
地場医療研修包
運営協議会および専門委員会開催

告聴場や職域を越えた連携活動に新た芯期待

平成22年度の地域医療研修センター運営会議は
30名の出席をえて、 6月15日に開催され、出席委
員の紹介の後、(宮城県医師会長)伊東潤造議長
のもと、平成21年度事業及び決算報告があり、審
議の後、承認された。さらに平成22年度事業計画
及び予算案が審議され承認された。
平成21年度事業報告では、 6つの重点項目(地

域医療研修センターの利用、病診連携、救急医療、
HIV感染、ウイルスセンター・国際医療協力・海
外旅行外来、勝胎血パンク)さらに災害医療と臨
床研修に関しての報告があった。研修センターの
利用は、研修部主催の講演会は 18岡、セミナー 1
回(みちのくウイルス塾、 2日間)開催されました。
仙台市医師会宮城野プロックとの共催の講演会(平
成 16年度から例年開催)は、平成21年度も“シ
リーズ「今、話題の感染症J"として4回(第4回
は都合により平成22年度)開催されました。平成
21年度の地域医療研修センター主催の講演会での
延べ参加人員は 1，592名でした。病診連携では、
21年度末の登録医数は 1，014名、地域医療支援病
院紹介率は83.4%(21年度77.4%)と増加、逆紹
介率34.6%(21年度35.6%)と微減した。救急医
療では、呼吸器疾患及び婦人科疾患の増加があっ
たが、救急患者数は 9，323人 (21年度9，962人)
と減少した(全国的な減少であると説明補足され
た)0HIV感染症では、新規患者さん数は減少し
たが、 AIDS発症者の割合が55%に増加し、早期
発見のためのスクリーニング検査件数の減少が影
響していると説明補足された。海外旅行外来数は、
平成20年度から減少に転じているが、平成21年
度は新型インフルエンザ流行の影響もあり、さら
に減少した。臨床苛惨では、研修医の進路先として、
県内を選択する医師数が乙の3年では90%前後を

仙台医療センター基本理念

人に喜んでもらえるよう
みんなでこの病院を良くしよう

〔基本方針〕
1.人を大切にする
2 安全・良質な医療の提供
3. 高度総合医賓の提供
4. 地域医療への貢献と連携
5. 国際レベルでの医療・研究協力
6.情操豊かな職員を育む
7. 継続的な質の改普を目指す
8.健全な病院経営

推移、また仙台医療センター後期研修選択医師数
も43-50%へと増加し、仙台医療センターでの
研修効果と評価された。このほか、患者さん満足
度調査では、平成 19及び20年度に低評価 (17病
院中 15-17位)を受けた入院部門 10項目は、平
成21年度では8-13位と評価の改善を認めたこ
とが報告された。
以上の審議及び承認を受けて、平成22年度の仙

台医療センター地域研修センターの具体的な運営
について審議する専門委員会は6月22日に 54名
の出席をえて開催された。出席委員の紹介の後、(宮
城県医師会代表)嘉数研二議長のもと、平成21年
度事業報告及び平成22年度事業計画についての報
告及び説明の後に審議が行われた。その後、 3つ
の分科会(研修、検査、診療委員会)で平成22年
度の事業計画が検討され、最後に、専門委員会全
体会議にて、各委員会からの報告(橋本省、氏家
裕明、三浦正雄各先生)を受けましたが、研修委
員会では、感染症、ワクチンに関しての勉強会の
ほか、研修トレーニングセンターのオープン化、
さらに各職場や職域を越えた連携をめざす新たな
活動の萌芽及び推進の期待などが提案された。

(文責地域医療連携室副室長・総合成育部長(小児科)田揮雄作)
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一地域医療連携室主催一

登録医の先生方との夏の意見交

換会“夕涼の会"は、 7月20日

(火)午後7時からホテルメトロポ

リタン仙台において地域医療連携

室の主催で開催されました。現在

当院の登録医の先生方の総数は

1，020名となっておりますロ登録医

の先生方と当院の診療にご協力を

お願いしている県内各病院の先生

方にご案内しましたところ、前年

度より多い 163名の先生方がご参

加下さいました。

講演会は当院外科医長 島村弘

宗先生の「勝癌治療の最前線ーいかに難治癌と闘うかー」、および同形成外科医長の「なるほ

ど形成外科ー仙台医療センターの得意技は乙れだ!ー」の2題で、両若手医長の講演内容はわ

かりやすかったと、参加者に好評でした。

続いて登録医意見交換会が開催されました。仙台医療センター和田裕一院長の挨拶の後、東

北厚生局長石井博史先生に来賓のご挨拶をいただき、次に仙台市医師会宮城野ブロック代表

幹事 阿部郁夫先生の乾杯で始まりました。その後約1時間にわたり、日頃の診療でご協力を

いただいている登録医の先生方および県内各病院の先生方

から貴重なご意見をいただく乙とができました。また、昨

年好評だった看護部ならびに連携室のスタッフの浴衣姿で

の対応が今年もみられ、今年の猛暑を忘れさせる涼しげな

風景で、まさに“夕涼"を提供し、盛会のうちに会を終わ

らせるととができました。

(文責地域医療連携室副室長・総合外科部長斎藤俊博)



