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新年度あいさつ

独立行政法人目立病院機構
仙台医療センター

院長和田裕一

3月11日の東日本大震災はかつて経験したことの

ない大災害となりました。震災から 2カ月余り過ぎ

ましたが、福島原発の放射能汚染問題などなお緊張

の解けない日が続いています。このたびの震災では、

被災した人々のケアーにご苦労された先生も多L功、

と存じます。ほんとに多くの方々が被災されました。

被災された方には衷心からお見舞い申し上げます。

またその一方、ご自身が被災されたり貴重な命を落

とされた先生もおられます。登録医の先生では東松

島市で佐幸内科胃腸科小児科医院をご開業の佐藤幸

弘先生が残念ながらお亡くなりになられました。心

からご冥福をお祈り申し上げます。

当院は 3月11日の地震とその後の余震によってい

ろいろと被害がありました。特に病院の貯水タンク

が損傷し、次第に状況が悪化して遂に一時入院を制

限したり、手術を延期することになったりして患者

さんや地域の先生方に大変ご迷惑をお掛け致しまし

た。あらためてお詫び申し上げます。当院は東北地

方のブロック災害拠点病院であるだけに、この間の

医療機能低下にはd阻'陀たる思いだったことはご理解

くださ p。しかし、そんな中で、震災直後当院には

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.高度総合医療の提供

4.地域医樺への貢献と連携

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.継続的な質の改善を目指す

8.健全な病院運営

全国のDMAT関係者が続々と到着し救急外来患者

でのトリアージをしたり、当院を基地として避難所

への展開がなされました。そして病院では、地域の

救急患者さんの他、石巻市立病院を中心に被災した

pくつかの施設の入院患者さんをお引き受けしまし

た。また、当院の山田康雄救命救急センター長は震

災直後から自衛隊霞の目駐屯地でDMATを統括し、

自衛隊と共同で傷病者の航空搬送を取り仕切り、そ

の後も県の災害対策本部で司令塔として大活躍しま

した。そのほか 3月13日からは福島原発事故での被

爆疑い者の放射線測定を連日おこなうなど、可能な

役割を果たしてきたと考えております。勿論至らな

い点、反省点もいろいろとありましたので今後に生

かすよう現在検証を行っているところです。

さて、現在病院では来年1月から導入を予定して

いる新しい病院情報システムの構築について具体的

な作業を行っています。震災で予定が遅れてしまい

ましたが、できるだけ早い電子カルテの導入を目指

して日夜各部門の代表者が作業を続けております。

当院は、医師事務補助者の増員などで医師の仕事の

軽減を図ってきておりますが、電子化で逆に負担が

増えないよう細部にわたってすり合わせをしている

ところです。また、今年度も新たに16名の初期臨床

研修医が加わり活発な活動を開始しております。こ

のように病院自体の機能もほとんど震災前の状況に

戻りつつある現在、震災後の地域の復興に関わるこ

とも含めて、地域の先生方と協力してともに歩んで、

行く所存でおります。あらためて地域連携を確実に

実施できればと考えておりますので、どうぞよろし

くお願い致します。
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登録医の声

(医)桃友会歯科一番町・ SAS矯正歯科センター

桃野秀樹・官原準二
桃野秀樹:昭和55年日本歯科大学新潟歯学部卒業。東北大学歯学部第一口腔外科、国立仙台病院歯

科口腔外科を経て、昭和59年に仙台市にて歯科一番町を開設。現在、(医)桃友会・歯科一番町の理事長。
菅原準二:昭和48年東北大学歯学部卒業。東北大学歯学部附属病院矯正歯科・助教授を経て、平成19

年より同院SAS矯正歯科センター 主任として勤務。現在、中国・大連大学医学院および米国・コネチカット大学

の客員教授を併任D

当院は、昭和59年の開設以来、一般歯科医院として診療を行ってきましたが、平成19年1月にSAS矯正歯科センターを併設し、コーンビームαを導

入したことを契機に、インプラント歯科および矯正歯科を中心にしたクリニックに変貌しましたD現在、常勤歯科医5名体制で診療を行っておりますo臨

床理念は、「より先進的で、より確実で、より質の高い診療を目指す」ことで、患者さんのご希望やお口の状態に応じて最良の選択肢を提案できるよう

に努力しておりますD

当院の第1の特徴は、院内におけるチーム医療に止まらず、かかりつけ歯科医や病院歯科との連携医療を積極的に進めている点にあります。これ
によって、患者さんの抱えている問題点に包括的に対応することが可能になってpます。

