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乳癌。現在女性死因第一位の病気です。マスコミや芸能人の影響もあり、近年著しく注目されているこの病気。
当院では、乳癌に向き合う患者さんのサポートを20年以上続けております。今回はその活動報告を中心に、当院
乳腺内分泌外科の紹介とその歴史を、乳腺内分泌外科長の石川医師が語ります。ぜひご一読下さい。

乳癌患者さんの会「リボンの会」を開催しています
当院では乳癌の手術を受けられた
患者さん同士の交流の場、情報交
換をする場を提供するため、「リ
ボンの会」を開催しております。
外来では時間がなくて聞けなかっ
たこと、乳癌という重圧にひとり
で悩んでいたことなどをスタッフ
も交え、患者さん同士で語り合う
場がどうしても必要だと考え発足
しました。
1990年発足した「乳癌術後患者
さんの会」を前身として、2000
年から名称を「リボンの会」とし
て年1回開催しております。
開催時期は11月。多忙な患者さ
んのご都合や農業繁期と年末年始
を考慮しております。
開催場所は当院併設の筑波学園看
護専門学校。 当校で乳癌に関す
る講義をしているご縁もあり、看
護学生の皆様にも手伝ってもらっ
ております。

「リボンの会」の名称はある看護
師の命名です。由来は定かではな
いのですが、乳癌健診の啓蒙活動
をピンクリボン運動ということも
あり、リボンの会にしたのではと
推察しております。
リボンの会では、すぐに役立つ乳
癌の知識、化学療法、リハビリ
テーション、リンパマッサージ、
食事指導など、色々な分野から役
立つ情報を患者さんに提供してお
ります。また、患者さんを囲んで
の座談会を行い、日常で悩んでい
ること、疑問に思っていることに
ついてスタッフが答えるコーナー
を設けております。

また、リマンマ(術後の補正下着)、
化学療法での脱毛時に役立つ医療
用ウイッグをそれぞれワコール、
アデランスの各社の方に説明して
頂き、実際に試着をして頂くコー
ナーも設けております。
リマンマは20年前まではいわゆる
“らくだ”色しかありませんでし
たが、今ではカラフルでレースな
どの飾りもついている素敵な製品
が沢山あります。水着もあります。

医療用ウイッグも軽くて通気性が
よく、毛の色、質感も幅広く選択
できるようになりました。また、
製作日数も大幅に短縮され、以前
よりも安価になりました。

病のときにこそ、いつものように、
いやそれ以上にファッショナブル
に。リマンマやウイッグからもエ
ネルギーをもらえる時代が到来し
たといっても過言ではありません。

乳癌は女性死因第一位の疾患であ
り、16人に1人が乳癌になる時代で
す。
患者さんの悩みを受け止めて、患
者さんをやさしく包んであげられ
る医療をスタッフの皆様と共に提
供して参りたいと常々思っており、
リボンの会がその一助になること
を願ってやみません。

(乳腺内分泌外科 石川)

2015年度リボンの会の様子
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●出身大学

筑波大学

乳腺内分泌外科を担当しておりま
す、石川智義と申します。
私は筑波大学医学専門学群を1989
年に第10回生として卒業し、筑波
大学附属病院外科系レジデントと
して6年間の研修を経たのち、同
大学大学院医学研究科生化学専攻
にて三輪正直教授のご指導の下で
主に末梢血液を用いた甲状腺癌の
早期発見についての研究で、1999
年に学位取得、同年4月より当院
代謝内分泌外科(現・乳腺内分泌外
科)に勤務しております。

これまでの科の変遷を交え、乳腺
内分泌外科のご紹介をさせて頂き
ます。

乳腺内分泌外科は設立当初は一般
外科として、その後、代謝内分泌
外科を経て、現在の乳腺内分泌外
科に至っております。

一般外科は、外来診療時に母斑、
粉瘤などの表在にある腫瘤を外来
診療の合間や外来診療終了後に局
所麻酔下に切除する外科として発
達しました。このなごりで当科で
は主な手術器具の名称、創傷治癒
などを“一般外科”として講義し
ていた時代もありました。

