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開催報告

地域医療研修センター講演会および仙台医療

センター登録医意見交換会「如月の会」は、 2

月3日、午後7時からホテルメトロポリタン仙

台において、 125名が出席され開催されました。

田所慶一副院長の開会の挨拶の後、松浦忍先

生(泌尿器科医長) I骨盤臓器脱の治療」およ

び鈴木貴夫先生(腫療内科医長) I腫湯内科医

の考える総合病院でのがん薬物療法と集学的治

療」のお二人にご講演を項き、来場者からのご

質問にお答えいただいた。

松浦先生は「ハンモック」のアイディアを活

かし、新素材「メッシュ」を使用した骨盤臓器

脱の治療を紹介いただき、新鮮な印象を受けま

した。鈴木先生は、最新のエビィデンスを日々

集約されながら、多用な領域の、多種の腫蕩に対する治療の実践を紹介し

ていただき、ご苦労を伺い知ることができました。

講演会終了後、引き続いて

意見交換会が開催され、和田

裕一院長の開会の挨拶、阿部

郁夫先生(仙台市医師会宮城

野ブロック代表幹事)からの

ご挨拶と乾杯、のご発声の後、登録医および関係各医療機関の

先生と共に、仙台医療センターのスタッフを交えての有意義

な意見交換の時間を過ごし、斎藤泰紀副院長の挨拶で閉会し

ました。

(文責 地域医療連携室副室長・総合成育部長(小児科) 田津雄作)

仙台医療センター基本理念

人に喜んでもらえるよう
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登録医の声

野口胃腸内科医院院長 野口 光徳
昭和61年秋田大学医学部卒業。東北労災病院、東北大学第三内科、仙台社会

保険病院消化器科主任部長を経て、平成 19年より父親の開業した医院に勤務。

平成20年に院長に就任いたしました。

当院は開院以来40年にわたって、地域の皆様の健やかな毎日を応援して参り

ました。患者様にとっての最適な医療を常に心がけ、人間昧あふれ、患者様と

の信頼の上に立った医療を目指しています。これまでの経験を生かし、胃・大

腸がんの早期発見・治療、潰蕩性大腸炎やクローン病に対する最新の治療も行

っております。さらに高血圧、高脂血症、糖尿病などの専門的治療、メタボリ

ック症候群や特定検診での予防医療・指導をスタップ一丸となって取り組んで

おります。

仙台医療センターには副院長田所慶一先生、総合内科部長千田信之先生を始め、多くの先生方に大変お

世話になっております。医局時代の仲間も多く、面識のある先生がいると患者さんをお願いする際大変心

強く、またいつも快くお引き受けいただき大変感謝しております。消化器科の先生方はそれぞれの得意分

野を活かして診療にあたっておられ、また若手の先生方の活躍も素晴しいと思います。

今年度の仙台市医師会宮城野ブロックとの共催シリー

ズ講演会は大人・子どもそれぞれの腹痛・頭痛について

企画していただき、日常の診療に大変役立つております。

今後も幅広い分野の講演会開催を期待します。

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

，・.. 

