀痰や尿、血液）は、最初に顕微鏡で

図３

自動多項目同時遺伝子検出Verigeneシステム 日立ハイテクノロジーズ/Nanoshphere

微生物検査は心電図検査や超音波検査より馴

で培養します。菌の増殖が得られた場合にはコロ

染みが少ない検査かもしれません。
微生物とはウ

ニーという菌の塊ができるため、これをつまんで

イルスや細菌、真菌等、人の肉眼では観察できな

（釣菌）、実際にどのような菌かどのような抗菌薬

い生物を指します。病院の微生物検査室は、患者

が効くかを判定します。院内でこれらの作業を行

さんが感染症を罹患している事が疑われた場合

う場合、最短で2日、遅くても4日後までには結果

に、
どのような微生物が原因で感染症を患ってい

が報告されます。
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＊1：菌の同定・・・臨床材料(喀痰や血液など)から検出した微生
物の特徴を調べて、菌の種類を決定すること。
＊2：薬剤感受性検査・・・検出された菌に対し、効く薬・効かない
薬を調べること。

図４ 例示

シグナルを検出

① 消耗品・検体セット ５分以内

② 核酸抽出・ハイブリダイゼーション

肉眼的に菌の有無を確認した後に、専用培養装置

るかを調べ、
治療に役立てる部門となります。

ります。新規微生物検査室では、結核菌飛散対策が

1μm

細菌
③ 解析 ５分以内

結合・
ハイブリダイ
ゼーション

変性

核酸抽出
酸抽出
遺伝子

（２本鎖）

遺伝子
（１本鎖）

DNAマイクロアレイ
模式図

・検体の前処理不要で全自動
（2.5時間）
・多種のウイルス、細菌、耐性
遺伝子に対して同時に迅速
判定が可能

冷却遠心機5922
（久保田商事株式会社）
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感染からお子さんを守るために
昨年12月12日(土)につくばみらい市保健福祉センターで開催された「健康フェスタ」
に当院が参加して、催事に協力しました。
「感染からお子さんを守るために」
という企画では、感染管理認定看護師2人を含むチームがノロウィル
ス感染防止の嘔吐物処理などのテクニックを披露して、大変好評でした。お家にあるものを使用して、安全
に処理ができますのでぜひ覚えてください。

嘔吐物の消毒手順（室内での処理方法）
１ 必要物品および作業着

＜エプロン＞
ごみ袋を切り作成

２ 吐物をペーパータオルで覆い、その上から消毒

液をかける。ペーパータオルに家庭用漂白剤を
染み込ませ、吐物を中央に集める
（一方拭き）
半径２mくらいに
広がります
⑦

⑥
⑤

＜必要物品＞
ペーパータオル 家庭用漂白剤 ビニール袋
マスク 手袋 エプロン（使い捨て）

３ 集めたペーパーをそっと
ビニール袋に入れる

①
④

拭き掃除の最中や後に、
スリッパ
等の消毒に使用する

③

②

５ スリッパ等の消毒をし、ビニ

４ 手袋、エプロン、マスクをはずし

ール袋に捨てる。終了後に手
洗いうがいをする

ビニール袋に捨てる

だけど、堂々と発表しました！

つくば研修医
学術集会

―第11回つくば研修医学術集会を終えてー
2015年

12月5日
（土）に「第11回つくば研修医学術集会」
が開催されました。
この会は、おもに院内の研修医
を対象として毎年開催されている症例発表会です。
医師国家試験合格後には2年間の臨床研修が義務
づけられており、
この研修中は忙しい業務に追わ
れ 、学会発表の機会がなかなか持てません。そこ
で、研修中に経験した症例をテーマに、
日頃の研修
の成果を学会形式で発表する場として始まりまし

12月５日（土）

メディカルスクエア3階
ＴＭＣホール

た。11年目の今年は、他院からの
発表も含め25演題の発表があり、
学術大賞には当院1年目の倉田
房子研修医（演題：虫垂炎術後に発症した甲状腺ク
リーゼの一例）、指導医賞には救急診療科の新井晶
子医長が選ばれました。
受賞にあたって、お二人の先生にインタビューし
ました。

発表の準備は大変でしたか？
スライド作りや発表の流れを作る
倉田研修医：学会に一度も参加したことがなかったので、
までが大変でした。最後まで新井先生をハラハラさせてしまいました。
これは大変！と思いました。何もか
新井医長 ：最初に倉田先生が作った資料を見たとき、
もが初めてなので、当然のこと。見やすくわかりやすいスライドの作り方や発
表のまとめ方まで基礎から指導しました。

指導医として心掛けたことはありますか？
新井医長 ：倉田先生の言葉で表現してもらうことを大事にしました。発表資料を直してい
くとどうしても指導者の言葉になりがちなので、
そこは意識して指導を心掛け
ました。

