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緩和ケアセンター
役割は５つあり、①専門的緩和ケアの提供、
②教育・広報、③専門的緩和ケアのアクセス改善
（適切な緩和ケアの利用）、④相談支援、⑤地域連
携、を担います。
診断時から、がんの治療とともに必要なときに
緩和ケアを受けられるようにしていきます。
複雑化して分かりづらくなったがん治療の中

緩和ケアセンターを開設しました

ひさなが たかゆき

久永 貴之
緩和ケアセンタージェネラル
マネージャー 看護師長
こばやし

みき

小林 美喜

緩和ケアとは
緩和ケアは「重い病を抱える患者やその家族一
人一人の身体や心などの様々なつらさをやわら

として知られており、これまでに７名の日本緩和

宅など希望する場所で療養することができるよう

医療学会が認定する緩和医療専門医を育成して

になります。

きました。今後も緩和医療専門医の教育と育成を

おわりに

継続していきます。

これらの活動を通して、緩和ケアセンターはこ
るように尽力してまいります。診断や治療時から、

「どのように緩和ケアにかかったら良いのか分

体の症状、
不安・心配なことなど、
何かお困りのこと

していきます。

からない？」という声をいただくことがありまし

がありましたら、お気軽に患者家族相談支援セン

5つの役割

た。外来受診や緩和ケア病棟の入院の目安や手順

ターまでお声かけください、緩和ケアセンターを

をわかりやすく示していきます。

中心に病院全体でサポートさせていただきます。

①専門的緩和ケアの提供
緩和医療外来や緩和ケア病棟で専門的緩和ケ

これまで緩和ケア病棟や緩和医療外来は地域

アが必要な患者さんやご家族へ質の高い緩和ケ

で不足し、外来受診や入院までに時間を要するこ

アを提供します。

とが多くありました。入院ベッドが専門的緩和ケ

あなたの病室にチームが伺います

緩和ケア支援チーム、緩和医療外来、がん看護

アを必要とする患者さんへ提供できるように、状

専門看護師・緩和ケア認定看護師による外来看護

況（症状や病状、必要な薬剤、介護力など）に応じ

の支援強化などを通じて、がん治療と並行した質

て適切な療養場所について相談し退院や転院に

の高い緩和ケアを提供します。また納得してがん

向けて支援いたします。一方で専門的緩和ケアを

治療を受けるための意思決定の支援、質の高い基

必要とするより多くの患者さんがなるべく速や

本的緩和ケアが提供できるように院内の医療

かに受診・入院できるようにしていきます。少し

チーム（他の診療科や病棟）を支援します 。

ずつ待機期間を短縮できるように努力してまい
りますので、ご理解をお願いします。

緩和ケアのレベル

④相談支援
患者さんやご家族等からの緩和ケアの相談に
対し専門的で適切なアドバイスを行います。ご相
談をいただく場合には、患者家族相談支援セン
タ ー ・ が ん 相 談 支 援 セ ン タ ー（ ☎ 直 通
029-858-5377）
で受け付けています。

た、緩和ケアを受けることによって症状や不安

基本的緩和ケア
【一般病棟や外来、
地域医療】
基本的緩和ケア研修を受けた上で
全ての医療従事者が提供する緩和ケア
がん疼痛をはじめとする諸症状の基本的対処、
基本的コミュニケーション技術、
多職種間の連携

が和らぎ、結果として予後が延長することが分
かってきています。
2017年７月、当院ではより円滑に緩和ケアを
提供する体制を整えるため、緩和ケアセンター
を開設しました。緩和ケアセンターは、緩和ケア
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きるように支援します。それにより患者さんが自

利用）

えていくケア」とされています。つまり病気の時

②市民への広報と医療者の教育

部門等の緩和ケアを統括する院内拠点であり、が

いまだ緩和ケアに関しては「最期の時期に受け

ん患者さんやご家族が、病気の時期や療養場所

るもの」、
「緩和ケア病棟やホスピスでしか受ける

に関わらず適切な緩和ケアを受けることができ

ことができないもの」といった誤解があります。

るように支援するためのものです。

そのため、診断時からがん医療とともに外来や自

がん以外の病気をお持ちの患者さんに対して

当院は国内でも有数の緩和ケア認定研修施設

支援していきます。地域全体として緩和ケアが適

専門的緩和ケア

支援チーム、緩和医療外来、緩和ケア病棟、在宅

えることで、地域の中で適切な緩和ケアを継続で

の教育を行います。

れからも地域で質の高い緩和ケアが提供していけ

【緩和ケア病棟、
緩和ケア支援チーム、
緩和医療外来】
対処が困難な症状や複雑な支援社会的問題や背景を抱える
患者と家族に対して専門的知識や技術をもって多職種チーム
で対応する緩和ケア