第2の特徴は、外国人の患者さんの歯科治療や矯正治療を積極的に受け入れていることです。英語によるコミュニケーションが可能なスタップを配
置しており、異国における治療に不安を抱いている患者さんlこ、安心していただけるように鋭意努めております。
また、最後に、第3の特徴として、顎変形症の診療を挙げることができます。顎変形症とは、歯列不正や岐合異常の原因が、顎骨の大ききゃバランス

の不具合にある場合を指し、その治療には健康保険が適用されますが、当院はそれを可能とする顎口腔機能診断施設の指定を受けています。また、

顎変形症の改善のためには、矯正治療のみならず、口腔外科医による全身麻酔下での顎骨の手術(顎矯正手術)を要します。その治療を成功に導

くためには、顎矯正子術をお引き受けいただいている連携病院との密なコミュニケーションが欠かせません。

現在、顎変形症の手術は、仙台医療センターの歯科医長・山口泰先生を始めとする多くの先生方にお願いしております。顎矯正手術も含め、仙台

医療センターにおける入院中の対応につきましては、患者さんから高い評価を得ております。 -

今後も多くの患者さんを己紹介したいと思っておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。

住 所:干980-0803 仙台市青葉区国分町3丁目3-1 定禅寺ヒルズ7F

T E L: 022-223-8871 FAX:  022-713-8380 

診療時間:月火水金 9 : 30-13 : 00 14: 30-18 : 30 

土 10: 00-13 : 00 14: 00-17 : 00 

休診日:日曜日・祝日(木・土曜日は不定期休診日有)

五十人町おおとも内科院長 大友 淳
平成3年杏林大学医学部を卒業し、仙台市立病院循環器科勤務。平成12年東北大学大学院循環器

内科ヘ入局し、平成16年修了。平成17年東北公済病院循環器科医長を経て、平成19年より現職。
父の大友内科小児科医院(昭和44年開業)を「五十人町おおとも内科」と改称し、診療所を継承

して4年目に入りました。主に心臓・循環器内科を専門として、虚血性心疾患や生活習慣病の診断

と治療、心房細動を含む不整脈の診断と薬物治療、心臓機能の評価と管理を行っております。

当院の患者様はご高齢の方が多いため、救急や入院を要する時には、仙台医療センター循環器科

部長篠崎毅先生を始め、多くの先生方にいつも大変お世話になっております。また時間外・夜間を

問わず救急や入院の必要な患者様を快くお引き受けいただき大変感謝しております。紹介の際も地

伽代対応が早くとてJT720窓山頂いてい j/ /~民主?と\子、
仙台医療センターからご紹介の患者様にも、安心して当院に通院し /Y //~ョ・E曹司脳陣よ~K L 1 

