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医療法人社団 筑波記念会

筑波記念病院

新しいCT装置を導入しました
患者様にリラックスして検査を受けていただけるよう、
開放感のある内装に一新しました。
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記念樹つくば特集

Dual Energy方式を用いた最新CT

IQon
Spectral CT
アイコン

のご紹介

放射線部

平井 雄大

新CT『IQon』
とは

IQonだから得られる新しい画像
１．ヨード密度強調画像

CT装置はX線を出す管球とX線を受けて画像へ変
換する検出器が一体となり人体の周りを回って撮

IQonではCT検査で使われるヨード造影剤の入っ

影が行われます。

た量を色分けしてカラーマップで表示することが可

この度当院に導入された新CT『IQon

Spectral

能です。肺動脈血栓塞栓症において肺血流のカラー

CT』には、通常のCTは検出器が1つですが、同時

マップを用いると、肺動脈血栓の描出に加えて、肺

に異なるエネルギーの画像情報を得ることが出来

血流の欠損部位も同時に確認することができ、従来

る2つの検出器を搭載しています。（Dual Energy

の白黒画像のみの表示と比べ、診断能力が非常に高

方式）

くなります。（写真1）

これにより、従来のCT装置と比べ、1回の検査で

2．O-MAR画像

得られる情報量が大幅に増加します。造影CT検査

CT装置は体内にX線の通りにくいもの

においてヨード造影剤を強調したヨード密度強調

(手術による体内金属など)があると、アーチファク

画像や、人工関節などの体内金属の影響によるア

トによりその周囲の画像が得にくくなります。

ーチファクトを軽減したO-MAR画像、ヨード造影

IQonに搭載されているO-MARという機能を使う

剤の効果を変化させることができる仮想単色X線画

と金属の影響を減らした鮮明な画像を作成すること

像など多彩な画像処理を得ることが可能です。

が出来ます。（写真2）

従来画像

カラーマップ

従来画像

写真１：ヨード密度強調画像のカラーマップ

記念樹つくば

O-MAR あり

写真 2：A B 人工股関節の O-MAR
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3．仮想単色X線画像

まとめ

CT検査で用いられるヨード造影剤は腎臓を通っ
て尿から排泄される薬です。特に腎機能が低い方に

IQonを導入したことにより、診断に有用な様々な

使用する際には、造影剤を極力少なくすることで腎

画像を得ることが出来るようになりました。

臓への負担を少なくすることが出来ます。

また、造影剤も減量出来るため患者様への負担も減

しかし造影剤を少なくすると、診断能力の低い画

らせるようになります。

像になってしまうという問題がありました。

新しい装置・機能を十分に活用し、これまでよりさ

IQonでは撮影後に画像を後処理し、造影剤の効果

らに安心して検査を受けて頂けるよう、質の高い画

を強調した画像を作成することが出来ます。（写真

像検査に努めていきたいと思います。

3、4）

これにより少ない造影剤でも、減量しな

かったときと同等か、それ以上の画像を得ることが
出来るようになります。

従来画像

仮想単色 X 線画像

従来画像

写真 3：仮想単色 X 線画像（造影剤減量時）

仮想単色 X 線画像

写真 4：仮想単色 X 線画像（冠状断面像）

2019年5月2日にCT装置が搬入されました
2019年5月2日のゴールデンウイー
ク中に新しいCT装置が搬入されまし
た。その様子の写真です。巨大なク
レーン車を使っての大がかりな作業
で、CT撮影装置と寝台は別々に搬入
されました。天候も良く、順調に搬
入作業が行われ、ゴールデンウイー
ク明けの5月8日より稼働開始となり
ました。なお、今まで病院で使用し
ていたCanon製の64列マルチスライ
スCTはクリニックに移動となりまし
た。これにより当院では64列のスペ
クトラルCTと64列CTの2台が稼働
することとなり病気の診断に大きく
貢献できることになりました。

記念樹つくば
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新任医師のご紹介
今年度から入職された、新任の常勤医師を紹介させていただきます。

