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る細胞障害性抗がん剤と呼ばれるがん細胞の分

が必要です。当院では看護師や薬剤師など多職種

年4月からはキイトルーダ®という薬剤も使用でき

裂を抑えたり、がん細胞を破壊したりする薬剤を

で連携して、さまざまな方面からこれらの副作用

るようになりました。この薬は、がん細胞にPD-L1

使用します。がん細胞だけでなく正常な細胞もあ

に対処しています。

がどのくらい含まれるかによって治療効果が変

る程度影響を受けるため、悪心、嘔吐、脱毛、しび

なお、分子標的治療薬の効果が無くなった場合

れ、白血球減少、貧血、血小板減少、肝機能や腎機

でも、細胞障害性抗がん剤を使用すると効果が見

を調べることで、この薬剤の効果が予測できます。

能の障害等の副作用に注意が必要です。最近はこ

られる場合があることも明らかになっています。

一方で、これらの薬剤では、これまでの抗がん剤で

わってきます。そのため、治療前にPD-L1の割合

れらの副作用の一部を軽減する薬剤が開発され、
以前と比べると安心して治療を受けられるよう

最近の肺がん治療

になりました。

は見られなかった、免疫反応を介したさまざまな
副作用が出ることも明らかになっています。薬剤

新しい抗がん剤（免疫チェックポイント阻害薬）

投与中に起きるインフュージョン・リアクション

さらに、最近注目を集めている薬剤が、免疫

と呼ばれる過敏反応や甲状腺炎、甲状腺機能低下、

チェックポイント阻害薬です。我が国では、2015

間質性肺炎、大腸炎や特殊な糖尿病の発症にも注

年12月からオブジーボ®という薬剤が、非小細胞

意が必要です。

肺がんに使用できるようになりました。当初、非

呼吸器内科
いいじま

診療科長

常に高額な薬価がメディアにも取り上げられ話

ひろあき

飯島 弘晃

はじめに
今回は、最近の肺がんの薬物療法について説明

おわりに

題になりましたので、ご存知の方もいらっしゃる

当院では気管支内視鏡に加えてX線透視や超音波を
組み合わることで、検査の正診率向上に努めています

かもしれません。この薬剤は、体内の免疫細胞が

以上、簡単ですが、最近の肺がん薬物療法につい

作るPD-1という物質と、がん細胞が免疫細胞か

て説明しました。
実際の治療にあたっては、
年齢、
体

ら攻撃されないように作るPD-L1という物質が

力、合併症やライフスタイルなど考慮したうえで、

結合するのを阻害する薬剤です。このPD-1と

患者さん、ご家族と十分に相談しながら、治療計画

PD-L1の結合を阻害すると、免疫細胞ががん細胞

を立てていきます。
何かご不明な点や気になる点が

を攻撃することができるようになります。2017

ございましたら遠慮なく担当医にご相談下さい。

していきます。
近年、肺がんの薬物療法は著しく進歩してお

確実にがん細胞を採
取できたかをその場
で細胞検査士が確認
しています

り、日々刻々と新しい知見や臨床試験の結果が公
表されています。そして、どのような薬物療法が

肺がんの薬物療法
細胞障害性抗がん剤

優れているかといった判断ができる証拠のこと

分子標的治療薬

免疫チェックポイント阻害薬

をエビデンスと言い、これをもとに標準的な治
療法が確立されます。

がん細胞の分裂を抑えたり、がん
細胞を破壊します。
正常な細胞も影響を受けます。

我 が 国 に お い て は 、日 本 肺 癌 学 会 が 中 心 と
なって、膨大なエビデンスをまとめ肺癌診療ガ

次に、非小細胞肺がんです。このタイプは治療
法が複雑です。特に、腺がんと呼ばれるがん細胞

もとより、国内のほとんどの病院はこの診療ガ

は特殊な遺伝子の特徴をもっていることが多く、

イドラインをもとに治療を行っています。

その遺伝子のタイプに的を絞った薬剤が使用で

治療薬

2

ます。さらに今後も新しい分子に対する薬剤が使