住 所:干983-0836 仙台市宮城野区幸町1・17・32

T E L: 022-234-7305 FAX:  022-271-8805 

診療時間:月火水金 9 : 30-12 : 30 14: 00-18 : 00 

土 9: 00-14 : 00 

休診日:木曜日・日曜日・祝日

松永女』性クリニック院長 松永 弦
平成元年山形大学医学部卒業。東北大学産婦人科入局後は白河厚生総合病院、

東北大学医学部産婦人科、仙台市立病院に勤務。竹田綜合病院産婦人科医長、
宮城県立がんセンター婦人科 主任医長を経て、平成 16年に若林区河原町に開

業いたしました。

当院では婦人科一般外来、婦人科がん検診、更年期外来、妊婦健診等を中心

に診察しております。地域医療に貢献できるよう、何でも相談でき、身近に感

じていただけるクリニックを目指しております。女性の患者さんは不定愁訴が

見られる方も多く、まずは訴えにきちんと耳を傾けることで常に患者さんの目

線に合わせた診察を心掛けています。

仙台医療センターには院長和田裕一先生、産婦人科部長小津信義先生、明城

光三先生を始め、多くの先生方にお世話になっております。いつも快くお引き受けいただき、また産科セ

ミオープンシステムでの時間外の診察等、本当に助かつ
ております。もし可能であれば分娩予約の枠がもう少し /// / 

増えることや土曜日の予約が可能となる体制をご検討願 / 

f1I えればと思います。

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

住 所:干984-0816 仙台市若林区河原町1-3-17

T E L: 022-722-3288 FAX:  022一722-3289

診療時間:月水木金 9 : 30-12 : 30 14: 00-18 : 00 

火

土 9 : 30-13 : 00 午後休診

休診日:土曜午後・日曜および祝日

圃型? ii'!;lll;iltl 
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:・各科紹介

精神科部長 岡崎伸郎

-当科の概要・

当院精神科は昭和33年、日本の児童精神医学の草

分けの一人である故白橋宏一郎名誉院長によって創

設されました。以来半世紀以上にわたって臨床重視

の姿勢を堅持し、病態の種別や年齢層を問わずさま

ざまの精神疾患に対して、高いレベルを保ちながら

もスタンダードな医療を提供することを目指してき

ました。

特に宮城県内でも稀少な総合病院有床精神科とい

う特性をふまえて、単科精神科病院や診療所では対

応困難な身体合併症ケースを各科の協力のもとに積

極的に受け入れています。また院内他科への往診や

コンサルト(リエゾン精神医療)も多く、緩和ケア

チームにも参画しています。さらに、地元自治体の

要請による措置入院や保健所介入の複雑困難ケース

も頻繁に受け入れています。このように、公的役割

としての精神医療を常に意識して運営しています。

-スタッフ紹介・
現在のスタップは、岡崎伸郎(部長、精神保健指

定医)、菊池孝(医長、精神保健指定医)、粛藤実奈

子(レジデント)、赤石署子(非常勤、精神保健指定

医)、松川春樹(非常勤、臨床心理職)です。この他、

精神科専属スタップではありませんが数名の精神保

健福祉士が病院に配置されており、精神障害者の退

院や地域ケアに必須なケースワークが活発に行われ

ています。

-診療体制

東5階病棟が精神科専有となっており、 48床+隔離

室2床を有します。措置入院から任意入院まで、精神

保健福祉法のすべての入院形態に対応できる閉鎖病棟

であり、外出可能な方についてはその都度開錠する開

放処遇となります。院内作業療法も利用可能です。

外来診療は、月、金曜の午前が院内他科からの紹

介による新患、火曜の午前が地域連携室を介した新

患となっており、その他の新患は要相談です。再来

は原則として各主治医の予約制となっています。

この他、初診時に 15歳未満の方を対象とした特殊

小児センター(児童精神科)を開設しており、新患

前列左から法井薫長野容子粛藤実奈子
後列左から松川春樹赤石毒子岡崎伸郎菊池孝塚本琢也

の受付けは週1回の予約制となっています。入院を

要する場合は、患児の病状に応じて、精神病棟だけ

でなく小児科のご協力の下に小児病棟を使用するこ

ともあります。

-精神科診療....・ H ・..…・・

平成20年度に常勤医の離職が相次いだために、診