ることを支えるケアということになります。ま

地域の医療機関との連携を行い、相談体制を整

③緩和ケアへのアクセス改善（適切な緩和ケアの

げ、より豊かな人生を送ることができるように支
期にかかわらずいつでも受けることができ、生き

できるように、院内や院外の医療者へ知識や技術

⑤地域連携

で、適切な治療や療養場所を選んでいけるように
正により多くの人に利用していただけるように

緩和ケアセンター長
／緩和医療科 診療科長

質の高い基本的な緩和ケアがどこででも提供

宅など、どこででも緩和ケアが受けられること、

も、緩和ケア支援チームとして主治医と連携し

またそのメリットを市民の皆様に広報していき

緩和ケアを提供していきます。

ます。

患者家族相談支援センターでは
療養の場や方法のご相談もお受けします

緩和ケアセンター
がん患者とその家族が、病期や療養場所に関わらず適切な緩和ケアを受けることができるように支援する

専門的緩和ケアの提供

教育・広報

緩和医療外来
がん看護相談・専門外来支援
緩和ケア病棟・緩和ケア病床
緩和ケア支援チーム

基本的緩和ケア教育
専門的緩和ケア教育
市民・医療者への普及・啓発

緩和ケアへのアクセス改善
（適切な緩和ケア利用）

相談支援

苦痛のスクリーニング
がん看護リンクナースの連携

患者・家族からの相談
相談支援センターとの連携

地域連携
地域医療機関との連携
地域緩和ケアカンファレンス
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No.1

一人ひとりの患者さんに対し、
関係する専門職が集まり、
チームと
して治療やケアに当たることをチーム医療と言います。
医師や看護
師のほかに、
さまざまな職種が連携して、
情報を共有し意見を交換し

チーム医療

ます。多くの専門職が関わることで、より良い治療やケアだけでな
く、
安全な医療の提供にもつながります。
また、
患者さんやご家族に

中高生に大人気！

つくばメディカル塾

とっても治療やケアの選択肢が増え、
相談もしやすくなります。
私たちは、患者さんやご家族もチーム医療の一員と考えていま
す。より良い治療やケア、そして早期退院を目指して協力し合って
いくことが各チームの目標です。
初回は昨年活動を始めた認知症ケアチームをご紹介します。

今年度からつくば市と共催し、医療に関心の
ある中高生を対象に
「つくばメディカル塾」
を開
講しました。
ターミナルビル
「BiViつくば」
にある
「交流サロ
ン」
で、7月24日に第2回「検査になくてはならない医

