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かれることが多いのですが、放置すると指先の第

の間は動かずに全体で骨折部を支えるため、再転

一関節を自力で伸ばすことができないため、洗顔

位する可能性がかなり少なくなりました。
このロッキングプレートを使うことで、手術直

の治療にこの技術が積極的に用いられ始めていま

りして困ることがあります。
治療としては、
外固定

後からリハビリテーションが可能になり、手関節

す。骨が折れるということは、皮膚の外から大きな

で保存的に治療されることが多いのですが、骨折

の動きの悪化や痛みの残存をより減らせるよう

力が加わるわけですので、必ずその間にある軟部

の場合には手術で整復してピンやプレートでの固

になりました。

組織（皮膚やその下の組織）の損傷が起こります。

か動きが変だと感じるときには、
是非、
手の外科の

その程度によっては、いきなり骨が皮膚から飛び

「手の外科」とは
最近では整形外科の診療範囲拡大や細分化の
ため、体の部位別にグループを作り専門化をはか
る傾向にあります。その中で主に上肢を扱うグ

ては軟部組織が壊死してしまうことで骨折部が開
放されてしまうことがあります。骨や骨折を固定

ばれてくる患者さんがいます。血管も切れてし

するための金属は細菌感染に弱いため、この状態

まって、血の巡りがない場合などは、
「 再接着術」

を放置すると骨がつくことはおろか、細菌のため

を行う必要があります。再接着術では切れてし

に骨が腐ってしまう骨髄炎となってしまいます。

手関節（手首）で起こる橈骨遠位端骨折です。まず

まった血管の吻合、神経の縫合、腱の縫合、骨接合

これを防ぐためには軟部組織欠損部分をできるだ

は、骨折している部分をできるだけ元に近い形に

術を行うことになります。しかし、組織の損傷が

け早くふさぐことが必須であり、そのひとつの方

戻してギプスなどの外固定を行います。しかし、
レ

強く血の巡りを再開することがどうしてもでき

法がマイクロサージャリーの技術を使った「皮弁」

ントゲン写真やCTなどの詳しい検査をして関節

ない場合や、経過中に血の巡りが途絶えてしまっ

で被覆することです。当科でも、上肢だけでなく、

面の陥没や変形が治しきれない場合には、手関節

て、残念ながら切断しなければならないこともあ

下腿や大腿など下肢でも開放骨折に対しては皮弁

の動きの悪さや強い痛みが残ってしまうことが多

ります。

を用いた被覆を積極的に生かした治療を行ってい

整形外科専門科長

市村 晴充

出してしまう「開放骨折」となったり、経過によっ

当院は救急病院であるため、指などの切断で運

橈骨遠位端骨折
はるみつ

切断指

外来を受診していただきたいと思います。
とうこつえんいたんこっせつ

いちむら

ロサージャリー」と呼ばれています。近年では骨折

するときに指先が鼻の穴や、眼に入ってしまった

定をします。たかが突き指、されど突き指です。何
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この顕微鏡を使って行う超微小手術は「マイク

上肢の骨折で多いのが転んで手をついた時に、

いため、
手術療法を行うこととなります。
術前CT写真

組織の損傷をできるだけ少なくするために、切
断されてしまった指などを運ぶときは、切断した

※

ます。
※ 組織欠損を覆う手術で用いる「血流のある皮膚」のこと

指を袋に包み、これを「氷水」を張った袋や容器に

ループが「手の外科グループ」、
「上肢班」などと呼

いれて冷やしてお

ばれています。

くことが大切です。

最後に

「手の外科」の領域には、運動器の全て（骨、関

決して、水の中につ

このように、
「手の外科」が扱うのは運動器の全

節、靭帯、腱、軟部組織）が存在するために、その扱

けたり、氷に直接触

てであることから、いまや上肢の治療にとどまら

う疾患は多岐にわたります。今回は、いくつか代

れないようにして

ず、四肢の治療に必要な技術となっています。これ

ください。

からも整形外科全てのことについて精通し、治療

表的な疾患をご紹介したいと思います。
術後レントゲン写真

に当たることができるように日々努力を重ねてい

マレット指

きたいと考えています。

マイクロサージャリー
正常

世界で始めての指の再接着術成功は1965年に

２つのタイプがあります。
腱断裂
指を伸ばすスジ
（腱）
が切れた状態。

骨折を伴うもの
スジ
（腱）
がついている骨の一部が折れた状態。
日本手外科学会HPより引用
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県立奈良医大整形外科 玉井進名誉教授により達
ロッキングプレート