登録医の声

さとう整形外科クリニック院長 佐藤 正光

昭和 45年東北大医学部卒業後は主に国立仙台病院と東北大学医学部の整形外
科に勤務。国立仙台病院には三度・合計17年在籍し、第二整形外科医長を経て

平成8年に多賀城市に開院しました。

大病院を離れて小さなクリニックの町医者になってからの診療では、手術を

離れての適切な治療法を模索する日々

でした。漢方療法やAKA法などにも新 /γ
しい興味をもちそれなりに面白く勉強 /

を続けています。成果が得られた時には、

プライマリーケアも悪くないなーと独

り悦に入っています。

仙台医療センターには、整形外科医長・伊勢福先生を始め多く

の先生方にお世話になっていますロいつもそれぞれのエキスパー

トの先生方に快くお引き受けいただき、その後の経過についても

きちんとお知らせがあるので大変勉強になります。複数診療科で

の総合力で患者さんを診て頂けるのも心強いことです。

今後ともどうぞ宜しくお願い致します。

住 所:干985-0853 多賀城市高橋1丁目4-13
T E L: 022-309-3050 FAX: 022-309-2601 
診療時間:月・火・木・金 8: 30-11 : 45 14: 00-17 : 45 

水・土 8: 30-12 : 15 午後休診
休診日:水曜午後・土曜午後・日曜および祝日

ゃまだ内科・胃揚科クリニック院長 山田 真司

昭和 62年岩手医科大学卒業。東北厚生年金病院にて初期研修後、東北大学第

三内科に入局(肝臓グループに所属)。公立黒川病院内科、塩釜市立病院内科勤

務を経て平成 17年11月現診療所を開業。

仙石線小鶴新田駅前に広がる新田東地区に内科・胃腸科を開業して 5年目に

なりますロ開業当初は当診療所周辺に空き地が目立ちましたが、最近ではマン

ションや戸建が立ち並びにぎやかな町並みとなりました。新しい町ですので若

い世代の患者さんが多く受診されます。そのため医療に対する知識も多く、ま

た求められるレベルも高いため個人の診療所では対応困難な症例や診断に迷う

症例は高度医療が可能な総合病院にお願いすることを心掛けております。仙台

医療センターさんにはこれまで専門としている消化器疾患はもとより多くの他疾患の患者さんをお願いい

たしました。的はずれな紹介をしてしまうことがありますが、お忙しい中いつも快く受け入れていただき

ありがとうございます。

今年、当院で発生した CPAの患者さんを救命救急センターの先生方にお願いしました。治療の甲斐なく

患者さんは亡くなられましたが後日ご家族が当院を訪

れ「仙台医療センターの先生方に大変お世話になりま

した」と感謝の言葉を頂きました。この場を借りて改

めて御礼申し上げます。今後も病診連携を大切に微力

ながら地域医療に少しでも貢献したいと思います。こ

れからもどうぞよろしくお願い申し上げます。

イ主 所:干983-0039
仙台市宮城野区新田東1・8-1新田東メデイカルピル2F

T E L: 022-237-8221 FAX: 022-237-8231 
診療時間:月・火・木・金 9: 00-12 : 30 14: 30-18 : 00 

水・土 9 : 00-12 : 30 午後休診
休診日:水曜午後・土曜午後・日曜および祝日
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各科紹介

眼科医長 野呂 充

-当科の概要
当科の特徴として小児眼科(斜視、弱視、眼先天

異常など)があげられるが、それらに加えて網膜硝

子体疾患、眼険形成にも重点をおいている。東北地

方で、小児眼科を専門にしている総合病院は当院以

外はほとんどないため、当院への紹介患者は遠方か

らも増加傾向にある。手術は 2009年は 390例あま

りで、斜視、眼険下垂症、眼険内反症の手術が前年

より増加している。

-当科の特徴
小児眼疾患の診療が当科の大きな特徴であり、中

心となっている。外来患者および手術患者の約30%

を小児が占めており、近年増加傾向にある。その中

でも、斜視と弱視が多い。それぞれの疾患とも、視

機能(視力、両眼視機能)に障害を与えるため、細

心の注意を払い、早期に発見し治療することが重要

である。宮城県内のみならず東北地方で小児眼科を

専門とする病院および診療所はごくわずかであり、

当科を紹介受診する患者が広域化している。

ここ数年、先天眼疾患(先天白内障ほか)、先天

鼻涙管閉塞、眼険形成(眼険下垂症、眼険内反症)