療規模の縮小を余儀なくされ、入院患者数も-H減
少しました。しかし新たなレジデントも着任して常

勤医3名体制になったことから、平成22年度以降は

診療機能が徐々に回復しつつあります。

平均在院日数は 70目前後で推移しており、精神医

療施設として高いアクティビティを保っています。

加えて、身体合併症を含む重症患者の比率も高いこ

とから、平成22年の診療報酬改定で新設された精神

病棟入院基本料13対1の算定が可能となりました。

平成21年度の退院患者 103名の診断分類(ICD・10

準拠)は、 FO(症状性・器質性精神障害)9名、日(精

神作用物質による精神及び行動の障害)2名、F2(統

合失調症及び近縁疾患)62名、F3(気分障害)17名、

F4 (神経症性障害・ヒステリーなど)9名、 F5(摂

食障害など)4名でした。統合失調症が最多である

ことは長年変わりませんが、近年の傾向として、疾

患によらず高齢化していることと、各種認知症性疾

患を含むFO(症状性・器質性精神障害)が増加して

いることであり、これは全国的傾向とも一致してい

ます。

また近年当科では、入院患者のうち他科への入院

適用となるような身体合併症を有する方が約4割に

のぼっています。しかもこうしたケースは年々増加

の一途を辿っており、一方で、は対応可能な総合病院

有床精神科の減少傾向に歯止めがかからず、日本の

精神医療における喫緊の課題ともなっています。こ

うしたことからも、圏域内の医療供給体制における

当院精神科の役割はますます重要になっていると言

えましょう。

今後とも関係各位のご理解ご協力を賜りますよう

お願いいたします。

@・・
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綜合外科部長

今直防テーマI孟日本人のがんによるF国でE番目に多い「大
圏がんJ.中でも匹門に近い直揖がん」の手術は排便機能
lL:tl'1J'わるため、比較日的難しい.アンケー卜で、直腸がん
E病問県内で最多だコた国立病院機構副島医療セン夕 日山
台市宮城野区宮城野)の治療を取口上げた。
直属がんは、己く早期芯51!I門かB入れた内視鏡で治療

で苦るが、手術が治療畑中，;)だ.手術の結果、匹門の代わ
口に便の出口在庫部1"作る「人工E門」在つlオるケ スも
香し、同病院総合外科部の斎麓俊博部長 (5自)は fl!I門の
機能が嚢えている高齢者以外は、匹門在残せるかどうがが、
手術後の生活の質在大きく左右する」という.
直属1;<骨盤悶奥深く狭い場所1"面白、跨脱や前立腺、子

宮芯ども近くにある.がんの場所が匹門の縁jIJ'65センチ
未満の場合は特に難しく、約 15年前まではE門を温存す
る手術はほとんどでき怠かった。
同病院では早くか5自動吻合器という装置を使い、切除

した直蝿をつ芯ぐ手術在行う。 E門tJ'6の距離が5センチ

10月3日【目】由霞売新国事刊1"当院由記事と斎聾債博.歯桝科部轟と
宮本-!!舛科医闘が掴.古れました由で、配事事寓をそ由1:1:引用して
趣銅昌世します.

病院の実力『大腸がん』
医療機関別2009年治療実績

(読売新聞調べ)

以上の直腸がんでは 100蝿E門
温存が可能だ。同5センチ未満
でも、 E門を締める括約筋の内側
だけを切除する特殊芯方法在導入
し、半数程度で匹門を温存で苦る
ように芯った.他の施設でrl!Il門
温存は難しい」と診断され、紹介

されて来高患者も事い。泌尿器群止
婦人科と連携し、排尿や性機能砿
どへの影曹が歩1d:い手術も心がけ
ている.
入居I孟手術の2.3目前で、手

術後I孟通常2週間で退院で苦る.

E門1"近い部位のがんの場合、一
時的[L:JJ¥，腫部分1"人工E門をつけ、
退院して回目星在待吉、 3-日か月
後に元通口排便できるようにする
場合も面る。手術後の病理検査で
リンパ節にがんが及んでい悲し、場
合は手術のみで、抗がん剤は基本
的に不要だ。
匹門在温存した場合昔、従来週

口の人工』工門にした場合も、がんの局所再発車I孟1割程度でほぼ同Uだ。
同病院で大蝿がA序術の大半lL:tl'1J'可つる割酬の岩本:-;1.医師 (47)1;<円台
痕成績が同U芯51!I門を温存すべきだ」と話官。
ただ、すべてが匹門を温存できるわl才では芯し1.人工匠門をつけた後

の生活指導者行う専属の看護師3人が定期的に「ストーマ(人工E門)
外剥で対応している。

医概観園名

仙台市医師会主催篇23圃病院規普野琢大会

すべては乙の自のために!