成されました。
それまで、
切断してしまった指に対

近年、整形外科の固定器械で著しい進歩を遂げ

しては、切断面を丸める「断端形成術」で対応する

ているものにロッキングプレートがあります。こ

しかなかったものが
「再接着」
できたことで患者さ

れまでのプレートは金属の板を金属スクリューで

んの生活の質を大きく改善することができるよう

骨に押し付けて骨折部分を固定するだけのため、

になり、
たいへん画期的な治療のひとつです。

ぐらつくとスクリューが抜けてきてしまう場合が

再接着術を行うには1mm以下の血管を吻合で

指先を伸ばす腱が切れたり、
その腱が付いてい

ありました。ロッキングプレートではプレートと

きるような、器械と糸、そして手術用顕微鏡が必

る骨が骨折することが原因です。
「突き指しただ

スクリューも同時に固定されるので、骨とスク

須であり、長年の実験や研究を積み重ねること

けなのに、指先が伸びない」という症状で気がつ

リューが多少ぐらついてもプレートとスクリュー

で、
ようやく開発されたものです。

マイクロサージャリーの手術風景
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ていねいで手厚い
当院がすすめる

「地域医療連携」

県南・県西地域のかかりつけ医（開業

ご近所の
かかりつけ医
を探してみ
ましょう

を推進しています

医等）に、当院の「登録医」
として契約を
していただき、患者さんが専門的な検
査・診療が必要な時は、事前に紹介状（診
療情報提供書）
をFAXで送っていただき、病院

地域全体が「大きな医療機関」だと思ってください

の予約をとることができます。現在370施設418名の「登録
医」
が、
当院と協力しながら地域医療をサポートしています。

筑波メディカルセンター
が担う部分

院内に、写真のような
「登録医」の地図を掲げています。

介護施設

ぜひお近くの「登録医」
を探してみてください。
また、売店
の向かいには、患者さんの入退院をサポートする
「入退院サービスステーション
（通称”SSさくら”）」があ
ります。
この中の地域医療連携課でも
「登録医」
をご案内しています。
お気軽にお立ち寄りください。

健診
当院の外来は紹介や救急の患者さんを中心に診療しています。紹介状（診療情報

在宅医療

救急

急性期
急性期病院

（当院）

回復期

療養期

回復期
ン病院
リハビリテーション病院

療養病院

選定療養費とは

提供書）をお持ちでなく受診を希望される場合は、通常の保険診療費のほかに、選
定療養費として3,240円を頂戴しています。当院を受診されます時は、かかりつけ医
等からの紹介状
（診療情報提供書）
をご持参ください。

当院に入院された患者さんの平均

訪問診療

紹介

共同診察
診療所等 かかりつけ医

入院期間は12.7日です。入院後7日目ま

訪問看護

病院と病院を

でに、看護師やMSW（医療相談員）が伺

訪問介護

つなぐこと

い、患者さんやご家族と、今後の治療や
療養などについて相談にあたります。

訪問リハビリ

また 地 域 の 連 携 する病 院と、看 護 師 や
MSW、
リハビリスタッフ等が毎月定期的に互いの病院を

地域全体の
医療施設で
支えるとは

訪問して、書面（紹介状）だけでは表しきれない「情報」や「患

当院の外来では、化学療法や放射線治療などの専門的な治療を行い、一般的な外来

者さんの思い」を直接手渡ししています。できる限り、
「 同じ

は、地域の開業医等のかかりつけ医に担っていただいています。

病院のなかで移動しているような」環境をこの地域で作りた

もし
「病気では？」
と思ったら、
まずかかりつけ医を受診してください。専門的な検査や手

いと考えています。

術、入院が必要と判断されたら当院へ紹介していただきます。時に、救急車で受診されるこ
ともあるでしょう。
検査や手術等が必要な急性期の入院治療は、当院が担当します。その後、病状の回復にあわせて、
より
専門的なリハビリテーションを行う病院へ転院していただき、
さらに療養が必要な時は療養期を担当する
病院や施設へと移りながら、地域の医療施設全体で継続的に治療を進めていきます。

平成27年度

住所別の入院患者さんの数
（全体年間10,279人）
県南・県西全域から入院されています

病院実績

自宅においても、
訪問診療や訪問看護、訪問リハビリテーション等を受けることも可能です。
病気を抱えても住み慣れた家・地域を生活の中心とし、必要に応じてその時々の状態にあった医療施設

