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筑波学園病院看護部は、看
護の質の向上をめざし、人材
の確保と育成を推進し、組織
や社会のニーズに応えます。

1.チーム医療の推進者として
患者家族の想いを尊重した看
護を提供します。

2.やりがいをもって働き続けら
れる職場環境を整備します。

筑波学園病院看護部は、急性期病院として地域包括ケアシ
ステムを推進し、病院間、地域との連携強化を行っており
ます。

患者さんが安心して治療・療養生活を送ることができるた
めに、看護サービスを提供する仕組みを、看護師が2人で看
護を行う体制へ変更しました。

副病院長兼看護部長 小林 弘美

看護部の理念
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専門職業人として、常に看護とは何か
を問いながら、患者さん・ご家族の想
いに寄り添い、根拠ある看護の展開が
できるよう看護師の育成を強化してい
きたいと思います。
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入退院支援部とは
入退院支援とは、予約入院される患者さ
んやそのご家族に対し、入院前から療養
に必要な基本情報を伺い、退院後の生活
も含め不安なく入院して頂くことです。

当院看護部では2018年4月より、入退院
支援部を専門に設けており、入院案内を
担当しています。現在3名(内病棟兼務1
名)が所属しています。(2018年8月時点)

外来通院中から、入院そして退院後の
生活に至るまで、患者さんやご家族の
不安を軽減できるよう、院内のソー
シャルワーカーをはじめとする他職
種・ケアマネージャー・訪問看護師な
ど、在宅生活を支えている職種と連携
を図りながら「その人らしい療養生
活」が送れることを目指しています。

入退院支援部について

ソーシャルワーカーって？

ちょっと補足・・・ 病気やけが、高齢や障害などを抱える人
やその家族に対し、日常生活を送るうえで
の様々な不安や困りごとに対する支援
（ソーシャルワーク）を行う仕事です。
医師や看護師とは異なる立場から、相談
者に対してのアドバイスや指導を行ったり
することで、早期の社会復帰や社会参加
等を支援していきます。
当院でも主に入退院支援の際に協力を頂
いています。

入退院支援部の活動

入院や退院というのは、何をどうしていい
かわからないというご家族がほとんどだと思います。
私達がフォローしますので何でもご相談下さい。

病棟看護師・ソーシャルワーカーとのミーティング

ご家族との退院調整相談
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ユニット病棟
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婦人科、泌尿
器科を主科と
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医療に関して
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ています。

整形外科病棟
です。
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手術後の対応
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つ病棟です。
あらゆる診療
科の急性期治
療を担い、周
術期や重症な

多数の診療科
があり、特に
救急看護や内
視鏡看護に力
を入れていま
す。
また不妊治療

やがん化学療
法を受ける患
者さんも多い
です。

年間4500件、
主に整形外科
や消化器外科
関連の手術を
行っています。
患者さんの安
全を第一に、

消化器外科、
乳腺内分泌外
科、歯科口腔
外科の混合病
棟です。
主に周手術期
看護の患者さ
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8A病棟
消化器、循環
器内科の病棟
です。
検査、化学療
法、内視鏡な
ど急性期を中
心とした治療

を受ける患者
さんの看護を
行っています。

ん(手術を目的
とした患者さ
ん)が多く入院
されます。

が送れるよう
保育士とも連
携をとってい
ます

やリハビリ看
護も多く行っ
ています。

(血管拡張術)に
も対応してい
ます。

患者さんに対
して集中的な
治療や看護を
行っています。

医師や他職種
とのチーム医
療を提供して
います。
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認定看護師紹介
認定看護師とは、日本看護協会認定看
護師認定審査に合格し、特定の看護分
野において熟練した看護技術と知識を
持つことを認められた看護のエキス
パートで、以下の役割を担います。

当院では、がん化学療法看護認定看護
師、緩和ケア認定看護師、集中ケア認
定看護師の3名が在籍しています。

２、指導：看護職に対し看護実践を通
して指導
３、相談：看護職に対するコンサル
テーション

１、実践：個人、家族および集団に対
して、熟練した看護技術を用いて水準
の高い看護を実践

がん化学療法看護の専門的な知識と技
術を活かし、がん化学療法を受ける患
者さんが、安全に化学療法を受けるこ
とができるように副作用症状のマネジ
メントを行い、患者さんがセルフケア
を実践できるよう援助します。