認知症ケアチーム

チームリーダー 総合診療科 廣瀬由美

管や臓器を観察したりしました。

療機器−超音波でからだの中を見てみると−」、9月

第3回では、実際の病理組織標本をデジタル画像

28日に第3回「病理標本を観察して病気を診断する

化しパソコンで観察する“バーチャルスライド”を使っ

−君は見分けられるか、がん細胞の顔つき−」を開

て、がん細胞を見分ける診断トレーニングを行いま

催しました。

した。

第２回では、臨床検査技師と共に超音波でブラッ

各回とも、はじめのうちは慣れない操作や見慣れ

クボックスの中身をあてたり、実際の機器に触れ血

ない画像に緊張していましたが、徐々にこつをつか
み、最後には、
きれいに臓器を映し出すことや、がん

認知症と入院

認知症ケアチームの活動

細胞を的確に指摘できるまでになった学生さん達が
多くいました。中高生の熱いまなざしと吸収の速さ

超高齢社会となり認知症高齢者数は増加してお
り、
2012年には65歳以上の15%が認知症、
今後さら
に増加し2025年には20%に達すると見込まれてい

当院では昨年度より、
『 認知症ケアチーム』の

に指導した医師や技師達も大いに驚いていました。

活動を開始しました。

つくばメディカル塾が、将来の職業を決めるきっ

活動の目的は、
認知症の患者さんが、
『治療、
回

かけや目標達成のための活力になってもらえればと

復、退院、社会復帰を円滑に推進すること』
です。

思います。今後も様々な分野の企画を開催していく

病棟でのケアの方法や、薬剤使用などに関して、

予定です。
皆さんの参加をお待ちし

り、
環境の変化もあり、
興奮や混乱を生じることがあ

病棟スタッフと相談しながら、
より安心して入院

ています！
！

ります。
これをせん妄と言います。認知症の方だけ

生活を過ごしていただけるように活動していま

に起こるわけではありませんが、
認知症がある方で

す。
ケアや対応の方法によりせん妄が減少するこ

は起こりやすく、時には混乱により入院継続が困難

とが多くの研究により分かっています。活動の成

になることもあります。
多くの医療者は、
入院生活を

果によるものと思われますが、当院ではせん妄

安全に送れるよう環境に配慮しながら対応してい

に対する薬剤使用量が減少してきており、
今後も

ます。

ケアの質の向上を目指していきたいと思います。

ます。
入院すると点滴や酸素などの医療器具がつなが

これからの企画はこちら →

医療安全活動報告会

が開催されました

９月 26 日
（火）筑波メディカルセンター医療安全活動報告会が開催されました。
この活動報告会では、各
部門が日々取り組んでいる医療安全対策に関する活動を発表し、職員同士で医療安全に対する知識の統一
を図り、情報共有することができる大切な場となっています。今回は 5 演題から、看護部
（小児病棟）の活動
「小児病棟における輸液ポンプ転倒事故防止に向けた取り組み」が優秀
賞と合同委員会賞のダブル受賞に輝きました。
これからも患者さんや利
でまいります。

毎週火曜日 15時30分〜チーム回診を行っています。
多職種（医師、看護師、薬剤師、医療ソーシャルワーカー、
リハビリテーション療法士、事務員）
で構成されています。

発表プログラム

〜浴室をきれいに保つために〜

介護・医療支援部門 ４S 病棟

小児病棟における輸液ポンプ転倒事故防
止に向けた取り組み

看護部門 小児病棟

研修医フォーラムにおける医療安全活動

診療部門 臨床研修科

小型シリンジポンプ（TE-361 PCA）これ
までの経過と更新後の検証について

医療機器 / 材料ユニット
診療技術部門 臨床工学科

停電に備えるための停電〜医療安全の
基礎としての電気設備点検〜

事務部門 施設管理課

この 高さが
押しやすいよ！

用者の皆さんに安全・安心な医療を提供するために、全職員で取り組ん

患者満足度調査の意義
〜患者さんの期待に応えるサービスを提供するために〜
広聴部会

山口浩史

病院が実施する患者満足度調査は単に患者さんの満足を確認するだけでなく、業務改善と患者さんに
合ったサービス提供のために行われなければなりません。今回、2015年と2016年に当院で実施した患者満
足度調査の内容と結果を報告いたします。
質問内容: 診療内容・診療体制・病室環境・医療費用・満足度に関する20項目。
各問に5段階評価で答えて頂きました。
解析方法: (1) 患者さんの属性を加えて項目間の比較を行いました。
(2)共分散構造分析法を用いて患者満足度に各要因がどのように関連しているかを分析しました 。
結果と解釈: 回答数は、
2015年が371件、
2016年が813件でした。
結果から以下の点が指摘されています。

（1）診療内容と医療看護連携や看護介護連携、放射線･薬剤･リハビリ･検査を受け持つ技
師を含めたチーム医療が高く評価されました。
とくに、患者さんからは「相談しやすい」
と
評価されました。但し、検査や手術・医療面談の際に生じる「待ち時間」に対し改善を求
める評価が見られました。
（2）病室環境や病院食・医療機器は、病院として当たり前の要件であると評価されました。
2015 年秋に運用が開始された 3 号棟に対する評価は、開棟後にプラスの評価を頂きま
したが、特別な設備としてではなく当然の設備として評価されたと解釈できます。

さくらひろば
（３号棟１階）
で、
色々な気持ちを表す妖精
（ゴブリン）
『あふれる気持ちゴブリン展』
を開催中です。
アーティストの小中大地さん
（ゴブリン博士）
と、
病院職員、
筑波大芸術分野の学生が作りました。
７月５日
（水）
には患者さんや来院者の皆さんにも、
ゴブリン博士と一緒に思い思いの“気持ちゴブリン”を作っ
ていただき、
色々な気持ちがたくさん増えました。
ユニークな表情をしている“ゴブリン”たちをご覧ください。