学術集会に参加していかがでしたか？
中心部から半径２ｍ周辺まで広範囲に
清掃する
（S字一方拭き）
＜注意＞
拭きとる際、手やひじを床面につけない
ようにしましょう

新井医長 ：この甲状腺クリーゼという症例はとても珍しい病態なので、倉田先生はわから

手 袋：表面を触らないようにはずす
エプロン：首のところを破き、表面を触らな
いように、巻きながら脱ぐ
マ ス ク：ゴムの部分のみをさわり、はずす

ないことも多い中で治療にあたっていたと思います。今回の学術集会用にま
とめることで、診療内容を振り返り、疾患について更に理解を深められたので
はないでしょうか。

消毒液
トイレ清掃のポイント
１）ペーパーに家庭用漂白剤を染み込ませ清拭する
※便器の他に、
レバーやタッチパネルも忘れずに
２）ペーパーを交換し、
よく触る部分を清拭する
（手すり、
ドアノブ、水道のハンドル等）
３）清掃終了後は、流水と石鹸で手洗いする

（次亜塩素酸ナトリウム希釈液）

の作り方

0.02%

ハンドルの
清拭も！
0.1%

※トイレ洗浄剤やアルコールは、消毒効果はありません
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ました。まだまだ出来ないことが多いですが、わからないことを質問すると

市販の塩素系消毒剤や漂白剤は、6%くらいの
濃度（使用前に表示確認）
です。
空ペットボトル（2ℓ）などを用い、消毒液が簡
単に作れます。
濃度

希釈
ペットボトルキャップ
２杯弱の原液を水
で２ℓに希釈する
ペットボトルキャップ
８杯強の原液を水
で2ℓに希釈する

倉田研修医：資料をまとめることでこの症例をすごく理解できました。発表前の方が学ぶこ
とが多く、本気で取り組みました。新井先生にはとても丁寧に教えていただき
ちゃんと答えていただき、最後まで面倒をみてくださる先生方のご指導にとて
も満足しています。

対象物
食器や衣類
の消毒10分
以上浸漬する
便や嘔吐物などの
汚物を除去した後
に清拭する

素直な気持ちで学び真摯に取り組んだ倉
田研修医と、
「初期研修の2年間は、医師の今
後の診療スタイルや考え方の根幹に関わる
とても大事な期間」
と考え研修医に接してい
る新井医長。お二人のいい関係が伺えるイン
タビューでした。受賞おめでとうございます。

倉田先生

新井先生

出典：茨城県保健福祉部ホームページ

5

患者さんの

手術後
後患者ケ
患者ケアユニット
（PACU）
の紹介
診療部長

麻酔科

を目指して
サ
ー
＼(＾▽＾) ／
ポ ータ

山口浩史

Ｎｏ.５

患者さんやご家族の皆さんが、安心して快適に病院を利用できるように、さまざまな業種の
方々が、プロとして質の高いサービスの提供を行っています。
このシリーズでは、いつも笑顔を絶やさない“ 患者さんのサポーター ”の方々をご紹介して
まいります。
今回は、車椅子やベッドの点検や修理のほか、病室の患者さん用家具や冷蔵庫の清掃を担
当している「パラテクノ株式会社」の皆さんをご紹介いたします。

手術室から麻酔科医師と執刀医、手
術室看護師と共にPACUへ移動

１〜2時間程度PACUで手術後の経過
を観察します

パラテクノ株式会社

麻酔科医師より病室へ帰室OK。PACU
看護師から病棟看護師へ引き継ぎ中

第六次整備事業の一環として、術後患者ケアユ

帰室病棟の看護スタッフに委ねられていました。今

ニット(Post-anesthesia Care Unit; PACU)を設置致

回設置したPACUは、手術直後の患者さんを速やか

しました。従来の術後リカバリーの進化形です。

に手術室から移動し、手術室の専門看護スタッフと

医療の進歩とシステム化に伴い、
より高齢でより

麻酔科医により急変時対応を含む一般状態のケアと

多くの併発疾患をお持ちの患者さんに対してさらに

手術直後の創部痛や悪心に対する適切な治療を確

高度な手術を提供する機会が増えています。同時に

実に行い気分的にも落ち着いたのち、術後病棟から

手術室をより有効に利用すること、手術室と病棟間

の患者さんのお迎えを促す仕組みです。
このPACU

の患者さんの円滑な移動を図ることも重要な課題

により患者さんの手術直後の苦痛を軽減すると共に

になってきました。
これらを解決する仕組みがPACU

急変時対応力を高めて医療事故を予防する効果が

です。

期待されます。将来は、当日入院で手術を受ける患

これまで、手術を終えた患者さんは全身麻酔から

者さんの術前処置や手術直後に退院される患者さ

覚醒した後に速やかに術後病棟へ戻ることが一般

んの退院手続きも出来るようになり患者さんの利便

的でした。創部痛や血圧管理などの術直後のケアは

性が一層改善されると期待されます。

ベッドや車椅子を、患者さ
者さ
んに安心して安全にご使用
使用
いただけることで、治療や
療や
生活の手助けを少しでもで
もで
きればと思っております。
す。

患者さんの立場に
立った手助けができ
立った手助け
けが
るように、色々な
な
色々な場面
で支えていける
で支えていけるよう
に心がけていま
に心がけています。

