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筑波記念病院
事務スタッフの制服を新調しました

環境に配慮した取組みの一環として︑
今年より夏季期間の事務スタッフの制服を
ポロシャツにしました︒
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記 念 樹 つ く ば 特 集

睡眠呼吸センターのご紹介
睡眠呼吸センター長

末松 義弘

（筑波記念病院心臓血管外科

統括診療部長）

睡眠呼吸センター開設にあたって・
・
・
睡眠呼吸センターは、主に睡眠時無呼吸症候群（SAS）に特化した治療を行なっています。睡眠中の無
呼吸は『無意識の時間』に起こっている危険な状態です。毎日の入眠中に引き起こされている低酸素状態
と血圧のアップダウンなどは、知らず知らずのうちに心臓だけでなく、大血管、冠動脈、脳血管にも影響
を与え、ひいては生命危機にも直結する病気（大動脈解離、心筋梗塞、不整脈、脳卒中など）につながっ
ていきます。脳・心疾患を抱える患者さんだけでなく、多くの患者さんの生活を見直し、今後の生活の質
を根本的に変えていくことで健康な毎日を提供できる、そんなセンターを目指しています。

こんな人は要注意！
！

睡眠時無呼吸症候群（SAS）が潜んでいます

1.体重が多い

6.口が小さい、顎が弱い、顔が小さい

2.夜間にトイレに何度も起きる

7.下あごが後方に引っ込んでいる

3.熟睡感がない、目が覚めた後だるい

8.歯並びが悪い

4.いびきをかいているといわれる（家族にいび

9.舌や舌の付け根が大きい

きのひどい人がいる）
5.首が短い、太い

▶ひとつでも項目に該当するようなら相談を

睡眠時無呼吸症候群（SAS）の検査
●精密検査では夜自宅で夕食を摂ったあと1泊入院していただきます。
→入眠中の脳波と酸素飽和度、呼吸と筋電図などを持続して測定します。
朝、目が覚めたところで検査終了となるので、早朝退院が可能です。
●時間の取れない方でも自宅に検査セット（簡易SAS検査）を郵送することもできます。
→簡易式検査セットなので、脳波や筋電図の検査はできませんが、呼吸状態や酸素飽和度
の持続的な測定は可能です。
→誰でも簡単に検査できます。
（指にクリップを挟んで、胸に1個シールを張るだけで検査が開始します）
●その他、睡眠検査以外の検査も必要に応じて行います。

記念樹つくば
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SASの治療とは・
・
・
●CPAP療法
現在欧米や日本国内で最も普及している治療法です。就寝時専用のマスクを装着して、マスクを介して気道
に空気を送り込むことで寝ている間の気道を開放させておくことができます。

●マウスピース（スリープ・スプリント）
歯科口腔外科で作成します。当院と連携している登録医を紹介することも可能です。

●外科手術
上気道の軟部組織に原因がある場合、耳鼻科的治療となります。具体的には、扁桃摘出術、アデノイド摘出
術、咽頭形成術（UPPP）、レーザー手術などが適用されます。

●薬物療法
ごく軽症の方で、耳鼻科治療、CPAPなど上記治療をいずれも希望しない場合のみと、かなり限定されます。

●睡眠姿勢（ポジションセラピー）
睡眠姿勢を変えるだけで効果を期待できることがあります。当院オリジナルバッグパックを使用して睡眠姿
勢を保持することで、無呼吸やいびきを低減する効果があります。

●睡眠アクセサリー（枕、鼻スプレー、マウステープ）
枕やマウステープなど睡眠時に使う小物の使用や相談も可能です。

●睡眠環境、生活習慣の見直し
室内環境、アルコールや喫煙、食生活、睡眠薬など、生活習慣に関連した原因も考えられます。

生活全体から、心疾患、脳血管疾患、心血管疾患などの
予防と、管理を行います。詳しくはHPまたは筑波記念病院
心臓血管外科コーディネータまでご相談下さい。

記念樹つくば
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より詳細な治療内容については

QRコードよりご覧頂けます。→

海外の医学生
実習受入れについて

リクルートセンター

当院では臨床研修病院、また教育病院として教育に
力を入れていく中で、医学生の卒前実習を筑波大学、
帝京大学より受け入れており2019年から東京医科大
学も加わりました。
そして海外で医学を学んだ医師が一人でも多く、日本
の医療現場で活躍するため、2013年よりハンガリー
国立医科大学の学生実習も受け入れています。7年目
を迎えた今年は9名の学生が実習に訪れ、これまでに
受け入れた人数は60名になります。実習では循環器内
科、消化器内科、血液内科、代謝内科、脳神経外科、
消化器外科、整形外科、心臓血管外科に加え看護実
習も行っており様々な分野の実習を行っています。さら
に卒業後に日本で医師国家試験の合格を目指す学生
のために医師国家試験対策プログラムを実施していま
す。今年は実習生の方々に筑波記念病院での実習の印
象など様々な質問に答えてもらいました。