（3）近隣医療機関から紹介された患者さんは、そうでない患者さんと比較して満足度が低く
評価される傾向でした。紹介患者さんは当院に対する入院前の期待度が高いためと考

感想ノートからのご紹介

、
が沢山いて
いゴブリン
愛
可
い
も
ら
て
と
せても
ながら見さ
ほっこりし
ん…流石
生
野の学 さ
分
術
美
。
た
まし
です☆
とてもか
の気持ちが
」
！
っ
お
「
特に
持ちが増
と沢山の気
っ
も
、
て
く
わい
ですね♡
えるといい

えられました。
さらなる努力が必要です。
（4）その他 : i) プライバシーは、療養環境などの設備面での評価は高いのですが診療面で
の評価には改善の必要性が指摘されました。ii) 入院動機別に関しては、緊急入院と定時
入院に満足度の差はありませんでした。iii) 年齢に関しては、高齢者より若年者に満足度
の低い傾向が見られました。iv) 男女差・居住地に関しては､各要因と満足度に差は認め
ませんでした。

患者満足度調査は、
これまで患者さんの声を病院運営に取り入れるために行われてきましたが、その結

入 院 し て 1ヶ 月
半です。
病院内の展示壁
面、楽し
くみてます。少
しずつい
ろいろなゴブリ
ンとコメ
ントが増えてい
くのも楽
しいです。

果を有効に活用している事例は多くありません。最近では、患者満足度よりも患者さんが受診して得た経験
果を有効に活用している事例は多くありません。
コンビニ業界や携帯電話業界などでもこの
知を病院の経営に生かす試みが行われるようになっています。
ような活動が盛んに行われており、共創 (Co-creation) と呼ばれていま す。今後、医療業界でも定期的な患
者満足度調査と患者さんや地域住民が病院の経営に参画・協働することで、患者さん中心の病院運営を進
めていくことができると思います。
今回の調査結果を勘案し、当院の利用前から患者さんの希望を伺い対応することで、
より高い満足を感じ
て頂けるよう診療内容、体制、そして療養環境の改善に生かしてゆきたいと思います。

6

ス テ キ。い ろ い ろ な
気持ちがあるね！元
気になる。私も今度、
参加したい！

ありがとう
。げんき
がでました
。

7

70歳以上の方の高額療養費の上限額が変わりました
全ての方が安心して医療を受けられる社会を維持するために、
高齢者と若者の間での世
代間公平が図られるよう、
厚生労働省による高額療養費制度の見直しが行われました。
平成29年8月

70歳以上の方の自己負担の上限額（月額）
年収の目安

約370万円から

適用
区分

窓口
割合

現役
並み

3割

約156万円から
約370万円まで

一般

住民税非課税世帯

Ⅱ

住民税非課税世帯
（年金収入80万円以下など）

2割
または
1割

外来+入院

外来
（個人ごと）

（世帯ごと）

44,400円
↓
57,600円
12,000円
↓
14,000円
年間上限
144,000円

80,100円
+（医療費-267,000円）×1％
<多数回44,400円※1 >
44,400円
↓
57,600円
<多数回44,400円※1 >
24,600円

8,000円
Ⅰ

15,000円

※1.直近12か月に同一の保険証で3月以上、上限額に達した場合、4月目
（4回目）
から上限額が44,400円に下がります。

70歳以上の方は、限度額適用認定証の手続きは不要
です。お持ちいただいている保険証と高齢受給者証を
医療機関に提示することで、医療機関で支払う医療費
が自己負担限度額までとなります。
住民税非課税の方は、限度額適用・標準負担額減額
認定証の手続きをし、医療機関に提示することで窓口
でのお支払いの自己負担限度額が軽減されます。
申請手続き等の詳細については、加入されている健
康保険の窓口にお問い合わせください。

高額療養費制度とは
同一月
（1日から月末まで）に医療
機関で支払った医療費が高額に
なった場合、
自己負担限度額を超
えた額が申請により払い戻される
制度です。
自己負担限度額は年齢
および所得に応じて設定されてい
ます。

窓口
健康保険組合、全国健康保険協会、共済組合、国民健康保険組合にご
加入の方⇒ご加入の組合や協会まで
国民健康保険にご加入の方⇒お住まいの市区町村窓口まで
後期高齢者医療制度の方⇒各都道府県の後期高齢者医療広域連合まで

じくや

つくば市天久保１－３－１
TEL０２９－８５１－３５１１

〒305-8558

ともあき
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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。

