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当院の大腸内視鏡治療について
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内視鏡検査は、以前は病気の発見が主
たる目的でした。
しかし処置器具と技術の発達により、
近年は内視鏡的治療が広く行われるよ
うになり、以前では開腹手術しかな
かった病気が、内視鏡による手術で治
癒できる場合も多くなってきています。

それにより、体への負担が小さくて済
むほか、臓器を手術で取らずに残すこ
とができることで、ご高齢でも治療が
可能となったり、治療後の回復やその
後の生活への影響を最小限にすること
ができたりしています。

しかし、食生活の欧米化に伴い、大腸癌
は増加の一途で、まもなく男性でも死亡
者数は胃癌を抜いて2位に上昇すること
が推定されています。
そして、大腸癌の大部分は、腺腫と呼ば
れるタイプのポリープが進行して癌化す
ることが多いため、5mm以上のポリープ
を取ることで、大部分の大腸癌を防ぐこ
とが可能となります。健診で行う便潜血
では、やや進んだ大腸癌を発見すること
に主眼が置かれているため、癌を防ぐた
めには、下部内視鏡が大変重要になって
くることになります。

大腸カメラには抵抗がある患者さんもい
らっしゃいますが、最近の器具の進歩や
技術の進歩、更にはどうしても疼痛がつ
らい場合の鎮静剤による検査などで、当
院では、胃カメラより楽だったという患
者さんも少なくありません。

今回のテーマの下部内視鏡(大腸内視
鏡)ですが、近年日本人での大腸疾患は
大腸癌のみならず潰瘍性大腸炎、ク
ローン病など増加の一途にあるため、
その検査の重要性は、上部内視鏡以上
に増してきています。

ピロリ菌の発見と除菌により、胃癌の
頻度は急速に減少しつつあります。
2015年の統計では、日本人の癌死亡者
数は、男性では肺癌に続いて胃癌は2
位、大腸癌は3位、女性では胃癌は3位、
大腸癌は1位です。

早期大腸癌

看護師によるカメラチェック

当院の検査キット例 (左)検査用薬品一式 (右)検査用パンツ
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また、どうしてもカメラによる検査に
抵抗がある場合には、下部消化管の検
査では、おしりからバリウムを注入し
てレントゲンを撮る注腸検査、カプセ
ル内視鏡、CTによる大腸検査(CTコロ
ノスコピーといい、腸に炭酸ガスを送
り込んで大腸を膨らませてCTを取る方
法：当院では未採用)もありますが、ポ
リープが疑わしい場合には、結局大腸
内視鏡が必要となるため、最近では大
部分の患者さんは、初めから大腸内視
鏡を希望するのが現状です。
小さなポリープの場合は、出血しやす
くなる薬剤や病気がない場合には、外
来での検査で取ってしまいますが、大
きなポリープや早期大腸癌の場合には
入院治療が必要になります。
当院では、大腸内視鏡検査は、年間
1600件以上施行し、大腸ポリープや早
期大腸癌の切除も年間300件以上行っ
ています。

また、大腸癌以外にも、高齢で比較的多
い大腸憩室(ポケット状に腸の一部が壁外
に脱出したもの)からの出血への止血処置
などでも、大腸内視鏡は大変活躍してい
ます。

当院の大腸内視鏡検査の流れやよくある
質問などを次のページに記載しています
ので、そちらも参考にして下さい。
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大腸内視鏡検査の流れ

検査前日の朝・昼・夕方に大腸検査薬を摂取し、21時に緩下剤を内服

起床後7時に消化管運動改善剤と医師の指示による普段飲んでいる薬を服用

経口腸管洗浄剤を2リットル服用

来院、受付

内視鏡室看護師と排便の状況を確認

(検査が可能なら)検査用パンツを着用し、検査着に着替える

当院売店で買
えます！

順番が来たら、内視鏡室に入室

血圧や脈拍などを測定(鎮静剤を使用する場合は心電図モニターを装着)