えるようになる見通しです。分子標的薬は細胞障

と非小細胞肺がんに分けることから始まりま

害性抗がん剤と比べると副作用が少ないのです

す。小細胞肺がんは肺がんの約20%程度の方にみ

が、皮疹、下痢、爪囲炎などのほか、薬剤が原因で

られます。このタイプの肺がんには、従来からあ

起こる間質性肺炎や肝障害などに対しても注意

ＰＤ-1

免疫細胞が
攻撃できない
免疫細胞

がんの増殖に関わっている
分子を標的に攻撃します。

る分子に対してそれぞれ内服の薬剤が使用でき

なっていますが、最初に、肺がんを小細胞肺がん

ＰＤ-Ｌ1

まいった
免疫細胞

ん細胞
がん細胞

いいます。現時点でEGFR、ALK、ROS1と呼ばれ

ガイドラインの治療選択の分岐は年々複雑に

攻撃できない
だろう

がん細胞

きるようになりました。これを分子標的治療薬と

肺がん組織型分類と治療

がん細胞

増殖を命令する
スイッチ
増殖させる
信号

せん

イドラインとして逐次公表しています。当院は

治療薬
薬

免疫チェックポイント
免
疫チ
阻害薬

がん細胞

正常細胞

免疫細胞が攻撃を再開
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病院機能評価を受審して
病院機能評価プロジェクト 石原弘子

★「病院機能評価」
とは
第三者機関が中立的・科学的・専門的な見地から病院の診療
の評価を行うツールです。当院は2017年11月に６名の評価
者を迎え受審しました。５年前の課題に取り組み、前回を上
回る高評価で2018年３月に認定更新できました。

★受審する意義とは
地域の人々が適切で質の高い医療を安心して享受できてい
ることを検証するためです。
そして、課題に対して病院が改善
に取り組むことで医療の質向上を図り、職員が一同に目的を
明確にして共有することにあります。

★結果は
89項目中、S：10個（秀でている）、A：72個（適切に行われてい
る）、B：７個（一定の水準に達している）、C：なし
（一定の水準
に達しているとはいえない）。ほぼS・A評価でした。評価のカ
テゴリーは、
「 患者中心の医療」
「 質と安全の確保、チーム医
療」
「良質な医療を構成する機能」
「理念達成への組織運営」
です。

★どんな評価（報告書から一部抜粋）
「特に優れた点として、地域への情報発信と連携機能が
より強化され、地域住民、関係団体、行政などのニーズ
を把握し、
その結果高い信頼を得られていること。
また、
入退院サポートステーションの設置により、入院決定か
ら退院支援まで多職種で関わることで、患者・家族の不
安軽減と安心に力を発揮していることや急性期リハビ
リテーション機能なども高く評価できる。」
と評価されま
した。

を開発

食事を“おいしく安全に”の願いをこめて
食べる・飲むがうまくできない方のための“食事をおいし
く安全にとれる”スプーン「ごくリープ」を紹介します。名前

ボールで口の中のマッサージ
ができます

の由来は、
『ごっくん、
ごくり』出来るスプーン！
摂取
少量の食事でもむせる方に対して、
『安全に一口量を摂取
療大
すること、口のリハビリ』を目標に掲げて、茨城県立医療大

口の開き方、
舌の長さなどが測れます

協力
学と、筑波メディカルセンター病院摂食嚥下チームが協力
して開発しました。
ごくリープの3つの特徴は、

★今後は

目盛りがあり、食べ物や水分の量が測れる。

努力を重ね、職員一同チー
ムで継続的・日常的に改善
活動を進めていきたいと
思います。

食べ物を取り込む時に、
くちびるや舌が最適に動くよう
設計されている。

目盛りがあり量が測れます

柄についているボールを使用し口腔内のマッサージができる。
「食べること」、実はとても繊細なお口の機能なのです。
ご利用の際には、言語聴覚士や看護師が効果的な使い方をお伝えし
ます。いつでも、皆さまのそばに医療者がいます。
摂食・嚥下障害看護認定看護師