記念樹つくば
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今回は、その中の一部ではございますがご紹介させて
いただきます。まずはなぜ海外の医学部を志望したの
か、それぞれの思いをまとめてみました♪
●英語で医学を学ぶことで将来的な可能性を広げたい！
●海外と日本の医学それぞれの良い所を知りたい！
●海外で働くことと医師になることが夢だったから♪
●昔から海外の医療現場に興味があり働いてみたい
と思っていたから！

●自分の可能性を広げるため。
●卒業後に日本で医師国家試験を受験することがで
きるというところに魅力を感じたから♪

●卒業後の選択肢を増やしておきたかったから。

2019年・秋号

Q1
A1

筑波記念病院を実習先に選んだ理由と
当院の印象は？
早期より筑波記念病院はハンガリーの大学医学部と提携し
多くの先輩方が学んでいるので、安心して研修ができると思ったからです。
建物はとてもモダンで明るく開放的な印象で、先生方をはじめスタッフの方は
皆様優しく接してくれてとても好印象でした♪

実習では何を学びましたか？
またハンガリーとの違いは？
医師としての普段の振舞いなどの基本的なことから、
医師の1日の仕事の流れや患者さんへの対応の仕方、データの読み取り、
カルテの書き方などその他様々なことを学びました。

Q2
A2

日本の方が医療機器が発達しており、患者さん対応も丁寧です。
実習も応用的なことや先進医学を実践的に学ぶことができることは
ハンガリーと大きく違いますね。

Q3
A3

『筑波記念病院だから』学べたことと
印象に残っていることは？
ハンガリーの大学卒業の先生、日本の医学部出身の先生の両方向からお話を聞
けたことや、地域の方々にとって利用しやすい環境を医療従事者一人一人が作
り出す意識を持つことの大切さを学びました。
ハンガリーの大学卒業の先輩が実際に働く現場を見れたことはとても刺激にな
りました。また先生方が特に印象的でした！皆実力があり、常に患者さん第一
！お忙しい中わたし達にも積極的に教えてくださり、しかも謙虚で医師として
も人としても憧れる存在です♪

最後にどんな医師を目指しますか？
知識が豊富で視野の広い医師であることはもちろんですが、
患者さんやそのご家族にとってなにが最善なのかを第一に考えることができ、
思いやりを持って寄り添い合える医師になりたいです。

Q4
A4

そのためにこれからも日々頑張っていきます！
これからも筑波記念病院は未来の医療を支える若者達を全力で応援していきます。

記念樹つくば
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当院では
PRP
（多血小板血漿）
による
治療を行っています
PRP
（多血小板血漿）
療法とは

整形外科

金森

章浩

●変形性膝関節症

PRP（多血小板血漿）療法とは患者様の血液を加工し、

変形性膝関節症は関節軟骨の老化、肥満や素因（遺

組織の再生に関連する成分を抽出、疾患のある部位

伝子）、また骨折、靱帯や半月板損傷などの外傷、化

に投与することで、"患者様自身の体がもつ修復力"を

膿性関節炎などを主因として発症します。例えば、

サポートし、改善に導く治療です。具体的な治療方法

加齢によるものでは、関節軟骨が年齢とともに弾力

は、患者様の血液（15ml）を採取し、遠心分離処理を

性を失い、使い過ぎによりすり減り、関節が変形し

します。遠心分離をすると血液が成分に応じて分離

ていきますが、同時に分子レベルでも組織修復のバ

するので、血小板を多く含む血漿部分層を多血小板

ランスの破綻が生じ、疼痛やさらなる関節の変形が

血漿（PRP）として採取し、これを患部に注射します。

促進されます。PRPは主にこの分子レベルでの組織
修復のバランスを整える働きを示し、疼痛低減や現

遠心前の血液と分離した後の血液を示した図
（赤枠内がPRPとして採取される部分）
■遠心分離前

状以上の変形の進行を食い止めることを目的とし
ています。

■遠心分離後

受診の流れ

Plasma:血漿

本治療の適応であるかを診断するために、１度通常

Platelets:血小板

の受診をしていただきます。
（要予約）
その後、受診結果に基づき治療を行います。

OtherWBS:白血球
Neutrophils:
好中球(白血球の一種)

費用

RBCs:赤血球

保険外診療（自由診療）となります。詳細は担当医に
(Anz et al.2019)