466

を利用する。限られた医療資源を地域全体で共有できるよう地域の医療施設を支援していく、
そのような

救急車で来院された患者さんの数

病院が地域医療支援病院（筑波メディカルセンター病院）
です。

4,741件（うち入院2,418人）
救急外来を受診された患者さんの数

次ページの地図に示した数字は、平成27年度に当院に入院された患者さんの数を
県南・県西地域
の急性期病院
として

住所別に示したものです。つくば市を中心に、県南・県西の広域から入院されていること
が分かります。
これらの地域から救急車によって受診される患者さんの50％以上が入院
を必要としています。その他は、かかりつけ医からの紹介後に入院となるケースです。

34,391人
他の施設から紹介された患者さんの数
14,632人（うちCT・MRIなど検査目的2,807人）
全入院患者さんの平均入院期間：12.7日
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その他地域 863
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166
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４A 病棟開棟！
病院長 軸屋 智昭

平成28年６月20日、筑波メディカルセンター病院
１号棟４階に４Ａ病棟（40床、開棟時は20床供用）
を開棟いたしました。
４Ａ病棟の一般病床は、休止したつくば市立病院
48床のうちの40床を、平成27年７月につくば市か
多床室８床のスペースを４床部屋に改修。一人当
たりの面積が広がり、
ゆとりある病室になりました。

ら移管されたものです。

Ｎｏ6

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、その道のプロとして質の高いサービスの提供をモットーに、患者さん達をサポー
トしています。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
をご紹介していきます。
当院は茨城県地域がんセンターの指定を受けており、治療はもちろん
お問い合わせ
のこと、がん患者さんのさまざまな不安やご相談に応えることも大切な
患者家族相談支援センター
役割です。今回は、がん体験者とのお話し会を運営する「ピアサポート
029-851-3511
（代）
つくば」と、働きながらがん治療を受けられている患者さんへの就労相
談を行っている社会保険労務士の方をご紹介します。

つくば市立病院は平成23年３月31日、老朽化等
を理由に休止となり、その後、病床の活用と周産期

医療体制充実を目指し筑波大学との連携のもと、院内助産システム「つくば市
バースセンター」が筑波大学附属病院内に整備されました。引き続きつくば市

働きながらがん治療を受けられている患者さんの
仕事に関する相談

は、未使用の病床を活用すべく、茨城県との連携のもと国の特例制度である
「複数の公的医療機関の再編統合」を活用し、急性期医療の中核的医療機関
である筑波メディカルセンター病院に病床40床を移管し、市内救急医療体制
の充実を図る取り組みを実施いたしました。
この取り組みの結果が４Ａ病棟
の開棟へと繋がりました。

働きながら治療を受けておられるがん患者さんは、治
療の開始からそれが一段落するまでの間に様々な課題
に直面されます。「会社にどう伝えたらよいか」「休職
したら収入はどうなるか」「仕事に戻るにはどうした
らよいか」「仕事に戻るか辞めるか迷っている」等々。
患者さん一人ひとり条件が違うので、何に悩んでおら
れるのか、どうされたいのかよくお聞きし、患者さん
と一緒に答えをみつけるよう努めています。

老朽化した設備の更新や、
スタッフの確保に約１年を要しましたが、つくば
南側のトイレはすべて個室。
車椅子で利用可。

市民、つくば市のご要望に充分お応えできる“明るい病棟”が出来上がったと
思っております。
スタッフ一同、移管病床の趣旨に添うべく、救急医療の充実に
邁進する所存です。皆様の暖かいエールを頂ければ幸甚に存じます。

開棟にあたり、スタッフや他職種と
「こんな病棟にした
い」
と意見を出しながら、患者さん・ご家族、職員の明る
い笑顔が飛びかう、そして看護師として誇りを持って働け
る病棟を目指しています。病棟の看護師は、小児から急
性期、一般病床、がんセンターと様々な経験をもつスタッ
フが集結し、若く個性あるメンバーです。
診療科の構成は総合診療科が中心で、特に高齢者の
多い病棟になります。患者さんへは専門性を持ったケア

がん体験者とのお話し会

の提供はもちろんですが、ユマニチュード技術である「見
る：親しみを込めた視線で」
「話しかける：ゆっくりと」
「触
れる：優しく声をかけながらそっと」
「立つ：自分の足で立
つことを支援」を取り入れられるよう、診療部、
リハビリス
タッフ等と一丸となって、取り組んでいきます。
最後に、４A病棟では、笑顔のあいさつで皆様をお迎
えしたいと思っております。