表在の外科であるため、代謝内分
泌外科は、当初、形成外科と同じ
グループで、添田周吾教授の下で

●診療科

乳腺内分泌外科

●取得専門医・認定医

石川乳腺内分泌外科長
プロフィール

その11～乳腺内分泌外科診療部紹介
●名前 石川 智義(イシカワ トモヨシ)
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日本外科学会専門医、日本乳癌学会
認定医、日本内分泌・甲状腺外科学会
専門医、介護専門員、日本医師会認
定産業医、日本医師会認定スポーツ
医、茨城県医師会禁煙指導者、茨城
県糖尿病認定医

●役職
乳腺内分泌外科科長

一方、“代謝外科”の“代謝”と
は主にヨード代謝で、甲状腺ホル
モンの代謝を指してあります。甲
状腺機能亢進症、主にバセドウ病
の手術がこれに該当します。現在
ではバセドウ病の治療は薬物療法
が主であり、甲状腺亜全摘という
手術療法を行うことは少なくなり
ました。

筑波学園病院では、田中秀行先生
(現・牛尾病院)、今村明先生(現・
守谷慶友病院)が赴任され、消化器
外科のチームの診療と共に乳腺甲
状腺外科の診療を行い、2000年か
らは代謝内分泌外科にのみの診療
となりました。現在は乳癌健診、
外来診療、検査、手術、化学療法、
リハビリテーション、介護をミッ
クスした緩和ケアなどの広い分野
に携わらせて頂いております。

今後とも、乳腺内分泌外科医とし
て、患者さんのお役に立てるよう
に努力して参る所存です。
本年も引き続き宜しくお願い致し
ます。

形成・代謝内分泌外科として診療
をしておりました。

代謝内分泌外科の“内分泌”とい
うのは甲状腺、副甲状腺、副腎、
膵臓、下垂体の内分泌腺が相当し
ます。現在も筑波大学附属病院乳
腺甲状腺内分泌外科では、原尚人
教授のご指導の下で副腎腫瘍の内
視鏡手術をしております。

乳腺は本来、“内分泌”臓器では
なく、“外分泌”臓器であります
が、表在に位置することなどから、
当科で診療をして参りました。科
設立当時は、乳癌は現在のように
頻度の高い癌という位置づけでは
なく、乳腺外科は残念ながら日本
では米国と比較して発展途上の一
分野でした。
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禁煙にご協力下さい
一般財団法人筑波麓仁会では、健康増進法により
社会的にも禁煙の風潮の中、各施設及び敷地内に
おける全面禁煙を実施しております。
建物内だけでなく、駐車場等すべての場所が禁煙
となります。
当財団の基本理念の一つである健康増進に寄与す
る目的からも何卒ご理解ご協力をお願い致します。

財団の将来と職員の福利に貢献したい

財団からのお知らせ

その1～事務局長 清水一夫財団職員インタビュー

財団職員に様々な切り口で行うこのインタビュー。第1回のテーマは「こんな病院が作りたい」。 2015年4月
に現役職に就任し病院経営の最前線で活躍中である財団理事・事務局長の清水一夫がその思いを語ります。

・・・・宜しくお願いします。早速ですが、清水
局長の目指す病院をお話し下さい。
清水
「一言では難しいですが、私の目指すのは『気持
ちのよい病院』です。患者さんやご家族にとって、
気軽に来れて気持ちよく医療が受けられる場所。
職員にとっても、気持ちよく働ける場所。そんな
病院が理想かなと思います。」
・・・・患者さんへの働きかけはどのように行っ
ていくのでしょうか。
清水
「患者さんが病院に求めているものの一つが、安

