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誤嚥を起こしやすく肺炎など合併症の頻度も上

整形外科手術は、痛みをとる目的で、或いは起

がってしまいます。気持ちも沈んでしまいやすい

き上がったり歩いたりするなど、からだを動かす

このように骨転移診療では様々なことがらを専

ですし、全身状態がよくないと、がんの治療も積

ことを保つ目的で骨転移部を固定したり、骨転移

門的かつ総合的に考えていかなければなりませ

極的に行えなくなることもあります。ですから骨

部の病変を取り除く局所的根治術が行われます。

ん。さらに治療方針は、患者さんの希望、ご家族の

転移診療では、骨折や麻痺を生じないように最適

思いを中心に考えられるべきなので、十分患者さ

な治療をし、日常生活動作の工夫をして、患者さ

んやご家族と信頼関係を持ちお気持ちを聞かせて

んの活動性を保ち生活の質を維持することが重

（Skeletal related events : SRE）について
～よりよい骨転移診療のために～
リハビリテーション科
診療科長
さいとう

ひさこ

齊藤

久子

いただくことも大切だと思っています。

右大腿骨転子部骨折の髄内釘による固定術

要なのです。

骨転移と骨関連事象

そこで２年前から当院では、毎月多職種のス
病的骨折

タッフが集まってSREカンファレンスを開催して

SRE

きました。主治医は、患者さんのがん治療につい

SREとは、骨転移により生じる骨折・脊髄圧

て、整形外科医は骨転移の評価や手術適応、気をつ

迫・高カルシウム血症や、整形外科手術・放射線治

けるべき日常動作について、放射線治療科は放射

療など骨転移に起因する事象を指します。骨転移

線治療の適応について、緩和医療科は痛みの対応

を生じると骨がもろくなって骨が折れやすくな

や全身管理について、看護師・介護士は日常生活動

ります。軽い力がかかっただけでも、骨転移があ

作や患者さん・家族の希望・お気持ちについて、療

ると骨折を起こします。背骨は骨転移が生じやす

法士はリハビリの状況について、それぞれ報告し

溶骨性骨転移

い部位で、脊髄を圧迫すると痺れや麻痺を生じる

情報を共有した上で、最善の治療の目標・具体的な

ことがあります。骨が破壊されてカルシウムが血

方法を相談しています。

液中に流れ出るために血液中のカルシウムが高

はじめに

値になると便秘や吐き気、食欲不振などの症状が

２人に1人ががんになる時代です。また医学の

出ます。

毎回多職種のスタッフが集まって、
よりよい治療
のために活発に話し合っています。
骨転移診療における多職種連携

進歩でがんの予後がよくなり、がんは種類にもよ

骨転移の治療はどのようなものがあるのでしょ

りますが、月～年単位で付き合っていく病気にな

うか？骨破壊を抑える薬はSRE発生率を減少する

りました。がん患者さんの生活の質の維持・向上

効果があります。骨折しないよう日常生活動作で

を考えていく医療が求められています。

荷重がかかりにくい工夫を考え、コルセットなど

整形外科医師

補装具の着用や杖など歩行補助具の使用を検討す

放射線治療科医師

おわりに
主治医

骨転移

ることも重要です。
放射線治療は痛みをやわらげ、

骨転移は、がん細胞が血流にのって移動し、骨

麻痺・骨折の予防目的で選択されます。
照射により

緩和医療科医師

で増殖した状態のことです。がんの種類により

70-80％程度の患者さんで痛みがやわらぐ効果が

放射線科医師

頻度は10～70％と幅がありますが、乳がん・前立

ある一方、骨が硬く折れにくくなるのには３～６

腺がんでは70％と多くの方に生じます。

か月かかります。
また、
メタストロンという放射線

骨転移による痛み・骨折・麻痺のために寝たき

が出るお薬は、１回の注射で75％程度に痛みをや

りになってしまうこともあります。そのため、介

わらげる効果が得られます。これは、痛い箇所が

護してもらう必要が増え、体力・筋力が低下し、

沢山ある患者さんに有効な治療方法です。

肩から腰までが丸太になったつもりで、
ゆっくり捻らないで横を向きましょう。
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×

上半身だけ横を向こうとすると、から
だが捻れて腰椎に負担がかかります。

患者さんの希望？
痛み？
ご家族の状況？

医療福祉相談課

看護師
病棟
外来
訪問
薬剤師

今回は骨転移についてお話し、SREカンファ
レンスについて紹介させていただきました。骨
転移が生じても、少しでも痛みがやわらぎ、患
者さんが望む生活に近づける日々を送ること
ができますように、スタッフ一同さらに丁寧な