てもらえるように、患者様の訴えを良く聞き、良く説明し、優しい心 / 

を持って診療にあたり、病診連携が更に円滑に進むように努力して参

ります。ますますのご支援とご指導を宜しくお願い申し上げます。

住 所:干984-0812 仙台市若林区五十人町35

T E L: 022-286-8541 FAX:  022-286-8520 

診療時間:月火水金 9 : 00-12 : 30 14: 30-17 : 30 

木土 9 : 00-12 : 30 

休診日:日曜日・祝日/木曜日・土曜日の午後



各科紹介

歯科医長 山口 泰

-当科の概要

外来では、患者の口腔状態を診察し、精査のうえ

正確な診断と治療を行い、さらには心理的サポート

を心がけ診療に当たっております。

入院は、合併症があり外来では治療困難な人、遠

方のために毎日通院できない人、静脈内鎮静や全身

麻酔が必要とする患者さんが主体となります。術後

の口腔機能の回復や日常生活の QOLを考えて治療方

針を決め、抜歯、嚢胞、腫療、外傷、骨折、骨移植、

インプラント、口唇口蓋裂、顎変形症の手術を行い

ます。感染症の歯科治療は行っておりますが、通常

の歯科治療は原則として一般歯科診療所にお願いし

ています。

また、御紹介いただいた先生との連携を大切にし、

術後適切な時期に、速やかに歯科治療が再開してい

ただけるように配慮したいと考えております。

-スタッフ紹介…...・H ・.....・H ・-

スタッフは山口泰(歯科医長)、仁木孝行(レジデ

ント)で診療を行っており、その他歯科衛生士1名、

歯科技工士 1名がおります。そのほかに東北大学病

院顎顔面外科の長坂浩先生、高齢者歯科の坪井明人

先生の御協力で手術や治療が円滑に行われております。

-診療体制

外来は月曜日から金曜日まで新患を受け付けてお

りますが、初診では原則として抜歯はしておりません。

どうしても時聞がとれないときには、お電話でご事

情をご相談ください。

入院は新患日からなるべく早く入院できるように

心がけています。 70歳以上の全身麻酔には術前に循

環器のチェックが必要になります。歯科・歯科口腔

外科の全身麻酔は月曜日の午後と木曜日の全日です。

入院は東病棟6階になります。

このため、緊急性の低い患者様は木曜日以外に外

来受診するようおねがいいたします。

-歯科・歯科口腔舛科診療・

外来での主な診療は、抜歯です。年間 500症例く

らいの埋伏歯の抜歯を行っています。その他簡単な

左から長坂浩山口泰仁木孝行横田聡

口腔外科処置も適宜行っています。また治療前に、

院内他科との連携を取ったり、必要であれば血液検査、

CT、MRI、アイソトープ検査などを行います。

平成22年の入院患者は 140名と昨年より 22名増

加しました。主なものは全身麻酔下の抜歯38件、顎

骨嚢胞および歯原性腫蕩43件であり。例年とおなじ

件数です。一方骨折2件、インプラント 3件と減少

傾向です。また外科矯正を再開し 20件(うち上下同

時6件)を行いました。今年度はさらに増加する予

定です。

その他止血困難等、全身的に問題のある患者の抜

歯なども入院管理下で行っており、今後も皆様の歯

科医院とともに連携を密にして要望に応えるように

努めます。

歯科・歯科口腔外科外来診療担当医表

新患 再来

月曜日 仁木孝行 山口 泰

火曜日 山口 泰 山口 泰

水曜日 山口 泰 仁木孝行

~ 
木曜日 山口 泰

金曜日 山口泰仁木孝行 山口泰仁木孝行

※木曜日は手術日 新患は急患の方のみ

※再来は予約制 院内紹介は急患の方のみ

ー~
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[News仙台医療包シタ-3目号記事内容から]

研修会は、災害

発生時における

多種多様芯ケースに対応できる災害医療技術の習得及

び向上を目的としています。

初日の26日(水)は、大地震災害を想定した「机上 <非常食試食>
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平成23年3月11日、仙台医療センターは大