全で安心できる医療環境です。病院は沢山の患者
さんの命を預かる場所です。そのため、患者さんを
不安にさせることがあってはなりません。そんな医
療環境の安心や安全を患者さんに伝えることができ
る病院として、地域の皆様から信頼され、選ばれる
病院となれるよう努力して参ります。」
・・・・では、職員へのアプローチはどのように。
清水
「当財団では、職員一人ひとりやその家族の充実し
た生活をサポートするため、福利厚生制度や施設を
整えています。また、職員が将来を見据えて、末永
く安心して働けるように、ライフステージに合わせ
て必要なサポートを用意しています。」
・・・・最後に当院の今後の目標をお願いします。
清水
「当院は、少子高齢化の進行、医療や介護需要の高
まり等に備え、患者さん
視点を第一に、地域医療
を支える中核病院として
急性期医療の向上に努
めていきます。」
・・・・本日は有難う
ございました。
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この度、当財団理事長の藤澤順一が、平成27年度秋
の叙勲で旭日小綬章を受章致しました。

平成27年度秋の叙勲受章

財団ニュース～ 藤澤理事長 秋の叙勲受章
筑波学園看護専門学校戴帽式・クリスマス会

筑波学園看護専門学校 戴帽式・クリスマス会

11月20日、平成27年度第12回筑波学園看護専門学
校戴帽式が行われました。
戴帽式は、中世にさかのぼり、ナイチンゲールより
伝えられた人間愛の灯火を受け継ぐことを意味して
います。看護学生への「戴帽」は、看護師の象徴と
しての「ナースキャップ」という形を通し、諸先輩
方から託された「看護の心を大切に引き継ぐ」儀式
です。この式典の後、学生は更に看護師になる自覚
を高めることができます。

また、クリスマスには、当院病棟で同校主催による
クリスマス会が開催。サンタの格好に扮した学生達
が合唱を行い、入院患者さん一人ひとりにクリスマ
スカードを手渡しました。これも入院患者さんに心
が温まるようなひとときを過ごしてほしい、という
「看護の心」から生まれたイベントです。
思わぬクリスマスプレゼントに、入院患者さんやご
家族の中には一緒に歌う方もいらっしゃったほど、
驚きながらも皆喜んで頂けました。

秋の叙勲とは、長年にわたってその道一筋に打ち込
んできた人や芸術の分野で功績があった人などに国
より授与される栄典で、春と秋の年2回授与されて
います。今回の秋の叙勲受章者のうち茨城県では旭
日小綬章受章者は4名。
旭日小綬章とは日本の勲章の一つで、旭日章6つの
中で4番目に位置します。旧称は「勲四等旭日小綬
章」。社会的・経済的・国際的な発展に対する寄与
が大きい企業の最高責任者等に贈られます。

藤澤理事長はつくば市古来出身で、東京農業大学卒
業後、県レクリエーション協会長、茨城県少年野球
国際交流協会長を務め、茨城県議を5期、つくば市
長を2期を務めあげています。現在でも地域の活性
化に貢献しており、そうした長年の業績が評価され
ての受章となりました。
「身に余る光栄です。今後も一社会人として経済お
よび社会の発展、産業の振興に微力ながら全力を尽
くしたい。」との、受章に際した藤澤理事長の言葉
がありました。

これからも当財団はこの言葉の元、一致団結して皆
様の健康づくりに貢献していく所存です。
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当院地域連携相談室のソーシャルワーカー4名が東大
敷地内にある「ドナルド・マクドナルド・ハウス 東
大」を訪問し、チャリティー活動としてハウスで使
用する物品をお届けに伺いました。

「ドナルド・マクドナルド・ハウス」とは、遠方の
病院に入院中のお子さんのご家族が、経済的な負担

ソーシャルワーカーによるチャリティー活動報告

を減らし看病に専念できるよう低料金で提供してい
る滞在施設です。国内に10の施設があります。

当院の今回の活動はささやかなものですが、日々の
業務を通じこうした活動の意義を伝えて、病気を抱
えるお子さんとご家族が安心できる環境整備が進む
よう、地域医療連携に貢献していく所存です。

財団ニュース～ 社会福祉士チャリティー活動/リハビリ
テーション教室/つくばマラソン医療支援

つくばマラソン医療支援

地域連携とランナーのサポートを目的として、看護
師救急ワーキングチームが中心となり、第35回つく
ばマラソンの医療支援活動に参加しました。限られ
た資源環境での観察と判断力、そして多施設との
チームワークが重要です。今回、フルマラソンゴー
ル直後に1名の方が心肺停止となりましたが、当院
看護師が中心となり迅速な処置を実行し、社会復帰
できました。今後も病院での臨床業務、そして地域
貢献のために努力していきたいと思います。