左向きで横になり、検査開始カメラの進み具合で上を向い
たり右を向いたりします。

異常が見つかったら、組織を採取したりポリープを切除する(事前に問診あり)

ポリープを切除した場合は出血予防のため金属のクリップで傷を縫う

検査終了。再度脈拍や血圧などを測定

退室、着替え、会計、帰宅

一気に飲まずに用法に沿ってゆっくり
飲みましょう。

お疲れ様でした！

会計は自動支払機で。
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消化器内科
外来担当表

完全予約制

予約センター
平日 9：00～16：00
土曜 9：00～12：00

予約受付時間：

大腸内視鏡検査Q&A

……ご希望により行います。事前に医
師または看護師にお知らせ下さい。

……当院にお電話頂き、内視鏡担当看
護師の指示に従って下さい。

※非常勤医師

……健診センターにお電話でご予約下
さい(029-836-1983)。ただし、『健
康診断などで便潜血が陽性になった
方』『大腸ポリープの切除をされたこ
とがある方』『大腸の手術をされたこ
とがある方』『腹痛などの消化器症状
がある方』は対象となりません。消化
器内科受診をお願いします。

……健康診断などでよく行われる便潜
血(検便)は、やや進んだ大腸癌発見が
主です。それに対し大腸内視鏡検査は
初期の大腸癌も発見しやすいです。

……下剤は外来で渡されます。検査用
パンツは当院内売店で購入下さい。ま
た、検査前日用の食事セットも当院売
店でご購入頂けます。

……状態にもよりますが、約15分ほど
で終了します。
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日本内科学会認定内科医、日本がん治療認定医機構認定
医、日本消化器病学会消化器病専門医、日本消化器内視
鏡学会消化器内視鏡専門医、日本肝臓学会肝臓専門医

●取得専門医・認定医など

●役職 統括診療部長・消化器内科部長

西 雅明 (にし まさあき)

日本内科学会認定内科医、日本消化器病学会消化器病
専門医、日本肝臓学会肝臓専門医

●取得専門医・認定医など

●役職 消化器内科科長・内科系救急科長

専門医・看護師からのひとこと

内視鏡は超音波内視鏡も常備し、憩室
出血など緊急手術から大腸癌の早期癌
剥離術のみならず、胆道、食道静脈瘤
の高度な処置も行います。
看護師、薬剤師、放射線技師、臨床工
学技士、検査技師、栄養士、MC/事務
スタッフにも恵まれ、至らないことは
ありますが、この地域の命に真摯に向
き合っております。
コー●ックが効かない時はお気軽に受
診して下さい。皆様に笑顔が戻るよう
少しでもお役に立てれば幸いです。
また、二次検診の内視鏡は癌早期発見
に有用です。

消化器内科は大きく消化管と肝・胆・
膵の二分野があり、当院では各分野の
専門がおり、全てに対応できます。
吐血、胆管炎の緊急内視鏡、重症膵炎
の緊急カテーテル等も対応可能です。

当院消化器内科では経鼻内視鏡を含め
た上下部内視鏡による一般的な検査・
治療に加え、胃瘻増設、胆道ドレナー
ジ、ステント挿入、ポリープや早期胃
癌・大腸癌切除術を網羅しています。

薬物療法としては肝炎の最新治療や各
種消化器癌に対する化学療法を行って
います。
さらには肝癌に対するラジオ波焼灼術
や肝動脈塞栓術を行うと共に、抗がん
剤の肝動注療法など他院では行われに
くい治療も積極的に行っています。
当院は消化器内科の二次三次治療が可
能な救急病院として夜間・休日での他
病院からの紹介も多い病院です。
今年度は定年退職や異動などで少数精
鋭となっておりますが、スタッフ一同
患者さんのために最大限の処理を行っ
ています。

松田 健二 (まつだ けんじ)
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●取得資格など

村下 徹也 (むらした てつや)

