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選定療養費の金額が変わります！！
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麻酔についてのお話

「百花繚乱」 臨床検査科 福島彩乃

「木陰でひとやすみ」 居宅介護支援事業所 橋本雅代

患者満足度調査

結果報告

新任挨拶

病院のまわりを探検しよう！

「さくら交通公園」

緩和ケア病棟

家族控室リニューアル

完成までのダイジェスト動画

公開中 ！



麻酔についてのお話

あや だいすけ

麻酔のための準備

手術室での麻酔

麻酔方法の種類

麻酔からの目覚め

病室に戻ってから
麻酔に関連する合併症の可能性

麻酔科　診療科長 綾　大介

PCAポンプ

ボタン

点滴

心電図

心拍数

血圧
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クラウドファンディングの

支援者のお名前（一部）を掲載した芳名板

緩和ケア病棟家族控室リニューアル緩和ケア病棟家族控室リニューアル緩和ケア病棟家族控室リニューアル

葉をモチーフとした
天窓の装飾で光を優しく調整

クラウドファンディングによって地域の皆さんから支援を受け、殺風景だった緩和ケア病棟の家族控室

の改修を行いました。2018 年から筑波大学芸術専門学群のデザインチーム「パプリカ」の皆さんと協働

で調査や話し合いを重ねて、「木に包み込まれるような居場所」をコンセプトとするデザインとなりまし

た。ご家族が落ち着いた環境のなかで休息をとることができるように、利用目的や状況に応じて使い分

けることができる 2つの部屋です。家具や腰壁には、茨城県産のヒノキ材を使用しています。

クラウドファンディングによって地域の皆さんから支援を受け、殺風景だった緩和ケア病棟の家族控室

の改修を行いました。2018 年から筑波大学芸術専門学群のデザインチーム「パプリカ」の皆さんと協働

で調査や話し合いを重ねて、「木に包み込まれるような居場所」をコンセプトとするデザインとなりまし

た。ご家族が落ち着いた環境のなかで休息をとることができるように、利用目的や状況に応じて使い分

けることができる 2つの部屋です。家具や腰壁には、茨城県産のヒノキ材を使用しています。

プロジェクトメンバー　緩和ケア病棟スタッフ、広報課、筑波大学adp「パプリカ」、NPO法人チア・アート

協力　草苅木工株式会社

工事資金支援　クラウドファンディングで支援してくださった皆様

期間　2018年-2022年

狭くて壁に窓がない殺風景な場所な

ので、閉塞感を感じる、ソファが硬く

て小さいなど、十分な休息を取るこ

とが難しい状況でした。

学生がスタッフにヒアリング調

査を行ったり、 利用体験を行

い課題を見出しました。

様々なデザイン案を出し、 改

善の方向性を学生とスタッフ

とが一緒に考えました。

多くの方々に支えていただいて実

現させたいとの想いから、 クラウ

ドファンディングを行いました。 

制作 ・ 施工業者と打ち合わせ

を重ねながら施工開始。 芳名

板の塗装は職人さんに教わり

ながら学生も行いました。

緩和医療科 医長  

矢吹律子

ご支援ありがとう

ございました！

改修までの道のり改修までの道のり改修までの道のり職員からの声職員からの声

～ ～ ～ ～

改修前

緩和ケア病棟で過ごす患者さん

にとって、 ご家族との時間はか

けがえのないものであり、 生き

る力につながっていると強く感

じます。 ご家族が休息をとるた

めの環境をととのえることで、

患者さんとご家族の笑顔を支え

たいです。

職員からの声

ゆるやかなソファとテーブルのある黄色いお部屋 横になって過ごすことができる小上がりのある緑のお部屋

緩和ケア病棟 師長

筑前谷香澄

患者さんとご家族に寄り添い、

ご家族で過ごす時間を大切にし

ています。 患者さんを支えるご

家族が、 心身を休め安らげる環

境を整えて、 笑顔で過ごせる環

境をつくっていきたいです。
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当院ではこれまで、 入院と外来それぞれを対象とした患者満足度調査 ( 実施期間 :２カ月 ) を毎年