外塚

食べる時に最適な
口の動きを引き出す
「ごくリープ」

恵理子

がん体験者とのお話し会
病院側とピアサポートつくばの話し合い

「がんの治療中だが、
とにかく不安で仕方ない」

急な雨！駐車場までどうしよう？

「家族ががんと言われたけど、
どう接して良いか分から
ない」

貸し出し用の傘を備えました

がんと診断された患者さんやご家族が抱える不安や悩

４月１日、臨床研修医9人、看護師59人をは

みは様々です。
そんな思いに寄り添いサポートする「がん体験者との
お話し会」があります。
定期的に「ピアサポートつくば」
と、当院の関係職員が
集まり、改善点や問題点を話し合っています。活動上の
相談窓口は患者家族相談支援センターが行い、日々の
活動で生じる要望や相談活動をサポートしています。
こ
れからも連携をとりながら、
よりよい環境と体制で運営

つつまれサロンでお茶
を 飲 み な が ら 、ゆ っ た
りとした雰囲気の中で
開催しています

受診やお見舞いの帰りに、急な雨に降られ

じめ、90人の新入職員が公益財団法人筑波

て、お困りの方を見かけます。

メディカルセンターに入職しました。

駐車場まで自由にお使いいただけるよう、

１週間にわたり法人主催のオリエンテー

貸出し傘を病院入口、総合案内、立体駐車

ションを受講した後、所属部門での研修を

場（１階）に備えました。柔らかい色合いの

受けます。社会人としてスタートしたばかり

アイボリーの地に筑波メディカルセンター

で、
ドキドキではありますが、医療職として

カラーの青色でロゴマークが入っています。

高い志を持つフレッシュマンです。
配属先では、必ず先輩職員が付いて、指導

できように“お話し会”をバックアップしていきます。

を行いますので、
よろしくお願いします。

【がん体験者とのお話し会※】
毎月第3木曜日 午後1時30分〜3時30分
会場 『つつまれサロン』
（1号棟4階）
参加費無料、予約不要

よろしく
お願いします！

※同じ体験をした仲間（ピアサポーター）が、患者さん
やご家族の体験を分かち合い、共に考え、病気に対し
て少しでも前向きになれるようにお手伝いします。

No.3

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

平成30年4月1日から

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

制度改定により患者さんの負担が変わります

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
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

◎入院時の食事療養費

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

入院時の食事の患者負担額が変わります

いくことが各チームの目標です。

国の規定により、平成30年4月1日から入院時の食事代が、1食あたり360円⇒460円
へ変更になりました。

今回は摂食嚥下チームをご紹介します。

一般（住民税課税世帯）の方が対象であり、住民税非課税世帯、指定難病、小児慢性特定疾病の患
者の方などの負担額は据え置かれます。
※お問い合わせは、現在加入されている医療保険の保険者（健康保険組合、全国健康保険協会、
市町村（国民健康保険、後期高齢者医療制度）、国民健康保険組合、共済組合）まで。

摂食嚥下チーム

◎選定療養費（他の医療機関から紹介状なしに受診する場合、負担する金額）
「摂食嚥下障害」聞きなれない言葉でしょうか。
何らかの原因で「食事が食べられない」方に、嚥下
に関する筋肉（舌・喉）、を鍛える訓練（間接訓練）
と
安全に食事を召し上がる工夫（直接訓練）を検討す
るチームです。呼吸器専門の医師と、
リハビリを支
援してくれる言語聴覚士、お薬を飲みやすくする工
夫を検討する薬剤師、食べやすい食事の工夫を検
持つ看護師でチームを組んでいます。

ご自身の身体のちょっとした変化に、心当
たりはありませんか？
「食事中にむせる」
「大きな錠剤がのみにく
くなった」
「自分の唾液で咳き込む」
等々・
・
・。

初診

討する管理栄養士と、摂食・嚥下障害看護の資格を

「アプローチ」
を
ご覧になっている皆様

当院は、紹介患者さんの診療を主体とする
『地域医療支援病院』
です。
平成 30 年４月の健康保険法改正により、400 床以上の地域医療支援病院では一
定額以上の金額をご負担いただくことが義務化されました。
これに基づき、当院でも初診時及び再診時の選定療養費を下表のとおり徴収
させていただきます。