栄養士

診療を心がけ努力していきたいと考えており

理学療法士

ます。患者さん、ご家族と十分相談して方針を
決めていきたいので、どうぞ率直なご意見をス

リハビリテーション科医師
病状
（がん？骨転移？）

作業療法士

タッフにお話いただければと思います。

言語聴覚士

カンファレンスの様子

胸椎・腰椎に骨転移のある方の動作の工夫
寝返りは、からだを捻らないで
行いましょう。

SREカンファレンス

×

腹筋で前方に起き上がろうとすると
腰椎に負担がかかります。
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わ ざ

麻痺がある場合の着替えの技

技

お家でも役立つ病院の

着替えを行う際のポイント 〜麻痺のある場合〜
介護・医療支援部編

麻痺のある方の感覚が鈍くなる、
または全く感じないので肩の脱臼（急激に大きな力をかけたり、腕を後方
へ引っ張らない）や麻痺のある方にバランスを崩しやすいので転んだり、傷を作らないように注意しましょう。
ポイント
１

床ずれ予防の技

脱健着患で着替えましょう
麻痺のない方（健側）から脱いで、
麻痺のある方（患側）から着ます。

【脱ぐ】

床ずれ予防のためのポジショニングのポイント

１

４

ポジショニングの姿勢は30度横向きが目安です
床ずれの頻発部位である骨が
角張っている場所に圧がかかりにくい

お腹
筋肉
30度
せんこつ

仙骨部

背中

肩甲骨と骨 盤 に手を
置 いて寝 返り介 助を
すると、介助される方
も、介助する方も負担
なく行えます。

健 側 の 手で 前 後 の す
そを首の近くにまで手
繰り上げる

健側の手で後ろ襟を持っ
て前に引っ張り、首を抜く。
すそを持って前に引っ張る

健側の袖は、わき腹に
こすったり手を振った
りしながら脱ぐ

患 側 の 袖 は 、健 側 の
手で引いて脱ぐ

【着る】
１

２

３

４

健側

患側

腰の断面図

ポイント
２

３

健側

患側

いつも同じ所に圧力が持続的に加わらないように、寝返りなど自分で動くことが出来な
い方に対して、安全で安楽に感じる
「安定した」体位をポジショニングといいます。

ポイント
１

２

隙間に合った大きさのクッションを選びましょう
30度横向きになった姿勢でできるベッドとの隙間にクッション
を入れます。
特に体幹上部と骨盤部にそってクッションを入れてあげると姿

患側の手に袖を通す

袖をできるだけ肩の
方まで上げる

健側の袖を通し、後ろのす
そと襟をまとめて頭を通す

健側の手で襟や肩山、
すそや袖を整える

勢が崩れにくくなります。
2 〜 3 時間おきに姿勢を変えます。
その間は同一姿勢となるた
め身体の捻じれやあごが上がることで苦痛にならないよう、

ポイント
２

クッションや枕の高さを調整することが大切です。
クッションはビーズクッションなど形を変えやすいものがお勧めです。

少し大きめのサイズや伸縮性のある生地を選ぶと着替えがしやすくなります。

介護保険でレンタルできるポジショニング用クッションや専用マットレスもありますので、
ケアマネジャー

ボタンのかけはずしや袖通しなど自分でできるところはやってもらいましょう。

に相談しましょう。

リハビリにもなります。

しわのばしを忘れずにしましょう
姿勢を変えた後はパジャマやシーツがしわになりやすいので、床ずれ予防のためしわをのばしましょう。

丸型マジック

ベッド上で着替えを行う際は、前開きのものの方が着替えがしやすく、着る方も楽です。

ポイント
３
ポイント
３

パジャマはかぶりではなく前開きのものを

パジャマやシーツのしわはきちんと伸ばしましょう
しわを伸ばさず、
そのままにしておくと床ずれなどの皮膚障害の発生につながります。
しわをきちんと伸ばすことで
皮膚障害の予防とともに、着心地の良さにもなります。
背中、袖、
スボンの足元、腰（ゴムの部分）、
シーツなどのしわに注意しましょう。
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No.4

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
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

基本トレーニングを大切に、
スキルの向上を目指して

シミュレーション・らぼ

いくことが各チームの目標です。

を開設

今回は褥瘡対策チームをご紹介します。

褥瘡対策チーム

平成30年５月24日、
〝 シミュレーション・らぼ “ オープニングセレモニーが開かれました。
〝 シミュレーション・らぼ “ とは、
研修医、
医師、
看護師・コメディカルスタッフが随時トレーニング