震災を経験した。その約6週間前の 1月26日お

よび27日の両日、例年と同じく「平成22年度

仙台医療センター災害医療研修会」は約150名

が参加し開催された。

乙の研修会は、宮城県が指定する基幹災害医

療センターである当院では、平成7年1月17日

(月)の阪神淡路大震災以来、 15年を経過して

記憶から遠ざかりつつある災害の記憶を風化さ

せるととなく、危機管理のーっとして災害医療

を重視し、平成8年から毎年乙の時期に継続し

て開催されてきた。

研修会は、災害発生時における多種多様なケ

ースに対応できる災害医療技術の習得及び向上

を目的としている。初日は、大地震災害を想定

した「机上仮想訓練jである。限られた人員で多

数の患者さんにどのように対応していくかを決

定していく。また、山形県立中央病院救命救急

センター診療部長の森野一真先生には、「災害対

応の原則の重要性」と題して特別講演をしてい

ただいた。 2日目は、震度6強の地震を想定し、

院内情報伝達訓練、災害対策本部指揮所訓練な

らびに模擬患者さんに対するトリアージ・救護・

院内収容広域搬送訓練を行った。さらにこの

訓練では、仙台市消防局及び海上保安庁のヘリ

コプターによる患者搬送、宮城野消防暑の救急

車による模擬患者の救急搬送受け入れなど、緊

迫感あふれる訓練も行なわれた。

さて平成23年3月11日大震

災が発生し、現実の災害医療

が開始された。最初に高橋先

生と真田先生がトリアージポ

ストに立ち、患者さんの重症

度(赤黄緑黒タッグ)を判断し、

各々赤黄緑黒ブースに振り分

けた。以後3月17日の朝まで、

トリアージポストには延べ24

名、赤ブースには島村先生以

下 106名、黄プースには大島

先生以下81名、緑ブースには

鈴木先生以下37名、黒プース

では菊池先生以下8名が出動

した。この問、赤黄緑黒タッ

グは63名、 233名、 406名、 3名、合計705名、

うち入院は209名であった。その後の 18日19

日には小野田病院から計8名の入院患者さんの

移送と入院があった。

トリアージの現場では大きな混乱はなかったが、

状況に応じて対応を変更しながら、緊急災害医

療の役割を終えた。トリアージポストを通過す

る患者さんは、想定とは異なり、高齢者や低体

温の患者さんが多く、子どもの搬送はきわめて

少ない印象が残った。

最後に、実際にトリアージポストに立たれた

スタッフの感想を紹介する:重症患者が何時く

るか、何人来るか、気を張って待ち受けましたが、

津波の被害があまりに大きく、地震直後には、

当院に緊急で搬送されてくる重症患者さんはあ

まりいませんでした。 また、仙台の市街地では

建物の崩壊などは少なく、重症外傷やクラッシ

ュ症候群なども多くはなかった印象です。仙台

医療センターの状況は、事前の災害訓練により、

どのようなポストをつくるか、何処につくるか、

人員はどうするかなどが決められていたので、

大きな混乱はなく、患者さんが次々押し寄せて

くるような事態にも十分対処できたように感じ

ます。震災後すぐにかけつけてくれたDMATや
診療援助のみなさんの応援のおかげで、当院の

医師やスタップが休息をとる時聞ができました。

感謝したいと思います。 (GY)

(文責連携室副室長田揮雄作)

口

主..  
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r一一氏名 住所 所属名 専攻
『、

原口雅臣
泉区泉中央1-4-1

いずみ往診クリニック 内科、消化器内科インテレクト 21ピJレ2F

宮崎 裕 登米市南方町鴻ノ木152-1 医療法人社団 泌尿器科、内科、皮膚科、

やすらぎの里サンクリニック
リハピリテーション科、
アレルギー科

志賀裕正
青葉区中央2・11・19

あおば脳神経外科 神経内科仙南ピル1・2F

佐藤るり子 泉区将監8丁目 1~ト-31 T&A内科クリニック
内科、呼吸器内科、
循環器内科

黒津昌啓 若林区連坊1-1-43 黒沢医院
皮膚科、泌尿器科、
小児科

小池 信夫 太白区南大野田10-4 (医)南大野田こいけクリニック
小児科、小児外科、
内科、外科、皮膚科

千四信之 青葉区荒巻神明町19-9
医療法人千四クリニック

内科、消化器科
千田内科

(平成お年5月16日現在の登録医数 1，039名)
ーーー、

新 T

-医学部卒業年・・・昭和58年

・出身地・...........仙台市太白区

・出身大学および医局

出身大学:山形大学

医局:東北大学消化器内科、山形大学消化器内科

・専門領域

く〉慢性ウイルス性肝炎、肝癌の治療

・抱負

4月より公立置賜総合病院より異動となりました。これまで山形大学病院、宮城県立がんセ

ンターおよび前任地で慢性ウイルス性肝炎および肝癌の診療をしてきました。特に肝癌の

撲滅、肝疾患関連死の減少を目標として、発癌予防目的の抗ウイルス療法、肝癌早期発見

のための体制、そして肝癌根治的治療後の再発対策に力を入れてきました。乙の目標を達

成するには病診連携が最も重要と考えています。なにとぞ宜しくお願いいたします。

長

続
明

榔

加
克

お
T器

削
飼

削
ぅ
鵜

zzzzイルス学 みちの ウイ凡ス塾のお知Sせ

‘Z3平成23年7月16日{土)午後1時間講、 17日{目)午前9時間講

EZB狙立行政法人国立病院機構仙台医療センター管理棟3階金書室

fRlt$jEl5)仙台医積センター・ウイルスtンター 西柑秀一
TEL&FAX 022-293-1173 E-mail:vrs.centar@snh.go.jp 