がんの治療には主に手術療法・放射線
療法そして抗がん薬を使用する化学療
法があります。
日々新しい治療薬が導入されていく中
で、患者さんはがん化学療法に対する
不安・副作用対策への悩み、自分の人
生や家族への思いなど、たくさんの思
いを持ちながら、治療に臨んでいます。
安心して治療を受けられるよう、院内
全体の安全・安楽な投与管理に努めて

がん化学療法看護認定看護師

います。
通常は外来で勤務し、外来で治療を受
ける患者さんのケアをメインに行って
いますが、病棟で治療を受けている患
者さんの相談にも対応しています。

また、IVナースをはじめとする看護ス
タッフに対して、抗がん薬の取り扱い
や副作用対策についてなど看護師育成
を行なっています。

抗がん薬の調整

一般財団法人筑波麓仁会
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緩和ケアの目標は「患者様とそのご家
族が自分らしく過ごせる」ことです。
そのために緩和ケア認定看護師は、疼
痛、呼吸困難、全身倦怠感、浮腫など
の苦痛症状の緩和や、患者さん・ご家
族へのケアを行うのが主な役割です。

緩和ケアというと「終末期ケア」と思
われがちですが、当院の緩和ケアとは、
病状の進行に関わらず早期から苦痛の
軽減を図ることを目的としています。

医師とがん患者のコンサルテーションを行う

重症患者への救急処置

対象はがん患者さんだけでなく、非が
ん患者さんと家族です。症状マネジメ
ントだけでなく、患者さん・ご家族の
意思決定支援を行ない、患者さんの代
弁者となり、患者さん・ご家族に寄り
添っていきたいと考えています。

そのような患者さんの「重篤化の予
防」や「早期回復の支援」に必要なケ
アを的確に実践していくことを目標に
活動をしています。

状態が変化する患者さんの反応を見極
めながら、「根拠あるケア」を提供で
きるように日々考え、今後も勉強を続
けています。
また患者さんが一日でも早く回復でき
るように、様々な医療スタッフと連携
を図りながらケアに取り組んでいきま
す。

※体内の恒常性を乱す可能性がある刺激全
般。外傷・骨折・感染症等に加え、投薬・
注射・手術等の医療行為も含む。

重篤な状態に陥
る可能性があり
ます。
集中ケア認定看
護師として、

今後は、個別相
談・継続サポート
ができるようなシ
ステムを作りたい
と思います。

当院HCU(高度治療室)に配属されてい
ます。HCUに緊急入室する患者さんは、
身体に過大な侵襲※を受けているため、

一般財団法人筑波麓仁会
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精神科認定看護師は、他の認定看護師
と違い、日本精神科看護技術協会が主
催の資格で、1995年に創設した20年
以上の歴史を持つ資格です。
細分化されており、当院所属の精神科
認定看護師は、精神科訪問看護が専門
分野となります。

精神科認定看護師の役割は、精神科看
護の専門的な知識や技術を元に、精神
科看護の現場で起こるさまざまな状況
に対応し、他部門との調整役としても
機能し、医療現場の精神科看護を向上
させることです。

環境変化により、不安を抱えている患
者さんや認知症を患っている患者さん
に対し、身体疾患の治療が順調に進め
られ、早期に安心できる療養環境に退
院できるよう患者さんとそのご家族に
対しチームで関わっています。

チームの活動としては、医師・理学療
法士・薬剤師・ソーシャルワーカー・
病棟看護師など、多職種間で患者さん
の情報を共有し、人として尊重する事
や自尊心を傷つけないことを重視し、
多職種の専門的な知識を元にカンファ
レンスを行い、具体的な援助方法等を
検討しています。

また、看護師に対しては、定期的に認
知症患者の看護に関する勉強会を行い、
看護の質向上を目指しています。

精神科認定看護師

病棟看護師、理学療法士とカンファレンス

受講資格審査
↓ 

精神科認定看護師教育課程
（研修会・実習）

↓ 
精神科認定看護師認定試験
↓ 

登録（登録後は、５年毎に更新）

●資格取得の流れ

精神科認定看護師
マーク

合格

修了

合格

7一般財団法人筑波麓仁会
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5月23日、「第6回看護職のワーク・ラ
イフ・バランス(以下WLB) 推進カンゴ
サウルス賞」授賞式におきまして、当
院看護部が同賞を受賞しました。