交互に実施してまいりました。

2021 年度の 7 月より入院の患者さんを対象とした調査を通年で実施し、 四半期毎に分析を行う

方式に変更しました。

これにより、 患者さんの意識の変化をより詳細に把握し、 突発的な問題についても評価しやすく

なるなど、 患者さんとのコミュニケーション向上、 不満点の早期発見などにつなげていきたいと

考えています。

※外来の調査は、 新型コロナウイルス感染拡大の影響により実施していません。

【対象者】 一般病棟から退院された患者さん

【対象期間】 2021 年 7 月～ 2022 年 3 月

【回答者数】　1,912 名

0% 20% 40% 60% 80% 100%

担当医対応

医師と時間共有

検査治療時対応

他科医師対応

機器整備

看護介護士対応

待ち時間

診療への不満

職員の感染予防

院内感染予防設備

プライバシー

病院食

病室環境

ベッド周り

トイレ浴室

経済的理由

入院費用

医師看護師説明

相談しやすさ

満足度

患者満足度調査結果

満足 やや満足 普通 やや不満 不満

・ 医療者同士や外来と入院との間での情報共有の不備などがあげられました。

・ 待ち時間については、 患者さんのその時の気分によって、 長くも短くも感じる傾向

　があると推定されました。

・ 病院食については、 以前より改善していると評価されたものの十分に高い評価には

　もう一歩というところでした。

・ トイレや水廻りについて改善を求める内容が多く見られました。 患者さんは、 通常

　気にならないことでも療養中は不自由さを感じることがあり、 そのことを理解した

　対応が求められました。

これらの調査分析結果から、 以下の課題に取り組んでまいります。

・ 医療者同士や外来～入院間の情報共有と患者への説明に一貫性をもたせる。

・ トイレや水廻りなどの生活環境を、 患者さんの視点で考える。

・ 待ち時間については、 患者さんの身になって、 時間の変更等を細やかに

　お伝えする。

今年度の取り組み

・ 安全に治療するためには仕方ないのかもしれないが、 少し待ち時間が長いと感じた。

・ 看護師同士、 先生との連携が不十分だと感じた。

・ 引き継ぎが不十分だったようで、 何度も同じことを伝えなければいけなかった。

・ 入院前の説明と実際が異なるところがあった。

・ 病室が寒いと感じることがあった。

・ 病室では、 隣の明るさで夜中に眠れなかった。

・ 病室の照明スイッチの位置 ・ テレビリモコンの不具合が気になった。

・ トイレ･浴室の衛生面が少し低い。

・ トイレの中に消毒液がほしい。

・ トイレのカギが開閉しにくい。

アンケートにご協力いただいた皆さま、 ありがとうございました。

患者満足度調査患者満足度調査
結果報告結果報告1　  担当医は、私に対してとても親身であり、ていねいに接してくれた。

2　  私を診療してくれた医師は私と十分な時間を共にしてくれた。

3　  検査や治療を受ける時、いろいろな点をていねいに対応してくれた。

４　  担当医以外の必要な医師の診療をスムーズに受けることができた。

５　  院内には十分な診療を行うために必要な機器がすべて備わっていた。

６　  必要な時はいつも、看護師と介護士が対応してくれた。

７　  診療や検査を受ける場所で、しばしば長く待たされた。

８　  私の受けた診療の中には不満に思った点がいくつかあった。

9　  病院職員は感染症予防に必要な行動を取っていた。

10　院内に感染症予防として消毒薬や三密を避ける仕組みが整備され

　　　ていた。11　入院中の私のプライバシーは十分に配慮され、守られていた。

12　病院食は工夫されており、おいしく食べられた。

13　病室内は、室温・証明・静かさが快適に保たれていた。

14　ベッドまわりは清潔で、となりとの距離も十分だった。

15　トイレと浴室は清潔で使いやすかった。

16　私は自分に必要な診療を経済的な理由で諦めずに受けることがで

　　　きた。17　入院費用の支払額は内訳がわかりやすく、支払額には納得できた。

18　医師や看護師の説明について、わかりやすいと感じた。

19　医師や看護師に直接相談しようとした時、相談しやすいと感じた。

20　今回の入院は、自分にとって満足できる内容であった。　

分析の結果

担当医対応

検査治療時対応

看護介護士対応

の満足度が高く

当院職員の患者さん

への対応を高く評価

していただけました！
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E-mailアドレス：hp@tmch.or.jp

ホームページ：http://www.tmch.or.jp/

発行人　病院長　　河野　元嗣
こうの もとつぐ

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。

〒305-8558 つくば市天久保１－３－１

TEL ０２９－８５１－３５１１

発行日　2022年7月佳日

1978 年 （昭和 53 年） 開園

自転車の練習に最適！

知ってた？

さくら交通公園は、当院から南東におよそ

2㎞、車で5分ほどの場所に位置する乗り物を

テーマとした公園です。

園内には、交差点やカーブなどの様々な模擬

道路が整備され、信号機や標識も設置されてい

ます。自転車やゴーカートの貸し出しもあり、遊

びながら交通ルールを学ぶことができます。

また、蒸気機関車の名作「D-51」の実物など

が展示されており、オランダのアムステルダム駅

舎をアレンジしたレンガ造りの駅が、園内にクラ

シカルな雰囲気を漂わせています。

小さなお子さまから鉄道ファンの大人まで、

幅広い年代で楽しむことができるこの公園に足

を運んでみてはいかがでしょうか。

緩和医療科の

矢吹医師も幼いころに

「D-51」と記念撮影！

2022 年 10 月 1 日より
選定療養費の金額が変わります！！

国は、地域の診療所やクリニックと大きな病院が連携し、地域で医療を支えてい

くために、その役割分担の明確化をすすめています。まずは、地域の診療所やクリニ

ックで診察し、専門的な治療、検査、入院が必要な場合は、診療所やクリニックの紹

介状をもって大きな病院を受診するという流れです。

そのため、当院を紹介状なしで受診する場合（初診）や、当院の担当医が他の医療

機関への紹介を行っても患者さんの希望で当院を継続受診する場合（再診）は、診

療費とは別に「選定療養費」の徴収が義務となっています。（救急搬送、生活保護や

特定疾病などの方は除く）

2022年度の診療報酬改定により、この「選定療養費」の金額の見直しが行われ、

10月より以下のように変更となります。ご理解のほどよろしくお願いいたします。

初診：5,500円（税込） ⇒ 初診：7,700円（税込）

再診：2,750円（税込） ⇒ 再診：3,300円（税込）

現 行 1 0 月 1 日 ～

新 任 挨 拶新 任 挨 拶

このたび麻酔科・専門科長

を拝命いたしました。

これまでの臨床経験を活か

し、患者さんの手術に対す

る不安を解消し、安全に苦

痛なく手術を受けられるよ

う努力して参ります。

どうぞよろしくお願いいた

します。

麻酔科　専門科長

中山　歌織

国鉄東名ハイウェイバス （1969 年式）

ドクターのリレー講座