４A 病棟看護師長

仕事に関する相談窓口
参加費無料
予約優先

霞ヶ浦社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士 益子良市さん

ピアサポートつくば

立澤友子
中野潤子さん

山田陽子さん

谷貝薫子さん

がんと診断された患者さんやご家族の方々
が、がん体験者とおしゃべりをしたり、お話を
聞いたりする会を毎月第３木曜日の午後１時
30分から「つつまれサロン」で行っています。
がんと診断されて戸惑っている、治療中不安
で仕方がない、誰かに話を聞いてもらいたい
がん体験者とのお話し会
・第3木曜日
・午後1時30分〜3時30分
・
「つつまれサロン」 （1号棟4階） 参加費無料
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・第1木曜日
・午後1時〜4時
・患者家族相談支援センター
（外来棟2階）

伊東孝子さん

長岡恵利子さん

神田裕子さん

等々、時に笑いながら、時に涙してがん体験者
といっしょにお話ししませんか？担当するが
ん体験者は茨城県主催の養成講座を修了して
います。参加費無料、予約不要です。一度「つつ
まれサロン」をのぞいてみてくださいね。お待
ちしています。

予約不要

★おしゃべり会

★お話会

9/15、11/17、
1/19、3/16

8/18、10/20、
12/15、2/16
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代表理事就任にあたって
このたび中田義隆前代表理事の後を受けまして、新たに当法人の代表理事
に就任いたしました。図らずもこの大役をお引き受けすることになり、その責
任の重さに身体も気持ちも引き締まる思いです。
中田義隆先生は当法人に取りまして、創立以来の役員であり、あまりにも大
きな存在です。したがって、私が同じようにその役割を受け継ぐことは、なか
なか出来ませんが、病院をはじめとした法人の直営3事業（病院・健診・在宅）、
茨城県からの委託２事業（筑波剖検センター、つくば看護専門学校）の各事業
を着実に進め、その先頭に立つ覚悟であります。そして、当公益法人の使命「多
くの人たちの健康保持と増進を図るため、その人たちの価値観を尊重し、プロ
フェッショナルとして最善を尽くします」の達成に向けて、各事業が継続でき
る環境を作りたいと思います。
筑波メディカルセンター病院は、救命救急センター、地域がんセンターを有
する地域医療支援病院として、つくば市はじめこの地域の医療をしっかり支
えて、質を高めてゆく牽引車の役割を果たして参ります。
どうぞ地域のみなさんのご支援、ご鞭撻をこころからお願い申し上げます。

新任挨拶
2016年７月１日より赴任いたし
ました。
「 最良かつ安全な医療提
供」の理念の基、心臓血管外科疾
患の全般にわたり診療に従事い
たします。特に血管疾患を専門と
しており、各科の先生方と連携を
はかりながら勤めて参ります。ど
うぞよろしくお願い致します。

心臓血管外科 診療科長

「守谷市民健康ひろば」、
イオンタウン守谷の会場は満席。

佐藤藤夫

代表理事

志真泰夫

皆さまの地域で
出張講座を開催しています
当院では、疾病予防と治療、病院やかかりつけ医の
上手な利用の仕方などについて、
「病院たんけん隊」
やイーアスつくばで毎月開催している「市民健康講
座」でご案内してきました。
遠方からは参加しづらいとの声を反映して、
「市民
健康ひろば」を企画しました。2014年から病院スタッ
フが、つくばみらい市、常総市、守谷市に出向いて開
催しています。身近な会場で最先端の治療の講義、実
際の治療機器に触れたり、麻痺を体験する“おとなの
体験型健康教室”に参加できます。
３月５日の「守谷市民健康ひろば」には70人を超え
る申込みがありました。６月19日の「つくばみらい市
民健康ひろば」では、さまざま
な体験に好奇心いっぱいの
“76人のおとな”が楽しそうに
参加されていました。
これからも、皆さまがお住
まいの地域で出張講座を開催
していく予定です。
ぜひ、ご参加ください。

「つくばみらい市民健康ひろば」、
コミュニティセンターで開催。
リハビリスタッフと“麻痺体験”、脳外科医による血管内治療体験。
じくや

つくば市天久保１－３－１
TEL０２９－８５１－３５１１

〒305-8558
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