誤嚥性肺炎は死亡原因の
『第3位』
です。

5,400円（税込）

小児科も徴収の対象となります。

紹介状なしで受診した場合

休日・夜間は地域の小児科受診が困難
であるため、救急小児科は対象外とさ
せていただきます。

健康寿命を守るためにも、
日ごろからご自
ましょう。
おいしく安全に食事を召し上がっていただ
けますように。

再診

身の嚥下に関する筋肉（舌・喉）
を鍛えていき

2,700円（税込）
症状が安定し、他の医療機関へ文書
による紹介を行う旨の申し出を行った
にもかかわらず、当院を受診した場合

受付時にお申し出ください。下記の場合は、初診時の選定療養費の負担はございません。
① 紹介状をお持ちの方
② 当院の予約票をお持ちの方・再診の方
③ 救急搬送された方
④ 労働災害、公務災害、交通事故の方
⑤ 重度丸福をお持ちの方
⑥ 生活保護の方
⑦ 低所得者の方（非課税証明書が必要です）
⑧ 厚生労働大臣の定める特定疾病を主病とする方
⑨ 救急小児科を受診される方
毎月第1・3水曜日の午前中に、
病棟で活動しています
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新任挨拶

診療部長
呼吸器外科
酒井 光昭

救急診療科
診療科長
新井 晶子

4月1日より診療部長を拝命し
医療安全・感染管理統括者とな
りました。医療安全は社会の希
求です。高度急性期医療とがん
医療に高い安全性を確保する
ため、組織横断的に仕事をする
のが私の役目です。引き続き呼
吸器外科の診療科長も兼務し
ます。よろしくお願いします。

4月1日に赴任いたしました。専
門は不整脈に対する治療です。
筑波メディカルセンターはす
でに有数の急性期循環器病治
療施設として有名ですが、今後
は不整脈に対する治療にも力
を注いで行きたいと思います。
個人的には健康増進センター
ACTで頑張りたいとも思ってお
ります。よろしくお願いいたし
ます。

専門部長
循環器内科
野上 昭彦

開催案内−つくばメディカル塾−

4月1日より診療科長を拝命し
ました。当院では、救命救急セ
ンターとして救急医療を提供
するだけでなく、ドクターカー
での病院前診療や災害医療に
も力をいれております。周辺の
医療機関はもちろんのこと、院
内の各診療科や多職種と連携
し、地域に根ざした良質の医療
を提供できるよう頑張って参
ります。

5/31（木）外科の基本 針と糸を使うテクニック
−これができれば血管も縫える！−
参加無料
【時間】 18：30 〜 20：00

申込受付中！
学生（中学生以上）
5/15
（火）
まで
【定員】 30 名
（定員超えは抽選）
【場所】 つくば総合インフォメーションセンター
（交流サロン）
【申込先】
「いばらき電子申請・届出サービス つくば市」
【対象】

QR コードからも入れます！

次回開催
6/21
（木）検査になくてはならない医療機器
−超音波でからだの中を見てみると−

公益財団法人2017年度寄付受入報告

法人管理本部

総務部総務課

病院をはじめ5事業からなる公益財団法人筑波メディカルセンターへ、昨
年度は約600万円の篤志をいただきました。患者さんやご家族から頂戴し
ました篤志に心より厚く御礼申し上げます。
今後も地域社会と連携・協働し、患者さん中心の医療を実践して参ります。
地域のみなさまからのますますのご支援をよろしくお願い申し上げます。
一般寄付金

6,301,100円

金券寄付
物品寄付

64,000円
¥100,000円 相当

紡ぎの庭寄付金
募金
個人
賛助企業 27件

69,252円
20,000円
610,000円

賛助企業

株式会社常陽銀行 土浦支店
茨城リネンサプライ株式会社
（株）ツクバ計画
中山商事株式会社
サン商事㈱ (ダスキンつくば南支店)
株式会社ダスキンヘルスケア
㈱筑波学園環境整備
株式会社星医療酸器
エ−ス産業㈱
株式会社オヅ商会
近鉄ビルサービス㈱
株式会社筑波サービス
オークラフロンティア ホテルつくば 高橋興業株式会社
エームサービス株式会社
株式会社梶本
株式会社トヨタレンタリース茨城
株式会社日東
エアロファシリティー株式会社
株式会社東日本メディカル
株式会社アインファーマシーズ 北関東支店
株式会社フジタ
株式会社日立産機システム筑波サービスステーション
沼尻産業株式会社
他、掲載辞退

3社

（順不同）
じくや

つくば市天久保１－３－１
TEL０２９－８５１－３５１１

〒305-8558

ともあき

発行人 病院長
軸屋 智昭
発行日 2018年４月佳日
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。

