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ドクター のリレー講座
東日本大震災では、発災当日に茨城県のDMAT

し、被災状況や医療需要の調査を行い、浸水孤立し

参 集 拠 点 と し て 活 動 し 、全 国 か ら 参 集 し た

て病院機能が維持困難な水海道の2病院からの病

1995年阪神・淡路大震災の際、急性期災害医療

DMAT30チームの活動調整を行いました。ライ

院避難を行うこととなりました。

体制の不備が指摘され、通常の救急医療レベルの

フラインの途絶により機能維持が困難になった

翌日関東DMAT（約40チーム）が当院と西南医

医療が提供されていれば救命できたと考えられ

２病院へ全国DMATを派遣し、翌日までに入院患

療センターに参集し、自衛隊、消防による水路搬送

る「避けられた災害死」が500名存在した可能性が

者の転院搬送（病院避難）の調整を行い、当院の

が行われ、救急車、DMAT車、ドクターヘリの近隣

あったと報告されています。この反省を基に3つ

DMATも、北茨城市内の被災した病院の転院搬送

病院への搬送が行われました。搬出搬送は夜を徹

活動を実施しました。

して行われ、入院患者約160名全員の病院避難を

た際に行われる、災害時の急性期～慢性期医療の
ことを指します。

災害医療

イーミス

のしくみ「災害拠点病院、EMIS（広域災害救急医
ディーマット

療情報システム）、DMAT（災害派遣医療チーム）」

茨城県災害医療コーディネーター
統括DMAT隊員
診療部長 救急診療科
あたけ

しげる

阿竹

茂

無事に行うことができました。

が構築されました。

この２つの大きな災害医療の活動経験から、そ
の後の災害時に起こることを予測して備えること
が出来るようになりました。

災害拠点病院とDMAT
〜当院の過去の活動〜
当院は災害拠点病院に指定されています。災害

大切なのは困難から学ぶ姿勢

拠点病院は、24時間いつでも災害に対する緊急対
応をすることができ、傷病者の受け入れや搬送が
今年、大阪府北部地震、西日本での豪雨、北海道
胆振東部地震と連続して自然災害が発生しまし

では災害時に医療が必要な場合、私たちはど

可能な体制が整備されています。

のような行動をとれば良いのでしょうか。

DMATは医師2名、看護師2名、調整員1名から

災害時は通信障害が起こり、電話で救急車を
北茨城の被災地へ出発する DMAT メンバー

た。首都直下型地震、南海トラフ地震などの発生

構成され、大規模災害時の急性期に関係機関と連

予測に加え、巨大台風や大雨による災害に備え

携して現場での診療や、広域医療搬送などを行い

関東・東北豪雨では、鬼怒川決壊による水害に

状です。病院へ直接行っても、病院機能が損なわ

て、地域・病院・市民の皆さんが「災害に強くな

ます。当院のDMATは、日本全国の災害にも派遣

対する医療活動のため、DMAT参集拠点となりま

れていて充分な医療を受けられない可能性があ

る」必要に迫られています。

できるよう準備を行っており、2011年3月の東日

した。当日は茨城DMAT6チームで活動を開始

ります。まずは近くの避難所に行きましょう。避

災害医療とは

呼ぶことも助けを呼ぶことも難しくなるのが現

本大震災、2015年9月の関東・東北豪雨災害で活

難所には、情報が集約化されていて、医療に関す

動しました。

る情報を得ることが出来るはずです。普段から
避難所がどこになるのか確認しておくことが大
切です。

災害医療とは、災害によって、対応する側の医

災害に備え予測する事、そして市民一人一人が

療能力を上回るほど多数の医療対象者が発生し

それに対する準備を進めましょう。困難から学ぶ
姿勢が大切です。
関東・東北豪雨で DMAT の参集拠点になる

災害拠点病院として整備しているもの
建物の耐震化

新耐震基準：震度7でも倒壊しない

自家発電

病院機能を維持できる
（3日間）

水供給

3日分を備蓄、敷地内の井戸で地下水利用可

DMAT

保有
（2〜3チーム）
（災害派遣医療チーム） DMAT車両あり
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震災時のドクターヘリによる転院患者受入