点検・修理
鈴木 直行さん

渡辺 裕介さん

鈴木さんは、平日は院内に常駐し
ています。ベッドや車椅子の不具合
がありましたら、病棟の職員にお伝
えください。すぐに駆けつけてくれる
と、職員からも頼りにされています。

ねがいごとの森ゴブリンに
サンタクロースがやってきた
折笠 仁美さん

つつまれサロン（1号棟4階）
が
「いばらきデザインセレ
クション 2015」のソー
シャルデザイン分野（社
会をよりよい方向に導
く 活 動 な ど）で 最 高 の
知事選定 をいただき
ました。
曲面の壁や並んで腰
掛けられる木製ベンチ
も あ り、散 髪 も 出 来 る
多目的なスペースです。
ぜひご利用ください。
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患者さんが心地よ
い気持ちですごせ
るお部屋にするこ
とを考え、日々の
清掃を行っており
ます。
クリスマス間近のある朝、
「 ようか
いめだるがほしい」のねがいごとに本物の妖
怪ウォッチメダルが贈られていました。とて
も心温まるエピソードです。
実は、森に住む折り紙の トトロ も増えていま
す。あなたのねがいごとも叶うかも。

山崎 秋美さん

清

掃

一般病室の４人部屋で
す。一人あたりの占有面
積が広くなり、特注の木
製家具で仕切ってプライ
バシーを重視しました。
この家具や冷蔵庫をいつ
もきれいに清掃してくだ
さっています。

きれいで安らぎのある空間
で、患者さんに過ごして頂
くために、隅々まで清掃す
ることを心がけてます。
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乳がん検診にはマンモグラフィと超音波検査があります。両方受けるの
が理想的ですが、年齢によって適した受診方法があります。つくば総合健
診センターではつくば市・守谷市・つくばみらい市・土浦市・常総市・下妻
市などの医療機関検診受診券や無料クーポンがお使いいただけます。
詳しくは左記にお問い合わせください。

つくば市天久保1-２
TEL.029-856-3500
http://www.tmch.or.jp/kensin

！
ます
け
受
診
ん検
乳が
ため
自分の め
た
家族の

受けていますか、乳がん検診
りかんりつ

女性がんの罹患率トップ
エラストグラフィ
エラストグラフィ
超音波検査でしこりの硬さをみる機能で
す。検診で見つかる小さなしこりは乳がんか
良性のしこりかの区別が難しいことがありま
す。ボタン一つで切り替わるエラストグラフィ
を用いると、乳がんは硬いので青く、良性のし
こりは柔らかいので緑色に見える傾向があり
ますのでより正確な評価ができます。
つくば総
合健診センターのすべての超音波診断装置
にはエラストグラフィ機能がついています。

※罹患率：１年間に人口１０万人
あたり何例がんと診断されるか

直径約5ｍｍの乳がん

直径約5ｍｍの線維腺腫
（良性のしこり)

自覚症状がある場合には、かかりつけ
の医院やクリニックにご相談ください。
筑波メディカルセンター 病院を受診する際

つくば総合健診センターが参加した研究の成果が、英国の権威ある
医学雑誌『The Lancet』に掲載されました。マンモグラフィで乳がん
を見つけにくい40歳代に対して、超音波検査を追加することで、
より
多くの早期乳がんが検出されることが証明されました。

NNewo 4s

用語出典：独立行政法人 国立がん
研究センターがん対策情報センター
「がん情報サービス」HPより

には、健診施設や医療機関からの紹介状
が必要です。

まめ

整備事業

売店（Ｙショップ）
3号棟1階さくらひろば横

営業時間 平日７時〜21時
土日９時〜19時
祝日９時〜17時

売店が新しくなりました！
！
第6次整備事業の一環で売店が、
「 Ｙショップ」
としてリニューアルオープン致しました。店内の広
さは今までの２倍になり、商品の種類も多く取り
揃えています。
さらに介護用品・装具を購入する際には、試着が
出来るようになり、その場で患者さんに合った物
を購入する事が出来るようになりました。
シャツ、
スリッパ、
シャンプー、歯ブラシなど入院中
に必要な物が全て揃っており、急な入院にも対応
でき大変便利です。
宅急便も取り扱っていますので、入退院時に荷物
が多い場合などは是非ご利用ください。また、切
手やはがきも販売しています。
そしてヤマザキと言えばパン！なんとパンやサン
ドイッチは店内で手作りしているので、
できたての
パンを購入できます！とてもおいしいのでみなさ
ん食べてみてはいかがでしょうか。

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。