形成外科

伊藤

呼吸器内科

謹民

乾

先生

Norihito Ito

年秀

先生

Toshihide Inui

4月から形成外科常勤医として勤務させて頂い

本年度より呼吸器内科で勤務させて頂いており

ております。外傷や術後の創、難治性潰瘍等でお

ます。病院に貢献できるように勤めていきたいで

困りの際は相談いただけましたら幸いです。よろ

す。よろしくお願い致します。

しくお願い致します。

消化器外科

岩﨑

心臓血管外科

喜実

倉橋

先生

Yoshimi Iwasaki

果南

先生

Kanan Kurahashi

4月から消化器外科で勤務させて頂いています。

4月から心臓血管外科で勤務させて頂いており

大腸肛門病の外科治療を中心に修練してきました。

ます。日々技術、知識の研鑽に努め、誠意をもって

栃木から段々と大きくなる筑波山を眺めながら楽

働きます。よろしくお願い致します。

しく通勤しています。よろしくお願い致します。

消化器外科

黒田

純

整形外科

戸塚

先生

Jun Kuroda

翔

先生

Sho Totsuka

4月より消化器外科で勤務させて頂いておりま

4月から筑波記念病院で勤務させて頂いており

す。微力ながら皆様のお役に立てるよう尽力して

ます。整形外科として、特に痛みに悩む患者さん

まいります。よろしくお願い致します。

に対し最善の治療を提供できるように努力して
いきますのでよろしくお願い致します。

記念樹つくば
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『内視鏡AIの研究に関するご案内』
〜 夢の内視鏡診断 としてAIの技術が期待されている〜
消化器内科

池澤

和人

人工知能（Artiﬁcial Intelligence）は、いまや

AIのサポートによってさらに俊敏かつ的確に病

日常の生活に無くてはならない技術となりまし

気を発見することが可能となります。しかしまだ

た。スマートフォンに搭載されているSiri機能な

研究の段階であり、残念ながら現状においてAIに

どがその代表です。当然、医療の分野にもAIがど

よる内視鏡診断は100％確実なレベルにまでは

んどん取り入れられています。当院では、2018

到達していません。言うならば内視鏡を施行する

年末から胃カメラの診断にAI技術を応用する研

医師にとっての「アシスタント」の役割に留まり

究へ参加しています。

ます。今後さらに大量のデータを集積し、AIの「学
習」がいっそう進めばもっと精度の高い診断が可
能となるでしょう。まさにAIによる“夢の内視鏡
診断”が達成される日もそう遠くないと期待され
ます。そのために当院も全国の研究グループに加
わり、データ提供に協力しています。
まだ内視鏡AIには膨大な設備コストを要しま
す。当院内視鏡センター（Ｓ棟1階）には全部で5
部屋の検査室があり、まずはそのうちの1室のみ
に内視鏡AIを導入しました。さらに現段階ではAI
診断は胃カメラのみの応用に限定されています
が、近々大腸にも応用可能な次世代AIへのバージ
ョンアップを予定しています。
近い将来、AIによる内視鏡診断システムが無い
なんて考えられないと言う時代がやって来るで
しょう。一日も早く優れた技術を皆さまへご提供
できるように、本研究へのご協力をどうぞご理解
下さい。

患者さんには通常の胃カメラと同様に検査を
受けていただくため、内視鏡AIであっても特別な
苦痛が加わる心配はありません。もし胃に病気が
あればAIが自動的に診断して病気の部分をモニ
ター画面に「四角」で囲み、検査医師へ分かりやす
く表示して教えてくれます。
もちろん専門医が検査を担当しますので、AIの
指示がなくても病気を正しく診断していますが、

記念樹つくば
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緩和ケアチーム
のご紹介
緩和ケア認定看護師