★褥瘡って？

を行えるようにつくられた場所です。

★褥瘡対策チーム

この〝 シミュレーション・らぼ “ は、
「法人の若いスタッフの育成に役立ててほしい」
といただいた
寄付金を基 に開設されました。

「褥瘡（じょくそう）」
とは、身体のある部分に一定

当院の褥瘡対策は「発生予防」が主となっ

以上の圧力（体重などによる）が一定以上の時間か

ており、特に医療機器関連褥瘡（MDRPU）の

かって出来るキズのことです。俗に「床ずれ」
とも言

予防に力を入れています。
そのために、医師、

われます。一般には、痩せて骨が出っ張る部分に発

看護師、理学療法士、管理栄養士、薬剤師、介

生します。例えば 、お 尻 の 真 ん 中 の あ たり（ 仙 骨

護士など多職種からなる褥瘡対策部会のメ

部）、太ももの外側（転子部）、踵（かかと）などです。

ンバーが、
月に２回の褥瘡回診を行っていま

当院は救命救急センターやがんセンターがあり、

す。
また現場での日常の対策も、各病棟の褥

重症の患者さんが多数入院されます。そのため、さ

瘡対策メンバーが中心となり、体圧分散マッ

まざまな医療機器を長期間使用する場合も多く、ギ

トレスの使用や、体の適正な位置取り
（ポジ

プスやチューブ類などによる圧迫で小さな褥瘡が

ショニング）、使用している医療機器のケアな

出来てしまうことがあります。
これを医療機器関連

どを行い、褥瘡が出来ないように最大限の注

褥瘡（MDRPU）
といい、最近注目されています。

意を払っています。
褥瘡対策部会長
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〝 シミュレーション・らぼ “ は、
３室で構成されています。
シミュレーション室１は模擬病室です。乳児実習モデル、吸引・経管栄養モデル、採血・注射モデ
ルなどでトレーニングを積むことができます。
臨床現場に即した臨場感のある研修もできます。
シミュレーション室２はスキル研修室です。救命処置のできるシミュレーターや中心静脈穿刺ト
レーニングモデルを更新し、
新たに腰椎穿刺トレーニングモデルも設置しました。
シミュレーション室３は、
フリースペースとし、
講義形式で使用できるよう大型モニター２台、
テー
ブル付き椅子も設置しました。
職員一同、
基本スキルのトレーニングを重ね、
医療のプロフェッショナルとして皆様のお役に立て
るよう努めてまいります。

鈴木將玄
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新任挨拶

専門部長
循環器内科
文藏 優子

６月１日より専門部長を拝命
いたしました文藏優子です。
主に生理検査部門での循環器
内科基礎検査・治療補助、他診
療科のリスクマネジメントの
一助になれるよう今後も努め
て参ります。また、現代の高齢
化社会において地域で急増し
ている心不全診療に尽力させ
ていただく所存です。よろしく
お願いいたします。

院内暴力ストップ！
院内暴力ストップ
病院の安全を守ります。

６月１日より専門部長を拝命
いたしました。地域の呼吸器疾
患および肺癌診療の向上に貢
献できるよう努力してまいり
ます。今後ともよろしくお願い
申し上げます。

専門部長
呼吸器内科
栗島 浩一

未来の医療人へ
つくばメディカル塾
継続開催中！

安全で質の高い医療や看護を提供するためには、職
員が安心して安全に働ける環境が重要です。
しかし、近
年、暴言や暴行・セクハラといった院内暴力の被害を受

昨年開講したつくば市との共催イベント
「つくばメ
ディカル塾」
を継続開催しています。
この塾は、医療職

ける職員が増えています。
こうした迷惑行為を未然に防ぐため、また職員の規

を志す学生を増やしたいと、当院のプロフェッショナ

律を守るために、院内各所に「暴力防止ポスター」
と防

ルが、医療人の技を中高生に直接指導します。体験の

犯カメラを設置しています。

際に使用する器具や機械がホンモノであることも大

特に受付では、保険証や金銭の授受の確認、職員の

きな特長です。５月に開催した整形外科医師の指導

対応の確認に防犯カメラの映像を利用することがあり

による“縫合体験”には、過去最高の111人の応募があ

ます。

りました。６月には、高性能の超音波検査機器でから

病院の安全を守る取り組みにご理解をお願いいたし
ます。

だの中をみる体験をしました。
これからも興味ある企画がいっぱい！
中高生のみなさん
お待ちしています！

◆今後の予定◆
第３回 7月26日
（木） 君の手でいのちを救おう
−救命処置の技−
第４回

9月27日
（木） 看護の仕事やってみよう！
−点滴を受ける人の看護−

第５回 11月30日
（金） リハビリテーションの世界
第６回

1月24日
（木） 薬剤師のお仕事

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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