衛星電話

保有

備蓄食

入院患者分2700食
（3日分）
、職員分900食
（1日分）

災害対応訓練

地域の医療機関と合同で２回/年、
その他広域防災訓練に参加

DMAT カー
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特 定行為を行う看護師

とは
は

特定看護師制度

創傷管理モデル 特定行為
看護部門長 山下美智子

医療の高度化・複雑化が進む中で、質が高く安全な医療を提供するため、
「チーム医療」
を推進し、
医療従事者が高い専門性を発揮しつつ、業務を分担しながら互いに連携することにより、患者さん
に適切な医療を提供することが求められています。
そのため国は、医師の診療を補助する中で、ある一定の診療行為を
「特定行為」
と定めて、医師が
作成する手順書により特定行為を行うことができる看護師を保健師・助産師・看護師法の中で定め
ました。その法律に基づいて、規定された研修を修了した看護師が「特定行為」
を実施します。看護
師が手順書により行う場合には、実践的な理解力、思考力及び判断力、そして高度かつ専門的な知
識及び技術が特に必要なものとして位置づけられています。
特定行為は、表のように２１区分に分かれており、その中の特定行為は、
３８行為となっています。
現在筑波メディカルセンター病院では、ある特定分野において、専門性を発揮して看護実践がで
きる認定及び専門看護師を育成・配置しています。その中で、認定看護師として実践経験が豊かな
2名が
「特定行為」研修を終了し、
２１区分３８行為の中で、
「呼吸器関連」
や「栄養に係るカテーテル
管理関連」、
「創傷管理関連」
「栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連」等１８の特定行為が可能とな
り、段階的な実施を予定しています。今後も医師を補助して、患者さんに安全で質の高い医療を提
供できるようにしていきたいと思います。

皮膚・排泄ケア認定看護師

小野田里織

私は、皮膚・排泄ケア認定看護師として、特定行為は、
「創
傷管理関連」
という区分の創傷（キズ）に対するケアや処置
を中心に活動しています。主に褥瘡（床ずれ）や糖尿病によ
る足の壊疽（えそ）などの患者さんをみています。
褥瘡（床ずれ）など、皮膚や周辺の組織がダメージを起こ
すと、感染などを引き起こし治りが遅くなることがあるため、
早期にキズの手当てが必要です。キズが治るには、悪い組
織を滅菌したハサミやメスを使用し、取り除き、キズを洗浄
すること、
また軟膏やキズを治す特殊な保護材を使います。
また最近ではキズをはやく治せるよう、陰
圧閉鎖療法といって、キズの部分を特殊なスポンジとフィルムで覆い、専用のポンプで吸って治す治療
があります。
これらを医師の指示の下、行うことが出来ます。
またそういったキズは治るまでに時間を要
します。時間がかかると、身体への影響を起こすことも少なくありません。そのため、栄養からリハビリ
など全身を整えるメンテナンスも必要になります。
キズのある患者さんが出来るだけ短期間で治るために、全身の状態を考慮し、ケアや処置が出来る
よう、調整しております。

特定行為及び特定行為区分（38行為21区分）
特定行為区分
呼吸器（気道確保に係
るもの）関連

特定行為

心嚢ドレーン管理関連
胸腔ドレーン管理関連
腹腔ドレーン管理関連
ろう孔管理関連

特定行為

経口用気管チューブ又は経鼻用気管
チューブの位置の調整

創傷管理関連

侵襲的陽圧換気の設定の変更
非侵襲的陽圧換気の設定の変更

創部ドレーン管理関連 創部ドレーンの抜去

呼吸器（人工呼吸療法
人工呼吸管理がなされている者に
に係るもの）関連
対する鎮静薬の投与量の調整
人工呼吸器からの離脱
呼吸器（長期呼吸療法に
気管カニューレの交換
係るもの）関連
一時的ペースメーカの操作及び管理
循環器関連