高橋

久美子

た。それと同時に各診療科より入院患者さんの緩

緩和ケアとは？

和コンサルテーションも受けています。現在、チ
ームメンバーは、緩和ケア科医師・麻酔科医・緩和

「病気に伴う心と体のつらさを和らげること」

ケア認定看護師・病棟看護師・薬剤師・理学療法

病気やその治療に伴う疼痛・呼吸困難・倦怠感

士・作業療法士・管理栄養士などの多職腫で構成

などの「体のつらさ」や不安・気分の落ち込み・悲

されています。

しみなどの「心のつらさ」は終末期に限らず早期
から存在します。つらさを和らげる治療やケアを
行うことによって、患者さんとご家族のクオリテ

緩和ケアチームの活動は？

ィ・オブ・ライフ（生活の質）を維持または向上し、

主治医や病棟看護師が緩和ケアチームのサポ

最期までその人らしく生活を送れるように、患者

ートが必要だと判断した時、患者さん本人やご家

さんと家族を支えていく、それが緩和ケアです。

族がサポートを希望された時に、主治医から緩和

緩和ケアというと終末期に行われるケアである

ケアチームへ依頼が出されます。現在は、毎週木

と思われている方も少なくないかもしれません

曜日に緩和ケアチームカンファレンスと回診を

が、がんの診断時から治療と並行して行われ、が

行い、入院中の患者様やご家族の症状緩和やケア

ん治療を支えるとともに、常に苦痛の緩和を目指

を提案しています。外来の患者さんへは緩和ケア

しています。

外来を（総合外来にて木曜日14時〜）行っており、
入院時には外来に引き続き、病棟回診を行います。

また、
「 緩和ケア＝がん」と捉えがちですが、現
在はがん以外にも、慢性心不全・慢性呼吸不全・慢

緩和ケアチームはメンバーそれぞれの専門性を

性腎不全といった慢性疾患や神経難病などの、病

活かし、主治医や病棟スタッフと連携をとり、よ

気と付き合いながら生きていこうという疾患も

り良い状況で治療を受け、その人らしい生活が送

ケアの対象となっています。

れるよう支援していきたいと思っています。

緩和ケアチームのサポートを
希望される方へ

緩和ケアチームとは？
緩和ケアチームは「体のつらさ」や「心のつらさ」

当院の緩和ケアチームは、各診療科の主治医と

を緩和する方法を担当医や担当看護師と一緒に考

連携しながらサポートを行っています。

えるチームです。
当院では、よりよい緩和医療の提供のために

緩和ケア外来や緩和ケアチームのサポートをご

2012年4月より筑波大学緩和ケア専門医師の協

希望される方は、主治医や看護師に受診やサポー

力を得て、週に一度の緩和ケア外来を開設しまし

トを受けたい事を伝えご相談ください。

記念樹つくば
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地域医療連携室
〈きぬ医師会〉

登録医紹介

須澤内科糖尿病医院
院長 須澤 直木 先生
常総市石下地区
（豊田城向かい）
に2018年7月開
院いたしました。
もともとは1950年に祖父が開設し
た須澤医院が前身で、私で3代目となります。
当院は
主に内科一般を中心としたプライマリケアと糖尿病
の専門的診療を2本柱としております。
また、その他
に健康診断、
各種ワクチン接種なども実施しておりま
す。筑波記念病院には、前医院時代より長年大変お
世話になっており、入院加療、精査などいつも多方面
においてバックアップを頂いております。今後も病診
連携を通じて、質の高い地域医療を実践していく所
存ですので、
よろしくお願い申し上げます。

須澤内科糖尿病医院
〒300-2706 常総市新石下3894-2
TEL：0297-21-2131 URL：https://suzawa-dm.com
診 療 科：内科・糖尿病内科
診 療 時 間：9：00〜12：30、15：00〜18：00（木曜18：30、土曜13：00まで）
休 診 日：水、
日、祝

●登録医とは：開放病床の利用登録をしていただいている近隣医療機関の先生です。当院では患者さんへ一貫性のある医療を提供できるよう、
地域の先生方と共同診療ができる開放病床を設置し、緊密な医療連携を取っています。

vol.14

記 念 樹 キッチン
〜筑波記念病院栄養管理課季節のレシピ便り〜

当院でも好評のチキンのトマト煮。今回は、旬の野
菜をたっぷり使ってアレンジしました。パスタやパ
ンを添えても、
バランスよく召し上がれます。

夏野菜とチキンのトマト煮
一人分 エネルギー：147kcal

塩分：1.1g

材 料（2人分）
●黄パプリカ ……… 30.0g
●ズッキーニ ……… 30.0g
●ブリッコリー …… 10.0g

●調合油…………… 2.0g

●トマトソース… 30.0g
●ケチャップ …… 6.0g

Ⓐ

●鶏もも肉
（皮なし） 80.0g

●水…………… 20.0g

●塩………………… 0.5g
●こしょう ………… 0.01g
●パセリ …………… 0.10g

作り方
❶鶏もも肉を一口大に切る。
❷黄パプリカとズッキーニは乱切りにする。
❸ブロッコリーは一口大に切って茹でる。
❹フライパンに油を敷き、
鶏もも肉に焦げ目がつくまで焼く。