-・11
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[News仙台医療包シタ-'2日号記事内容から]

固回目回目白

内部監査の重要性、 180を理解

9月29日(水)、当センター大会議室において「平成

22年度180内部監査研修会」が行われました。 180によ

る内部監査は、当センターの基本理念の一つである「医

療の質改善Jのために欠かせない制度です。講師は東京

大学、黒田幸清氏で、参加者は各部門より総勢21名(医

師2名、看護師10名、コメディカル等9名)でした。研

修は午前の fl809001の意図」や「内部監査の方法」、

「内部監査員の役割Jの講義があり、続いて模擬内部監

査、昼休みをはさんで午後から模擬チェックリスト作成

や内部監査の演習などが行われました。黒田先生のわか

りやすい解説もあり、丸1日に及ぶ研修でしたが、研修

会終了時には「少しずつだけと:180が分かるようになって

きた」、「内部監査の重要性が理解できたJなど好評でした。

研修会参加者はさっそく11月か5の平成22年度後期内

部監査で監査員として活躍されます。

(文責消化器科医長真野浩)

【 第1回 救急センター業務意見交摸会 】|
第 1回「救急センター業務意見交換会」が、 10月

19日(火)、大会議室で仙台市消防局との閏で行われ
ました。仙台市消防局からは、氏家勝警防部救急課長
を始めとし、青葉区、宮城野区、若林区、太田区、泉

区の各警防課救急係長など 12名が参加。当院かうは
和田院長など 34名の幹部職員と救命救急センター運

営委員会メンバーが参加して救急業務に関する意見交
換をしました。
今回の意見交換会は、円滑な救急医療を目指して 1

秒でも早く、治療を必要とする患者さんに、適切な救
急医療を提供できることを目的とした意見交換会でした。

(文責広報企画委員)

• 

• 



静電3最医紹
(平成;23年1月6日現在の登録煙量 J，Q坦名)

氏名 住所 所属名 専攻

阿部 基 宮城野区岩切字洞ノ口1悌4岩切阿部医院 内科、小児科

高藤康夫 青葉区星陵町4-1 東北大学病院歯科 歯科

戸津雅彦 宮城野区東仙台+下1 とぎわクリニック 内科、皮膚科

加賀谷浩文 宮城野区宮城野1丁目2-45 檎ヶ岡公園前クリニック 内科、消化器内科

浅沼達二 太白区長町四丁目7番12号 浅沼整形外科 整リ内ハ形科ビ外リ科テー、ション科、

石川雅俊
青葉区上杉1-4-13

ホームクリニックあおぱ
内科、

アソルティ上杉1206号室 在宅療養支援
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第6回がん市民医学講座のお知らせ

とこまで治る!
乳癌・前立腺掴・血液がん

.日時.
平成23年2月26日(土)

1 3:00-15:00 
.場 pJi・

江陽グランドホテル
仙台市青葉区本町E丁目3-1
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【蹟演】

O乙こまで治る!乳窟

仙台医療センター乳腺外科医長

漉建隆紀

O血渡がん(白血病・悪性リンパ腫・骨髄腫)の

治康一一画期的な分予標的治療蕪の効果

仙台医療センター血液内科医長

目黒邦昭

Oここまで治る!前立膿がん:その診断と治療

東北大学大学院医学系研究科泌尿器科学分野

助教授石戸谷滋人

主催国立病院機構仙台医療センター

(地域がん診療連携拠点病院)

後援田宮城県、仙台市、宮城県医師会、仙台市医師会
東北厚生局

最新の放射線治療
一般講演会、施設見学会

.対象.
医療従事者、一般市民

・日時.
平成23年2月27日(日)

1 3:00-16:00 .場所.
仙台医療センター

0講演:メディ力ルトレーニングセンター
O見学:放射線治寝室

【講師】油田圃
(仙台医瞭センター訟原版射線按師医掌物理士)