第26回リハビリテーション教室

14年目、26回を迎えたリウマチのリハビリテーショ
ン教室。今回は筑波山登山です。
登山に不安と期待を持った方々が大半でしたが、曇り
空ながら筑波山周辺の木々は紅葉で色付いており、そ
の絶景に囲まれながら皆様楽しく無事に登山を成功さ
せることができました。
紅葉シーズンということもあり、山は非常に混雑して
いましたが、登山中に眺めた山々の景色はすばらしく、
筑波山パワーをいっぱいもらって帰りました。
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筑波学園病院
〒305-0854 茨城県つくば市上横場2573-1
TEL. 029-836-1355（代表）
FAX. 029-836-1918
http://www.gakuen-hospital.or.jp/

関連施設
筑波学園病院並木診療所
介護老人保健施設そよかぜ
つくば市在宅介護支援センターそよかぜ
指定居宅介護支援事業所そよかぜ
訪問看護ステーションそよかぜ
筑波学園病院訪問リハビリテーション
ポプラ保育所
筑波学園看護専門学校

～外来診療について～

029-836-6688

※当日予約のみ
8：00から受付(平日・土曜共)

今月の星座

一般財団法人筑波麓仁会

平日 9：00～16：00
土曜 9：00～12：00

平日 8：00～11：00 12：00～15：00
土曜 8：00～11：00
※日祝日・年末年始(12/29～1/3)は休診

♪編集後記♪ 文責・広報 岩崎

水瓶座～Aquarius
1/20～2/18生まれの人の星座。「無限の英
知」を象徴し、歴史上の知の天才の8割は水
瓶座と言われています。受験や資格試験など
「知」が必要なことが多いこの時期、この星
座にあやかり無事に乗り切りたいですね。

昨年は政治、自然・人的災害など激動の一年でした。

それは医療業界も例外ではなく、腹腔鏡下手術事故、プロ
ポフォール死亡事故、MERS感染拡大等、枚挙に暇があり
ません。更にマイナンバー制の医療情報連携への動きや新
専門医制度の整備開始など、今後の医療に大きな影響を
与えるであろう動きも見逃すことはできません。
こうした多面的な状況の中、当財団は堅実に医療と向き合
い進んでいく所存です。本年も宜しくお願い致します。

私は1976年8月に当財団に入職しました。当時は当
院もまだ発足したばかりで、薬剤師は2人で医師は5
人という体制で、日当直は皆で行っていました。
1991年12月から部分分業を開始し、1993年12月に
は全面分業しました。その時に薬剤師が4人退職して
しまいました。1994年2月からは薬剤管理指導業務
(100点業務)開始できる体制となりました。1999年5
月からは薬剤師当直体制を開始、A棟完成後にはIVH
無菌調製を開始し提供することになりました。
その後1999年11月には当院が病院機能評価認定され、
2001年4月には医療情報システム稼動(全オーダリン
グの導入)し薬剤部は24時間シフト体制に。2001年
12月からは化学療法剤の無菌調製を運用開始しまし
た。2009年10月のシステムバージョンアップ(部分
電子カルテシステム運用)からは、PDAの三点認証シ
ステム、1日分調剤の開始、全注射無菌調製開始を行
いました。また2010年1月には麻薬注射のオーダー
運用し、薬剤師19人体制で2012年4月から病棟薬剤
業務施設基準を業務運用しました。

「私の入職から現在～薬剤業務の遍歴」
財団つれづれコラム～その12

薬剤部部長 鶴田治郎

薬剤部メンバー 後列中央が鶴田薬剤部部長

医薬品の支出減を目指し後発医薬品への切換えを行
い、2014年4月で約30％、翌年9月には約70％まで
導入でき、今後80％以上の切換えを進めています。
これからも医薬品(情報)適正使用の実践(医薬品中央
管理)、チーム医療で医薬品の安全使用・管理の取組
み、薬剤管理指導、病棟薬剤業務、専門または認定
資格取得等進めていきます。
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