にも重点を置いている。先天(小児)白内障は、近

年眼内レンズ移植を施行する症例の割合が増加して

おり、過去3年間で26眼中 18眼に眼内レンズ移植

を施行している。なお当科での小児の眼内レンズ移

植の原則は、 5歳以上で成人と同様の検査が可能で

あることとしてるが、眼内レンズ以外の屈折矯正が

困難と考えられる例ではそれ以下の年齢でも、移植

を施行している。しかし、長期経過での近視化傾向

が顕著で追加矯正(眼鏡、コンタクトレンズ)を要

する例が多い。先天鼻涙管閉塞は2歳未満は外来で

の治療となるが、点眼のみで治癒する例は少なく、

鼻涙管解放術(ブジー)を要する例が多い。鼻涙管

解放術は、平均約3例/週で、過去2年間での初回

成功率は約99%と高率で、ある。

また、入院 (2泊3日)での治療では N-Sチュー

ブを用いた治療も行われる。眼険下垂症は、小児で

も成人でも多く行われる手術だがZ籾年は回件弱で、

眼険挙筋短縮術、眼険挙筋タッキング、吊り上げ法

のいずれかを施行しており、満足すべき結果が得ら

れている。眼険内反症は、当初小児ではビーズ法が

多かったが、最近は埋没法を選択する例が増えてい

左から 浅野俊文、野呂充、土山麻貴、菊地未来

る。成人では、眼輪筋タッキングとホッツ変法が行

われている。

また当科で成人では白内障手術が最多で、次いで

斜視、眼険下垂症、網膜硝子体疾患が多い。当科で

は全身合併症(脳血管疾患、心疾患、糖尿病、高血

圧症、血液疾患、精神神経疾患)を持った患者が多

く、できるだけ局所麻酔の手術を心掛けている。し

かし、どうしても全身麻酔が必要な成人の症例も年

間約 10例あり、その際は全科的サポートにより安

全に手術が施行されている。

-スタッフ紹介
平成 22年7月現在の所属医師は野呂充(科長・

部長:専門医、指導医)、菊地未来、針谷春菜(産

休中で8月から復帰予定)、土山麻貴 (8月から産休

予定)の4名で、看護師常勤2名、視能訓練士3名(う

ち常勤1名)で診療にあたっている。

-診療状況
外来は月一金曜日の毎日で、午前中は新患・再来

患者、午後は月・水・金は特殊検査、火木は手術(午

前からの場合もあり)である。現在の外来平均患者

数は約 80名で、東北各県から多数の患者が訪れて

いる。白内障は 3泊4日から 4泊5日、斜視は小児

では2泊 3日から 4泊 5日、成人では外来あるいは

21白3日、眼険下垂は小児で3泊4日から 4泊5日、

成人では外来あるいは2泊3日の入院で手術を施行

している。また、緊急を要する疾患(網膜剥離、急

性緑内障など)では、出来るだけ早く手術を施行し

ている。

-診療実績
2009年は、 392例の手術中、加齢性白内障 179例、

斜視98例、眼険下垂症43例、眼除内反症35例、そ

の他、網膜硝子体手術、先天白内障、緑内障、角膜

移植術などが行われた。小児の手術は約 120例で前

年より増加していた。



[News仙台医療包シタ-5目号6目号7目号記事内容から]

目1万人の市民とともに災害に備える
6月12日(土)、「仙台市総合防災訓練」が仙台市宮

城野区の岩切中学校で行われ、当院のDMAT隊が訓

練に参加し、卜リアージ訓練と車両救助訓練に参加し
ました。訓練には、山田康雄救命救急センター長、茂呂
浩史外科医師、門脇正子救命救急センター看護師、菅
野京美西3階病棟看護師、相津和寿管理課事務員の5
名が参加。訓練ながら本気モード全開の当院DMAT
隊でした。

訓練では芯く実際のつもりでした。僕らは常に実践と
同じつもりで、ゃう芯いと現実になった場合、一人も助

け5れなくなる。一人でも多くの方を助けたいその一
心で、本気で訓練しています。」と話してました。

訓練は「午前7時に宮城県沖を震源とするマグニチ
ユード、8.0、震度6弱の地震が発生した」との想定で、

約1万人が参加して74項目を実施しました。この日は
暑さとの戦いも重要芯訓練となりました。

参加した相津さんは「今日は訓練でしたが、訓練の

臨急邑~島~~F昼空間l
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平成16年10月23日に発災した「新潟県中越地震」と