カンゴサウルス賞とは、看護協会の主
催する看護職のWLB推進ワークショッ
プに3年間取り組み、看護職の働き続
けられる環境作りに励んだ施設に贈ら
れるものです。

看護部のワーク・ライフ・バランス活動が表彰されました

当院看護部では、看護職員の人員確保
と働き続けられる職場づくり、看護の
質の向上を目的として、日本看護協会
のプロジェクト以前からWLB活動に精
力的に取り組んでいました。
具体的には、看護の質の向上、超過勤
務の減少、長期休暇の取得等を行って
おり、世代別アプローチを計画し看護
のやりがいを理解してもらうために実
践していました。

こうした取り組みの数々が今回の賞に
つながったものであり、大変誇らしく
思います。日本看護協会のWLB推進
ワークショップ事業参加は3年間で終
了となりましたが、引き続き当院看護
部ではWLBワーキングチームの活動を
継続し、看護職だけでなく他職種にも
広めていく活動を行っていく所存です。

財団ニュース・お知らせ

学園ひろば夏号 2018.8.1発行

オンオフ
の切替と
充実が
大切！

賞状を掲げる小林副病院長兼看護部長（左から2番目）

看護協会マスコットのカンゴサウルスと賞状

仕事を頑張り・・・ 休みは登山！
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第2回市民公開講座を開催します
『手のしびれ・痛みはなぜおこる？どう治す？』

学園ひろば夏号 2018.8.1発行

第1回公開講座の様子

健康に関する第2回市民公開講座『手
のしびれ・痛みはなぜおこる？どう治
す？』を開催します。

手のしびれや痛みについて原因が複数
あることをご存じですか？
外科的な原因のイメージが強いかもし
れませんが、糖尿病や膠原病など内科
的な疾患が原因のものも多いのです。

今回の公開講座では、当院医師による
講義により、手のしびれや痛みの原因
の理解を深めてもらい、どの診療科に
かかったらいいかという手助けをする
と共に、作業療法士による手のリハビ
リの実施指導も行います。
個別相談もありますので、ご安心下さ
い。
また、看護師による健康相談も行い、
健康全般についても相談に乗りますの
で、こちらも是非ご利用下さい。

プログラム(敬称略)：

１、坂根 正孝
(リハビリテーション科医師)

「しびれとは何？」

２、作田 直記 (整形外科医師)

「末梢神経障害とは？」

３、内海 裕之
(リハビリテーション科作業療法士)

「日常生活の工夫とは？」

４、個別相談 (リハビリテーション科)

健康相談 (看護部)

日時：2018年8月18日（土）

時間：14:00～16:00
(受付13:40～）

場所：

当院2階リハビリテーション室

料金：

無料 どなたでも参加できます

申込方法：

下記へお電話お願いします。
当日受付も可能です。

029-836-9581(直) 担当：内海

筑波学園病院リハビリテーション科

9

講座概要
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筑波学園病院産科病棟(3C病棟)は
つくば市の産後ケア事業に参画しています

筑波学園病院では、つくば市産後ケア
事業に参画しています。

つくば市産後ケア事業とは、出産後、
家族等から家事、育児等の援助が受け
られず、育児支援を必要とするお母さ
んと赤ちゃんに、宿泊または通所で、

産婦の心身のケアや育児サポート等を
行い、安心して子育てができるように、
産後の生活をつくば市が支援する事業
です。

当院では、産科病棟(3C病棟)において
宿泊型の産後ケアを行っています。

利用できる方

つくば市在住の産後６ヶ月までのお母さ
んとお子さんで、下記の全てに当てはま
り、なおかつ産後ケア事業利用承認通知
を受けた方。

①家族等から十分な家事・育児等の援助
が受けられない方
②産後に心身の不調または育児不安があ
る方
③母子ともに医療行為の必要がない方

※上記に当てはまらず自費で入院をご希望され
る方は、利用金額とは別途で費用がかかります。

料金(自己負担額)

ケア内容

申し込み・お問い合わせ

5000円(4食、おやつ、夜食つき)
※1日追加につき3000円

・サービス：宿泊ケア(1泊2日)
・利用時間：午前10時～翌日16時
・利用日数：7日以内

・お母さんとお子さまの健康状態チェック
・授乳、沐浴などお子さまのお世話全般の指導
・育児相談
・リラクゼーションのためのボディマッサージ
や足浴
・その他、お母さんとお子さまの状態や要望に
あったプランを提供します。