特定行為区分

一時的ペースメーカリードの抜去
経皮的心肺補助装置の操作及び管理
大動脈内バルーンパンピングからの
離脱を行うときの補助の頻度の調整
心嚢ドレーンの抜去
低圧胸腔内持続吸引器の吸引圧の
設定及びその変更
胸腔ドレーンの抜去
腹腔ドレーンの抜去（腹腔内に留置
された穿刺針の抜針を含む。）
胃ろうカテーテル若しくは腸ろうカテー
テル又は胃ろうボタンの交換

膀胱ろうカテーテルの交換
栄養に係るカテーテル
管理
（中心静脈カテーテ 中心静脈カテーテルの抜去
ル管理）
関連
栄養に係るカテーテル
管理（末梢留置型中心 末梢留置型中心静脈注射用カテーテル
静脈注射用カテーテル の挿入
管理）関連
小野田看護師 特定行為
大塚看護師 特定行為

褥（じょく）瘡（そう）又は慢性創傷の治療
における血流のない壊死組織の除去
創傷に対する陰圧閉鎖療法

救急・集中ケアモデル 特定行為

救急看護認定看護師

動脈血液ガス分析関連

直接動脈穿刺法による採血
橈骨動脈ラインの確保

透析管理関連

急性血液浄化療法における血液透析器
又は血液透析濾過器の操作及び管理

全身管理の早期介入により重症化を予防していくことを目的としています。

持続点滴中の高カロリー輸液の投与量の
調整
脱水症状に対する輸液による補正

価したり、人工呼吸器を使用している方の呼吸条件の設定など

栄養及び水分管理に
係る薬剤投与関連

救急・集中治療領域では、急性心筋梗塞や脳卒中などの重傷な患者さんに対して呼吸や血圧などの
具体的にできることは、動脈からの採血を行い呼吸状態を評
で、医師の指示のもと実施することができます。

感染に係る薬剤投与
関連

感染徴候がある者に対する薬剤の臨時の
投与

血糖コントロールに
係る薬剤投与関連

インスリンの投与量の調整

くの患者さんが来院されます。医師が救急患者さんに対応してい

術後疼痛管理関連

硬膜外カテーテルによる鎮痛剤の投与
及び投与量の調整

る間、他の患者さんには診察や処置などを長い時間お待ち頂くこ

持続点滴中のカテコラミンの投与量の調整

循環動態に係る薬剤
投与関連

精神及び神経症状に
係る薬剤投与関連
皮膚損傷に係る薬剤
投与関連

持続点滴中のナトリウム、
カリウム又は
クロールの投与量の調整
持続点滴中の降圧剤の投与量の調整

現在、私は救急診療外来に配属されています。救急外来には多

とがあります。
このような状況の中で医師が行う一部の処置を私
が特定行為として補助することで、患者さんの苦痛緩和や待ち時
間の軽減につなげることができます。
また、医師は次の救急患者

持続点滴中の糖質輸液又は電解質輸液の
投与量の調整
持続点滴中の利尿剤の投与量の調整

さんの治療を、短時間に効率よく実施することができます。

抗けいれん剤の臨時の投与
抗精神病薬の臨時の投与

ではなく、看護師や多職種との連携を図ることで、
より安全で質

抗不安薬の臨時の投与

大塚文昭

限られた特定行為ですが、患者さんを中心に、医師のみだけ
の高いチーム医療を提供して行けると考えてます。

抗癌剤その他の薬剤が血管外に漏出した
ときのステロイド薬の局所注射及び投与
量の調整
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県内初