脇射線治痕とは…、を分かりゃすく解説いたします。

・放射績の種類や特徴、単位等の基本的なζと
・治療効果や副作用、手術療法や化学療法との併用等臨
床的なzと

・最新の放射糠治療装置 ガンマナイフ，陽子線治療，中性
子捕煙草療法等

・最新の治療方法IMRT，SRS， SRT， VMAT，動体追跡
照射， IMPT等

・IGRTによる照合技術
・今後Eのよう在放射線治療が行われるのか将来の展望
・仙台医療センターの最新放射緯治療装置(N肝叫;s)を見学

主催宮城県放射線技師会第2支部

後援仙台医療センター地域医療連携室
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地域医療連携室か5のお知5せ

Oがん患者サロンを平成22年10月より第3木曜日 14:00-16 :00で開催しております。がんを患った患者さ
ん、ご家族の方々の情報交換と交流を目的としております。院内外問わず、ご参加していただけますので、
広くお声がけ下さいますようお願いします。

Oセカンドオピニオン外来を開設し、地域医療連携室を受付窓口として対応しております。詳細につきまし
ては地域医療連携室にお問い合せ下さい。

O地域医療連携室では現在のと乙ろ時間外の対応ができません。土曜日、日曜日、休日および時間外(17時
15分以降)での緊急の診察依頼に関しては、時間外救急受付 (Te1.022(293) 1119)へ直接ご連絡下さい。
FAXでの診察依頼につきましでも、時間外での対応ができませんのでよろしくお願い致します。

o iNews1lU台医療センターJの毎月送付をご希望の先生は、お手数ですが、地域医療連携室にご連絡をお願
い致します。

O大腿骨頚部骨折地域連携パスの事務局を行っています。お問い合せは地域医療連携室までお願い致します。

O平成21年9月10日より緩和ケア外来を開設いたしました。毎週木曜日午後2時-4時の完全予約制です。
お問い合わせは地域医療連携室にお願いいたします。

01月現在、登録医数は1，034名となっております。登録医の先生方には、地域医療研修センター主催の各
種講演会や仙台医療センター登録医意見交換会“夕涼の会"および“知月の会"のご案内をしています。
ぜひご出席下さいますようお願い致します。申込み等お問い合せは地域医療連携室までお願い致します。

Oご紹介いただきました患者様の経過についてのご返事が滞っているなどご迷惑をおかけしている場合があ
るかと思います。お手数ですが地域医療連携室までお問い合わせを御願いいたします。

あんなに暑かった夏を忘れるぐらい、年を越して真冬日のような寒さが続いています。今日はどんと祭

で、最高気温 1度と例年以上に厳しいですが、研修医を中心に元気いっぱい裸参りに大崎八幡宮目指して

出掛けていきました。

さて地域医療連携室も昨年の11月22日に東病棟 1階の元リハビリ病棟水治療室のあった部屋を改築し、

引っ越しました。広さは以前の約2倍で、面談室も 2部屋あるほか、会議用のテーブルもあってますます

充実してきました。今年は連携室の活動の一環として、がん診療拠点病院としてのがんの連携クリテイカ

ルパスの普及をはかるために、胃、大腸、肝、肺、乳腺のがんの疾患に患者さん用の連携パスの手帳が出

来上がりました。現在大腸がんが試験的に活用されていますが、今年は他の 4疾患も同様に普及していき

たいと思います。そのためにも登

録医の先生方にアンケートなどの

ご説明を行い、ご参加をお願いし、

ますます連携を深めて参りたいと

思いますので、どうぞよろしくお

願い申し上げます。 (T.S)

FF・圃 ，'111

仙台医療センタ一地域医療研修センターだより 編集委員

田津雄作粛藤俊博橋場美紀高橋美鈴高橋園子

小倉美緒工藤千春須田剛門間知巳

〈地域医療連携室直通電話 022・293・0703>