・7月16日(土)午後1時-5時 1・7月17日(日)午前9時-12時
u小さなウイルスがなぜ覇気を起とすのか ，1.r工ンテロウイルス71の分寄生物学J

京歯大掌ウイルス研究所ウイルス病趨研究領域叡複小柳.夫 l 東京観医掌鎗含研究所ウイル占居染プロジェクト畏小泊 冒
2.第10固記怠特別調潰『米曹のウイルス掌 ，2.rあたらしいライノウイルスと工ンテロウイルス』

京橿式掌ウイルス研究所名嘗叡慢日沼頼夫 i 酎肱掌大学院医掌捺研究制微生相掌分野大生参院生麗 直;r.
3.rブリオン2011J 3.r臨由園理由冒析と盟申理置インコJレエンザウイルス血晴世についZ四回!!J

寮北大挙措瞬間珊酬山D早 鵬 醐 闘 関 舞 分 野 醐 北 本 芭 之 ! 圃立欄酬仙台醐センター臨糊剖ウイルスセンタ優酉柑秀一

4.rあたらしい抗乃イJレス繋ができるまで 4.rウイルス聾恒例おさらいクイズj
温野健眠薬創..!実患研究所感染症剖門優佐麗彰彦 E 濁協医制大挙医挙部微生物掌前座数慢自園田週間

今年も、みちのく塾の季節がやって来ようとし

ています。この塾も早いもので、今年で10回を数

えます。この10周年の記念に、今年はみちのくに

ルーツを持つウイルス掌の大先輩で、一昨年、文

化勲章を受章された、日沼頼夫先生にいらしてい

ただき、特別講演もいただけることになりました。

また、ほかにも、講師は例年どおりそうそうたる

メンバーが、わかりやすく古典的な話から最先端

の話まで、力パーします。みなさま、この夏の週末、

ウイルス掌の夏期講習はいかがでしょうか?

~⑥ 
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国田園田回目園田
h テーマ:rがん性寵痛の畢本』

・日時 :6月17日(金)19:00-
.場所:仙台医療センター大会議室

， 

.講師:埼玉医科大学客員教授武田文相先生

・座長:仙台医療センター総合診療科医長高橋週規

『タ湯の舎』
~ 

-日時 :7月19日(火)19:00-
・場所:ホテルメトロポリタン仙台「刊tJ

講師:仙台医療センヲー脳神紛ド科医長園田順彦

講師:拙臨センター肺欄センヲー長山田康雄

・座長:仙台臨むヲー総合舛科部長粛藤俊博.. v 
自国園田回目園田

， 
連首協副会

J 

・目時 :7月19目(火)18:00-18:55 
.場所:ホテルメトロポリタン仙台隈曽」

EPヨヨ才主主~~ゆ啄illit
『舎年鹿も、地周医療連揖室を

どうぞよるしくお願いいたしますj

新年度は、震災もあり、 5月になって、やっと舎がスタ
卜のよう砿気持ちでおります.昨年秋に連盟室が引っ越し、
舎年度は新メンバーも加わり連携室はより充実した環境に怠
って参りました.
地属医標連携室長田所慶一副院長老申ICIに、田津雄作副室

長、粛藤俊博副室長.橋場美紀経曽企画室長とMSW4名、
看護師2名、事務員4名、更に力を合わせて‘近隣病院‘登
録医の皆さまを始め各医療機関との「顔の見える連携Iの窓
口として努刀して参りますので‘合後とも、益々ご活用頂き
ますようよろしくお闘い致します.

(地概医療連携係長高橋美鈴)

連揖室看護師の高橋です.3年目になりますが、まだまだ
不慣れな点も多く、毎日が勉強の状態です.患者さんと家
族が安出して退院できる環境を整えられるよう努めていきた
いと思います.よろしくお願いいたします.