平成20年6月14日に発災した「岩手・宮城内陸地震」に

出動して活躍した災害対応ま嬬車力噺しく更新されました。

新災害対応救急車は、マイクロバスを改造したもので、

室内は広々とゆったりとした空聞が特色で荷物等の収納

スペースもあります。当院のDMAT隊員は緊張の中、窮

屈芯室内のため疲れもたまる状況で災害現場に向かって

いましたが、今度は行きも帰りも体にやさしい座席となっ

ています。「いざ」という時には、活躍が期待されそうです。

ただ、私達は、この新災害対応救急車が活躍することが

芯いよう願いたいものです。

(文責広報企画委員会)

(文責広報企画委員会)

@・・
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[News仙台医療包シタ-5目号6日号7日号記事内容から]

平成20年からBFH(Baby Friendly Hospital=赤ちゃ

んにやさしい病院)認定を目指して、今年で3回目のチャレ

ンジとなりました。赤ちゃんにやさしい病院とはWHOとユ

ニセフが定めた「母乳育児を成功させるための 10力条Jを

実践している施設のことで、当院でも実践している所であり

ます。乙の認定は母乳育児を支援する施設として母乳育児推

進のみならず、育児行為全般を支援し地域に貢献できること

が条件となっていますo 私達は、昨年の2次審査を受け、女

性として自然に産む力を発揮できるように、「マタ二ティヨガJ
を始め、また育児支援者の理解と協力を得られるように「祖

父母クラス」を開設致しました。また、商ヰ・小児科・持重科・

薬剤科・事務部など多種多様なスタッフからなる iBFH推

進委員会」では、仙台医療センターの母乳育児基本理念・基

本方針が示されました。

最近、母子に関わる残念なニュースを耳にしますが、との

よう芯時代だからこそ、「人間の紳」を大事にした取り組み

をしていきたいと思います。

(文責母子医療センター副看護師長佐藤秀子)
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.・・ ~ 
脅-.4-ー.- 赤ちゃんにやさしい病院=B F H (Baby Friendly Hospitall ・ a*・*・.・.
私たちは、豊かな母子関係をつくり、健やかな子どもを

育てる育児支援を進めることをねらいとし、妊娠中から

産後まで継続した支援に取り組んでまいります。

母子の樋醸が維持され、親子の関わりが憶やかに形成されるために、全ての保樋医揮従事者が支援に関する

情報を共有し、社会全体で支援をすすめる環境づくりが望まれています。

J I 
(平成22年7月28日現在の登録医数 1，023名)

「 氏 名 住所 所属名 専攻 「

屈原文子
名取市増田字関下460

エアリ総合内科漢方クリニック
漢方内科、内科、

イオンモール名取エアリ1階 小児科

桃野秀樹 青葉区国分町3ふ1・7階 (医)桃友会歯科一番町
歯科、矯正歯科、
口腔外科

菅原準二 青葉区国分町3・3・1・7階
(医)桃友会歯科一番町 歯科、矯正歯科、
SAS矯正歯科センター 口腔外科

横井克己 遠田郡涌谷町涌谷字中江南278涌谷町町民医療福祉センター 内科・消化器科・外科

馬 場 恵 夫 太白区中田5平 16 ばば内科ゅうこ整形外科クリニック 呼整内形科吸器外、循科内環科、器リ、ウ内マ科チ、科、

リノ、ピリテーション苧}

仙台医療センター名誉院長
消化器外科

菊地 秀 宮城野区宮城野2・8-8 (食道、胃、大腸)、
、、 一般外科 ノ

-⑥ 



-医学部卒業年・・・平成元年

・出身地・・・青森県弘前市

・出身大学および医局

出身大学:北海道大学 医局:東北大学泌尿器科

・専門領域 泌尿器科医長
。泌尿器科一般 宗つう5 しのぶ

・抱負 松浦忍
本年4月から当センター泌尿器科に勤務しております。大学卒業後21年が経過しましたが、い
まだに医師として(人間として)未熟さを痛感する毎日を送っております。病診連携を積極的
に進めたいと思いますので、何卒よろしくお願いいたします。

-医学部卒業年・・・平成7年

・出身地・・・青森県弘前市

・出身大学および医局

出身大学:秋田大学 医局:東北大学形成外科

・専門領域
。手の外科(特に小児先天異常)、

耳の外科(小耳症など)、

マイクロサージャリーによる再建外科

.抱負

形成外科医長
とりやベ しようはち

鳥谷部荘八

4月より東北大病院より異動になり、形成外科医長を拝命いたしました。医局の方針により4月
より専門性を充実されるため、当科が北海道東北地方の手足や耳介の先天異常及び血管腫血管
奇形治療のセンター病院となります。また従来からの形成外科一般診療や外傷、熱傷なども積
極的に対応します。高い専門性と地域に根ざした形成外科診療を目指します。何卒よろしくお
願い申しあげます。

-------‘ー』 、~ 、、-_.-

祖国