日本内科学会認定内科医、日本消化器病学会消化器病
専門医、日本消化器内視鏡学会消化器内視鏡専門医

●取得専門医・認定医など

●役職 消化器内科医長

日本消化器内視鏡学会消化器内視鏡専門医、日本消化
器集団検診学会認定医、茨城県指導医養成講習会修了

●取得専門医・認定医など

●役職 健診センター長兼内視鏡室室長

消化器内視鏡技師(第一種) 等

内視鏡担当看護師

昨今、消化器領域における内視鏡治療
の進歩はめざましいものがあります。
早期の食道癌、胃癌、大腸癌がESD(内
視鏡的粘膜下層剥離術)で根治が期待で
きる時代であり、当院でも拡大内視鏡
検査を用いた癌の精査の後に積極的に
ESDを行っています。
ESDは『早期癌』が適応であるため、
早期発見のため定期的な内視鏡検査が
重要です。

当院に勤務して20年以上になります。
内視鏡検査が私の仕事の中心ですが、
ぜひ皆様に訴えたいことがあります。
『35歳になったら、1年に1回内視鏡検
査を受けましょう。』
辛い検査ではありますが、短時間で
隅々まで診るよう努力しています。
また、この度当院健診センター長を拝
命しました。今後も患者さんのために
尽力する所存です。

私達、内視鏡室で業務をしている看護
師は、病気に対する不安や検査・治療
の苦痛に対する不安を持ちながら内視
鏡を受けられる患者さんに対し、少し
でも不安を軽減できるように心掛けて
います。
また、消化器内視鏡技師資格を持つ看
護師も多く在籍しており、緊急の検査
や処置に安全・安心・迅速に対応でき
るよう常に準備をしています。
安心して検査にいらして下さい。

川西 宣裕 (かわにし のぶひろ)

学園ひろば秋号 2017.11.1発行



一般財団法人筑波麓仁会

専門医として生活習慣病を解説

6月5(月)から9日(金)までの5日間、ラ
ジオ日本『健康 知りたい話』に、当院
腎センター長の高田健治医師が出演し
『糖尿病と腎臓病』のテーマで講演し
ました。

ラジオ日本『健康知りたい話』とは、
1日10分、健康・医療について知りた
い話、身近な疾患をわかりやすく解説
した番組です。1991年10月放送開始
後、20年以上放送しています。

今や生活習慣病の代名詞である糖尿病
について、長年専門医として向き合っ
てきたその経験から、糖尿病の原因と
診断、生活習慣との関わり、合併症、
フットケア治療など、毎日切り口を変
えてわかりやすく解説しました。

また、高田腎センター長は、9月3日
(日)に開催された市民向け公開セミ
ナー「しもつま健康フェスティバル」
でも、当院栄養科主任の東谷と共に慢
性腎臓病(CKD)について講演をしまし
た。会場となったイオンシネマ下妻は
立ち見が出るほどの盛況でした。

しもつま健康フェスティバルにて講演を行った高田腎セン
ター長(左)と東谷栄養科主任(右)

透析室で回診中の高田腎センター長

高田腎センター長が生活習慣病テーマでラジオ出演、講演

財団ニュース

学園ひろば秋号 2017.11.1発行
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当院では職員によるあいさつ運動を行っています

前期消防避難訓練が実施されました

8月末日、前期消防避難訓練が行われ
ました。今回の訓練は雨天により外で
の各種訓練は中止、対策本部も当院大
会議室に変更しての実施となりました。
訓練は7A病棟リネン室からの出火想定。
7A病棟事務員による火元発見・初期消
火後に施設課職員がつくば市消防本部
へ通報。その後、案内班に誘導された

避難患者が対策本部に次々に到着し、
約20分後避難完了。つくば市消防本部
からの指導・講評を頂いて訓練は無事
終了。雨天によるイレギュラー訓練で
したが、皆落ち着いて行動できました。
火災等は起こらないに越したことはな
いのですが、万が一の際には患者さん
をスムーズに避難させられるように、
当院は今後もこうした安全訓練を欠か
さず行っていきます。