お問合せください。
（ 疾患・症状により複数回の治療

治療対象の疾患

が望ましい場合もあります）
注射1回あたり： 30,000円（税別） 注射2回(同時

●スポーツ関連疾患（外傷・変性）

に実施時)： 50,000円（税別）

組織自体が持つ再生能力を超えて、組織への繰り返
しの力学的な負荷が積み重なると組織が"変性"して

●予約電話番号：

しまいなかなか治りにくい環境になってしまうこと

筑波総合クリニック

があります。PRPはこれらの痛んだ組織の細胞を刺

※お電話の際に、
「PRP治療の件で、整形外科、木曜日

激することにより、より正常に近い環境の組織に近

の金森医師で予約をお願いします。」とお伝え下さい。

づけ、機能を改善することを目的としています。また、
スポーツを行っており、捻挫や肉離れ等の症状があ

より詳細な治療内容については

り、少しでも早期復帰を望む方も適応となる場合が

QRコードよりご覧いただけます。 →

あります。

記念樹つくば
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地域医療連携室
〈真壁医師会〉

登録医紹介

医療法人 怜真会 中山医院
院長 中山 公彦 先生
私は、昭和63年8月に父が他界しため、家業を継ぎ開業
医となりました。
当院の開業は昭和2年に祖父が開業し、私
で三代目であります。地域の皆様のおかげで長年に渡り医
業をさせていただいております。そして、平成16年4月に、
「医療法人

怜真会

中山医院」
と改名しております。
当院

は、主に外来診療と往診(訪問診療)をしており看取りも行
っております。昭和63年の家業継承以来、筑波記念病院さ
んには大変、
お世話になっております。私のような一開業医
にとっては、筑波記念病院さんは大変心強い存在でありま
す。今後とも、何かとお世話になる機会が多いと思いますの
で、
病診連携をはじめ御指導のほどお願い申し上げます。

中山医院
〒304-0014 茨城県下妻市中郷185
TEL：0296-43-2512
診 療 科：内科・胃腸内科・小児科・外科
診 療 時 間：平日8：30〜12：00、15：00〜18：00
土曜8：30〜12：00、
14：30〜16：00
休 診 日：木、
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.15

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〜

秋といえば食欲の秋です。秋は栄養価も高く美味
しい食材がたくさんあります。今回は旬の食材を生
かした、簡単レシピを考案しました。

さんまときのこの
炊き込みご飯
一人分 エネルギー：424kcal

塩分：2.0g

材 料（2人分）
●白米………………… 1合
●生さんま …………… 1匹
●まいたけやしめじなど

お好みのきのこ

1/2株

炊き込み調味料

★めんつゆ ……… 小さじ１
★砂糖………… 小さじ1/2

★塩…………………… 少々

●しょうが0.5片
（好みで調節） ★みりん ………… 小さじ１
●刻みネギ …………… 適量

●白ごま …………… お好み

★酒……………… 小さじ1
★しょうゆ …… 小さじ１強

作り方
❶さんまの内蔵をとりのぞき、
グリルで強火にし、
６〜７分焼く。
❷きのこは食べやすい大きさにし、
しょうがは千切りにする。
❸炊飯器に洗った白米と水と★の調味料を加え、
かき混ぜ溶かす。
Point! 水量を目盛りより2~3mm少なめに調整する。
❹具材とさんまを炊飯器に散らして炊飯する。

●サンマに含まれるDHAは中性脂肪や悪玉コレステロールを
減らす働きがあります。
●きのこ類に含まれるうまみ成分のグアニル酸は
高血圧や動脈硬化の予防にもつながります。

❺炊飯後、
身をほぐすようにかき混ぜ、
ねぎを散らす。

記念樹つくば

栄 養ポイント

わたしたち管理栄養士は、患者さんのことを思い、
より良い献立を考えております。
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記念樹インフォメーション

胃内視鏡検診のご案内
2019年6月よりつくば市にて胃内視鏡検診

が始まり、当院で検診を行うことができるよう
になりました。

胃内視鏡検査は胃エックス線検査に比べ

て、病変の発見率が高く、胃がんによる死亡リ

スクを減少させる効果があるとされています。
50歳以上の偶数年齢の方が対象となりますの

で是非この機会に検査をお受けいただくこと
をおすすめします。

予約時に、受診券が必要となりますので事

前にご用意いただき、お問い合わせ時に「つく
ば市の胃内視鏡検診希望」
とお伝え下さいま
すよう宜しくお願い致します。

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

指定居宅介護支援事業所

障害者相談支援事業所 ｢かえで｣

つくば
中央IC

線

学園

土浦

学園西

国道408号

筑波記念会

｢筑波総合クリニック｣

至常総

外来専門クリニック

万博記念
公園駅

サイエンス大通り

大穂豊里地域包括支援センター

つくばエクスプレス

関連施設
救急センター

ば駅
つく
クレオ

松代

●リハビリテーション科 ●放射線科 ●麻酔科 ●病理診断科

つくばセンター

学園東

通り
東大
学園

●小児科 ●婦人科 ●精神科 ●皮膚科 ●眼 科 ●耳鼻咽喉科 ●泌尿器科

妻木

通り
北大

イーアス
研究
学園駅

●心療内科 ●アレルギー科 ●リウマチ科 ●外 科 ●脳神経外科

柴崎

西平塚

土浦駅

診療
科目

国土
地理院

口ノ堀陸橋下

常
磐
自
動
車
道

病床数 487床

土浦北
IC

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