つくば市健康増進課 TEL：029-883-1111(代表)

※申し込み・お問い合わせ先は当院ではございません。
ご注意願います。

宿泊部屋一例 アメニティセット一例
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「平成30年7月豪雨」被災者への
義援金の協力をお願い致します

平成30年7月5日から降り続いた『平成
30年7月豪雨』により、甚大な被害を
被り未だに厳しい環境での生活を強い
られている被災地の皆様に心よりお見
舞い申し上げます。
また、救援並びに復興支援等の活動に
尽力されている皆様に深く敬意を表し
ます。

当財団では、被災地域が一日でも早く
復興することを祈念すると共に、被災
された皆様の復興に役立てて頂くため、
義援金の募金活動を行っております。

つきましては、当院ご利用の皆様にも
趣旨をご理解頂き、ご協力をお願い申
し上げます。

集まりました義援金は、中央共同募金
会(赤い羽根共同募金)を通じまして、
被災者の皆様にお届け致します。

募金箱は総合受付にて設置しておりま
す。一人でも多くの方のご協力を宜し
くお願い致します。

【期間】
平成30年9月15日(土)まで

【募金方法】
総合受付設置の募金箱に御寄附を
お願い致します。

※設置時間：平日8：00～17：00
土曜8：00～12：30

筑波学園看護専門学校オープンスクール開催のお知らせ

筑波学園看護専門学校では、オープン
スクールを開催しています。

当校は少人数制による教育、筑波学園
病院を中心とする充実した実習教育な
どが特徴で、看護師国家試験において、
毎年全国平均を上回る合格率の実績を
挙げており、2015年度からは3年連続
合格率100％を達成しています。

一人でも多くの方に当校を知ってもら
うべく様々な企画をご用意しています
ので、ぜひご参加下さい。

オープンスクール
申込はHPから
http://nurse.gakuen-
hospital.com/

TEL: 029-836-5285

8：50～ 9：00
9：00～ 9：20
9：20～ 9：35

9：35～ 9：40
9：40～ 11：00

11：00～11：40
11：40～12：00

オリエンテ―ション
学校長挨拶
学校概要説明、学校行事・
授業風景のDVD鑑賞
休憩
学校内・実習施設見学、
模擬授業
在校生との交流会
個別相談

開催日時



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

サッカーワールドカップも終わり深夜や早朝観戦での寝不足も解消と思
いきや、今度は連日の熱帯夜で熟睡感のない今日この頃。

せめて睡眠の質をあげるべくビタミンサプリを飲みましたが、効果は感じ
なかったため、食事内容をビタミン摂取重視に切り替えたところ、熟睡感
が増しました。やはりサプリ等に頼るのではなくバランスのいい食事を
しっかりとることが大事ですね。

【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

【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

【交通アクセス】

●つくばエクスプレスつくば駅か
ら→つくバス約15分。谷田部車
庫下車

●つくばエクスプレスみどりの駅
から→関東鉄道バス約10分。谷
田部庫または筑波学園病院前下車

●JR常磐線牛久駅から→ 関東鉄
道バス約30分。谷田部車庫下車

●関東鉄道常総線水海道駅から
→関東鉄道バス約30分。筑波学
園病院前下車

公共交通機関

自動車
■常磐自動車道谷田部インターから
→約5分

【診療科】

～外来診療について～

内科 ※在宅医療専門

【受付時間】

【連絡先】つくば市稲荷前31-2-105

土日祝日

TEL:029-868-6611 FAX:029-868-6555

【休診日】

TEL:10:00～17:00

私は2002年日韓W杯の年に訪問

診療を主としたクリニックとしてつくば

市に開業。これまで4000件以上のお宅

を訪問し、そして1800人以上の患者さ

んを最期までお世話させて頂きました。

研修医時代からお世話になっている筑

波学園病院とは患者さんの入退院に関

して、また、訪問看護において細かな連

携を取らせて頂いています。

住み慣れた自宅で可能な限りの診療を

行い、自宅療養が困難になった際は老

人ホームもご用意しています。

ドラマ化もされた、拙

著「看取りの医者」に

当院の活動を紹介して

います。ぜひお読み下

さい。 院長 平野国美

地域連携だより 第3回～
医療法人社団 彩黎会

FAX:24時間

学園ひろば夏号 2018.8.1発行

ホームオンクリニック つくば