当院では7月末から9月上旬までの約
1ヶ月間、あいさつ運動を行いました。
『患者さんや利用者の方々とのがつな
がりを深め少しでも気持ちよく感じて
頂けるため』『職員のコミュニケー
ションを高め自然に誰にでもあいさつ
ができるようにするため』という目的
で年2回行っています。
看護師・臨床検査技師・理学療法士・

あいさつでつながりを深めたい 事務職員などのコ・メディカル、ケア
センター職員、各部署の管理職員等が
正面入口と通用口付近に立ち、来院さ
れた方々に大きな声であいさつをしま
した。
十人十色、いろいろな人がいますが、
どんな人にとってもあいさつは人間関
係の基本でありとても重要なものです。
次回の当院あいさつ運動は11月。皆さ
んも朝の気持ち良いあいさつを始めて
みませんか。

万が一の際の患者さんの安全ために

学園ひろば秋号 2017.11.1発行



10月入職医師紹介
インフルエンザ接種開始

インフルエンザワクチン接種のご案内
筑波学園病院では以下の要領にてイン
フルエンザワクチン接種を実施中です。
ワクチン接種をご希望の方は、予約セ
ンター(029-836-6688)にお電話でご
予約お願いします。
完全予約制となります。詳細は予約時
にご確認下さい。

財団からのお知らせ

一般財団法人筑波麓仁会
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10月入職医師紹介
インフルエンザ接種開始

10月入職の常勤医師紹介

戴帽式・秋香祭開催について

6名の常勤医師が10月から新たに加わりました。宜しくお願いします！

消化器内科 新里悠輔
外来担当日：月曜AM

産婦人科 長谷川裕子
外来担当日：金曜AM(産)、火
土AM(婦人)、月金PM(不妊)

腎臓内科 清水 達也
外来担当日：水曜PM

外科・消化器外科
山田 嵩宜

筑波学園看護専門学校では11月に戴
帽式と秋香祭を行います。
戴帽式は、1年生がナースキャップを
受け取り、実習に臨む心構えを持つ
ための式典。厳かな雰囲気の中行わ
れます。秋香祭は学生全員による手

昨年の様子 (左)戴帽式 (右)秋香祭

呼吸器内科 林 大樹
外来担当日：金曜AM

産婦人科 森 悠樹
外来担当日：水曜AM(婦人)、
水木金PM・土AM(不妊)

一般財団法人筑波麓仁会
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作りの文化祭で、毎年たくさんの来
場者で盛り上がります。
戴帽式は11月29日(水)13時半からつ
くばカピオ、秋香祭は11月11日
(土)10時から当校校舎で開催。お近
くに来た際はぜひお立ち寄り下さい。



【発行】
一般財団法人筑波麓仁会

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） 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

一般財団法人筑波麓仁会

029-836-6688

※当日予約のみ
8：00から受付(平日・土曜共)

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

今回あいさつ運動の写真を撮影していた時に、首だけのおじぎが多く
腰から曲げておじぎをしている職員は少ないことに気付きました。

確かに明るく大きな声は出ていたのですが、おじぎは相手への敬意を
示す重要な動作。心があってもその表現が悪ければ、相手にとっては
「気持ちがこもっていない」となってしまいます。
医療も接客。「礼儀作法」の意味をもっと考える必要があると感じました。

当院では、乳癌患者さんの交流会「リ
ボンの会」を開催しています。

外来では聞けなかったこと、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必要だ
と考え、平成2年に発足。平成12年から
名称を「リボンの会」として、当院乳
腺内分泌外科科長の石川智義医師が中
心となって年1回開催しています。

すぐに役立つ乳癌の知識、リハビリ、
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います。
患者さんを囲んでの交流会・相談会で
は日常の悩みや疑問についてスタッフ
がお答えします。
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
グの試着コーナーも設けています。
ぜひご参加下さい。

乳癌患者さんの会「リボンの会」開催のお知らせ

～外来診療について～

学園ひろば秋号 2017.11.1発行

日時：12月9日(土)13：30～(13：00受付)

場所：筑波学園看護専門学校講堂

申し込み・問い合わせ：

外科外来看護師奥澤・松崎・塚本
029-836-1355(代)

昨年の様子