減 塩のポイント

❺焦げ目が着いたら②を入れ、
軽く炒める。

野菜たっぷり

野 菜に含まれるカリウムには、
塩 分を体 外へ排出する作用があります。

❻全体に油がなじんだらⒶを入れ、
落し蓋をして10分煮込む。
❼鶏肉に火が通り煮詰まったら、
塩・こしょうで味を調える。
❽皿に盛り付け、
パセリをかけて3を添える。

日々よりよい献立を考え、検討しながら、
病院の食事にも採用しております。

記念樹つくば
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記念樹インフォメーション

2019年9月に当院医師が
会長･大会長を務める学会が開催されます。
第3回日本脳神経外科認知症学会学術総会

テーマ：脳神経外科医における認知症診療の問題点と対応
会

期：9月7日（土）、8日（日）

会

長：吉井興志彦（筑波記念病院 もの忘れ診療センター長）

会

場：つくば国際会議場

第7回全国介護・終末期リハ・ケア研究会 研究大会 つくば 2019

テーマ：何ができるか最期のリハ・ケア 〜リハビリテーションDNR〜
会
会

期：9月15日（日）

場：つくば国際会議場

大会長：伊佐地隆（筑波記念病院 リハビリテーション統括部長）
※詳細は各ホームページよりご確認いただけます。

国道408号

至水戸

救 急センター

西大通入口

隣 接／筑波総合クリニック
国道125号

病院概要

土木研究所

病院名 医療法人社団 筑波記念会 筑波記念病院
●一般病床：387床（ＩＣＵ８床 回復期リハ52床）

●療養病床（医療保険適用）
：100床（地域包括ケア49床）

●内 科 ●循環器内科 ●呼吸器内科 ●消化器内科 ●血液内科 ●神経内科

東光台入口

●心臓血管外科 ●呼吸器外科 ●消化器外科 ●整形外科 ●形成外科

介護老人保健施設

つくばハートセンター

みどりの駅

筑波記念病院附属 ｢アイビー保育園｣

ひたち野うしく駅

つくば
センター
行き
つくば
センター
下車

JR
土浦駅
JR
荒川沖駅

県外遠方の患者さんご家族のため、宿泊施設（ファミリーハウス）をご用意しています。

誠意を以って最善をつくす

基本方針

案内地図

IC

IC

牛久駅

T Xつくば駅 ／
つくばセンター
バスターミナル

無料
シャトルバス
約10分

路線バス

圏央道

JR
●学園西大通り
（国道408号線）沿い
ひたち野
●「筑波大学附属病院」から北へ約２km
うしく駅
●「国土地理院」北隣
●つくばセンターからは、当院無料シャトルバス(送迎バス)もご利用になれます。
（但し、日曜・祝日・年末年始は運休です。）

基本理念

荒川沖駅

みらい平駅

公共交通機関で

筑波記念病院

桜土浦ICより
約20分

つくば
牛久IC

至阿見東

お車で

谷田部ICより
約20分

谷田部IC

牛久
阿見

交通のご案内
つくば中央ICより
約10分

つくばJCT

つくば総合リハビリテーションセンター

至三郷

｢つくばケアセンター｣
つくば訪問看護ステーション

大角豆

国道6号

｢つくばトータルヘルスプラザ｣

稲荷前

桜土浦
IC

号

54

3
国道

ＪＲ
常磐
線

人間ドック・健診・運動施設

通り
宇宙
センター

南大

通り
西大
学園
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筑波大学

〒300-2622 茨城県つくば市要1187-299

TEL.029-864-1212 (代）FAX.029-864-8135

■筑波総合クリニック外来診療予約専用

〔フリーダイヤル〕0120-138-122

■メールアドレス : webmaster@tsukuba-kinen.or.jp
■ホームページ

http://www.tsukuba-kinen.or.jp/

※当院では個人情報保護法の観点から、氏名・顔写真の掲載に配慮しています。

①患者と社会に奉仕する ②最新、最高の総合医療を提供する ③患者の権利と意向を尊重する
④地域の医療・保健・福祉に貢献する ⑤地域社会での良好な職場環境を提供する