(副看護師長高橋圏三子)

医棟ソシャルワ力の小倉です.経済的拡相談から退
院支援まで構々な相談をお受けしています.令後も患者樟・
ご家族棟、登録医の先生方、地戚の皆様のお役にたてるよう
頑張っていきますので.どうぞよろしくお願いいたします.

(MSW 小直美鱈)

医積ソシャルワ力の工醸干書と申します. 1月に藤
原から工藤に名前が変わりました.舎後も患者さIvやご家族
が安出して原質や退院後の生活が送れるようお手伝いしてい
きたいと思います.どうぞよろしくお願い致します.

(MSW 工藤干害)

仙台医碩センタの地域医療連携室で医癒ソ シャルワ
力ーをしている須田剛と申します.院内外の連盟を図る立揚
として、常に掻遇をの掛11た丁寧主主応対をしていきたいと考
えております.宣しくお願い申し上げます.

(MSW 須田剛)

地鴎医積連携室3年自の門闘です.これまで講演会関係の
業務や宣録医の先生・近隣病院への御案肉を担当しておりま

専門書員会 ， 
-目時 :7月27目(水)18:00-
。場所:仙台医療センター大会霞室

したが、舎年度より医療ソシャルワ力として諸先輩方
を見習い主主がら努力を重ねて穆りたいと思います.どうぞよ
ろしくお願いいたします.

(MSW 門聞知巳)

4月から引き続き.地域医療連揖室の一貫と芯りました鑓
田と申します.
登録医の先生方、畑域の病院の先生方と連携を図り、地属

医憶に貢献していくための対応窓口として頑張っていきたい
と思います.
どうぞ宜しくお願い致します.

{前方亘握担当範囲雄幸)

4月に配属になりました酉傑輝乃と申します.地域の医療
機閣の皆様とスムーズ怠連揺を図り、患者様にご満足してい
ただけますように頑張りたいと思います.どうぞ宣しくお願
い致します.

{前方亘援担当酉繰輝乃)

4月から地概運蟻室で業務を行うことに主主りました還藤で
す.地域連援の仕事についてはわからない事が多く毎日が勉
強の日々ですが. 目も早く連携室の員としてスムズに
業務をこ芯せるよう努力していきたいと思います.ご指導の
ほどお願い申し上げます.

(前方麦撮担当遠藤美由紀)

この度、地時連揺室の一員と主主りました菅生と申します.
連携室での業務は初めてのことばかりですが、日々努力する
乙とを忘れずに、少しでも早〈院内の方々、患者横.地蹴の
皆様のお刀!こ主主れるようつとめて穆りたいと思います.どう
ぞ宣しくお願い致します.

(前方麦援担当菅生公吾)
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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。院内外聞わず、

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の受付窓口は、地域医療連携窒が対応しております。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緩和ケア外来は毎週木曜日午後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。

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 (Tel.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 fNews仙台医療センター」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23年 5月現在、登録医数は1，039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

“如月の会"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げして

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。

3月11日の悪夢のような大震災。今回の震災で被害にあわれたかたに心よりお見舞い申し上げます。震

災直後より、災害拠点病院の役割としてトリアージや救護班への応援、家族への連絡などパタパタと毎日

を過ごしてまいりました。ょうやく落ち着きを取り戻しつつありますが、まだまだ続く余震に不安を感じ

る毎日です。今回の震災で、非常食や懐中電灯などの非常持ち出し袋の準備や家族・仲間の大切さを痛感

させられましたが、二度とこのような災害がおこらないととを祈るばかりです。

落ち着かないまま新年度を迎えましたが、うれしいことに4月より連携窒のメンパーが増員されました。

不慣れな点も多く、ご迷惑をおかけするとともあるかと思いますが、前方連携・後方連携とも充実する乙

とができるよう連携室職員一岡努力していきたいと思っておりますので、今年度也ご支援・ご協力のほど

よろしくお願いいたします。 (s・T)

仙台医療センター地域医療研修センターだより 編集委員

回津 雄作 斎藤 俊博 橋場美紀高橋美鈴高橋因子小倉美緒

工藤千春須田剛門間知巳織田雅子西保輝乃遠藤美由紀菅生公子

〈地域医療連携室宜通電話 022-293-0703> 
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