コンビニエンスストアと薬局がオープン

ファミマ食堂 定食の提供は

ファミマ食堂

heartfulをテーマに心温まる優しい雰囲気の店舗で、利便性向上

定食

u
n
e
m
Lunch

全国初

営業時間11：00〜14：00
（土日祝日を除く）

単品

ごはん、みそ汁、漬物付き

9月1日ファミリーマートがオープンしました！
カツカレー ￥680
カレー ￥490

ヤマザキショップは閉店し、正面玄関内にファミリーマートがオープン。

7：00〜21：00 365日営業、より便利になりました。
ハンバーグ定食 ￥730

通常のコンビニエンスストアの商品・サービスに加えて、医
療・介護用品など病院内で需要の高い商品も品揃えしてま
さば味噌定食 ￥730

す。また、店内には 県内初 の「ファミマ食堂」で昼食を召
し上がることもできます。

日替り定食
月曜日
火曜日
水曜日
木曜日
金曜日

オス
スメ

￥500〜￥730

かけうどん
ぶっかけうどん ￥350
かけそば・ぶっかけそば ￥400

アジフライ定食
唐揚げ定食
ミックスフライ定食
オムライス
みんな
大好き
コロッケ定食

オムライス
木目調の優しい店舗

手術前や入院生活に
必要な商品も完備

充実の品揃え

唐揚げ定食

20席のイートインスペースを設置
20席のイ
トインスペ スを設置

ご利用できるサービス
日
月１
0
1

各種代金お支払い・ATM・送金・両替

・各種代金のお支払い
・金融サービス
・コンビニATM
（ゆうちょ銀行含む）

宅配便・郵便・配送・店舗受取
・重 い 書 籍 や フリマ 商 品 など
ネットショッピングの店頭受取
・入院で増えた荷物など自宅宛
に店頭発送
・切手・はがきの購入
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病院の敷地内に

あけぼの薬局 がオープンしました！

マルチコピー機
・記録メディアを持参して頂く事で、
写真やPDFなど、多様なサイズでプ
リント可能
・住民基本台帳カード・マイナンバー
カードを利用して、各種証明書取得

情報端末（Famiポート）
・高速バス切符、各種チケッ
ト・アミューズメント施設チ
ケットを 、店 舗 備 付 け の
『Famiポート』から画面を
タッチするだけで購入可能

9：00〜22：00営業、来春4月か
らは24時間営業 になる予定です。患
者さんの院外処方箋に、
より近くで、
より
長い時間対応できるようになりました。

県 内 の 薬 局で は 珍しいクリーン
ルーム（無菌調剤室）を設置し、医
療機関からの高度なニーズに対応
できる体制を整備しています。

7

？

ますか
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下 肢 静 脈 瘤 の血 管 内 焼 灼 術

(血管内レーザー治療)

足にこんな症状は
ありませんか？
レーザー光を照射して、
発生した熱により
静脈を内側から閉じる

静脈がぼこぼこしている
だるくなりやすい、つりやすい
皮膚が黒ずんでかゆみがでる

静脈瘤

下肢静脈瘤かもしれません

光ファイバー

当院では保険適用の血管内焼灼術を行っています。
をふ
静脈の中に光ファイバーを通し、
レーザーの熱で血管をふ
さぐ手術です。手術は局所麻酔で１泊の入院です。
症状
外来でのエコー検査で診断できますので、気になる症状
のある方は外来を受診してください。

出典 : c 2014 Integral Corp.

担当医： 相川 志都 診療： 毎週木曜日

完全予約制のため、
まずは代表電話番号（029-851-3511）へお電話下さい。

未来の医療人へ
つくばメディカル塾開催

看護部

9月27日にメディカル塾「看護の仕事 やってみよう！
−点滴を受ける人の看護−」
が開催され、
28名の中高
生が参加しました。保護者が見守る中、駆血帯を巻い
たり、模擬の血管に点滴用の針を刺したり、腕に点滴
ラインをフィルムで固定したりと、実際の医療材料を
使って点滴を実施する看護技術を体験しました。

と声をかけ見守りながら一緒に歩く看護師役の学生

参加した学生からは「針ってこんな風になっている

の姿が見られました。
そのような姿に未来の看護師を

んだ。」
と初めて見る点滴用の針に興味を示し、真剣

想像し、学生に接するスタッフも心弾ませながら丁寧

な眼差しが見られました。腕に点滴ラインをつなぎ点

に教えていました。1時間半という短い時間でしたが、

滴スタンドと共に障害物をよけながら歩行する患者

看護師の仕事を体験してもらいながら楽しい時間を

役の学生に「気をつけ

過ごすことができました。来年はぜひ、一緒に看護師

て歩いてくださいね。」

の仕事を体験してみませんか。

◆今後の予定◆
第５回 11月30日
（金）ケガや病気で失った機能を取り戻せる！
−リハビリテーションの世界−
第６回 1月24日
（木）薬剤師のお仕事体験
−薬を作る技術と使い方のコツを知ろう！−
じくや
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