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宮城県医師会代表棲井芳明議長のもと、平成

22年度事業報告及び平成23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23

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、小

松真由美、三浦正雄各先生)を受けた。

委員会では、

1)麗災後の被災者のためのメンタルケアや放射

銀障害について

2)症例提示に重点を置いた宮城野ブロック東部

休日診療所との共催によるシリーズの継続

3)研修トレーニングセンターの活性化
などが提案された。

(文責地域連携室副室長・総合外科部長

平成23年度事業計画を承認
平成23年度の地域医療研修センター運営協議会

は33名の出席をえて、 7月19日に開催された。仙

台市医師会副会長松井邦昭先生を議長に選出し、

平成22年度事業及び決算報告があり、さらに平成

23年度事業計画及び予算案が審議され承認された。

平成22年度事業報告では、地域医療研修センター

の利用状況、病診連携、救急医療、 HN感染、ウイ

ルスセンター・国際医療協力、勝帯血パンクの重

点項目のほかに、災害医療と臨床研修に関しての

報告があった。

平成23年度の事業計画では、強化、充実させる

べき重点事項として、

1)政策医療

2)医療文化の醸成

3)地域医療連携

などの前年度からの継続事業のほかに新病院情

報システムの導入などの項目および予算案が承認

された。

以上の審議及び承認を受けて、平成23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7月27日に 50名の

出席のもと開催された。 斉藤俊博)
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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〕

人を大切にする
安全・良質な医療の提供
高度総合医療の提供
地域医療への貢献と連携
国際レベルでの医療・研究協力
情操豊かな聡員を育む
継続的な質の改善を目指す
健全な病院運営
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登録医の声

菊地内科クリニック院長 菊地 亮
昭和48年東北大学医学部卒業後、米国留学の2年間を除いた20数年間の

病院勤務の後、平成11年4月に太白区東中田にクリニックを開業しました。

開業地は当初、菜の花畑等が広がり、維が遊んでいたりする、非常に

のどかなところでした。ところが最近は都市近郊という事もあり畑地に

マンションやアパートが立ち並んで様変わりしてしまいました。それに

伴い当院の患者層も地元農家の家族の人達だけでなく若い人達が多くなり、

疾病もバラエティーに富んできています。そこで総合医として、きちん

としたプライマリケアができる様、努めております。

仙台医療センターは兄(前院長)がお世話になっておりましたし、現院長の和田裕一先生、副院長の斎

藤泰紀先生、呼吸器科の菊池喜博先生、三木祐先生等旧知の先生方も多く、患者さんをお願いする際心強

く感じております。

また、医療センターは必要とするものは何でも揃っている老舗のデパートの如くであり、どの診療科に

お願いしても、良質の医療が受けられるという安心感もあります。

夕涼の会、知月の会、みちのくウイルス塾をはじめ、

いろいろと興味深い会合や講演会も多く催されており、

今後も幅広い分野の講演会開催を期待しております。

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

住 所:干981-1107 仙台市太白区東中田1-1ら30

T E L: 022-306-1010 FAX:  022-306-1001 

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

木土 9: 00-12 : 30 

休診日:日曜日・祝日/木曜日・土曜日の午後

楢ヶ岡公園前クリニック院長 加賀谷 浩文
昭和62年度東北大学医学部卒業。女川町立病院、宮城県立がんセンター、宮

城県立循環器・呼吸器病センター消化器科部長を経て、平成22年 10月に宮城

野区棺ヶ岡に開業いたしました。

当院は楠ヶ岡駅からクリネックススタジアムに向かつて徒歩3分の所にあり、

周辺にはマンション・ビルが立ち並び、近隣の会社勤めのサラリーマン・ OLの

方など若い患者さんの受診が多く見られます。長く下部消化管疾患を中心に診療

を行ってきましたが、開業後は消化器を柱に内科全般を担当し、患者さんひとり

ひとりの様々な疾患の早期発見・治療から予防医学まで、プライマリーケアをし

っかりと行なえる家庭医を目指し日々の診療を行なうよう努力しております。

仙台医療センターには多くの先生方に大変お世話になっており、たくさんの患者さんをお引き受けいた

だいております。近くに仙台医療センターのような頼れる医療機関があり、心強く感じております。先日

の夕涼の会の講演では、東日本大震災における仙台医療 「ー￥\~~、.--.
センタ一の取り組みを知ることができ、大変勉強になり 門~ 、 ¥

まし比今制後創もい山い附川ろ川な砂診療耕科の悦先生帥のご諸講演尉を聴恥き 砂〆f町也蜘仇
ながら勉強しロてい吋きたかいと品思つ♂てお制りま材すので、幅広い τ-----ヂベぎ ζどミ之さ

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983-0045 仙台市宮城野区宮城野1-2-45

T E L: 022-290-6257 FAX:  022-290-6258 

診療時間:月火木金 9: 00-12 : 30 14: 30-18 : 00 

水土 9: 00-12 : 30 

休診日:日曜日・祝日/水曜日・土曜日の午後



各科紹介

救命救急部長 上之原広司

-当科の概要…・・・

3次救急医療施設である救命救急センターを有する

当院の救急体制は、年間4，419台(平成沼年1-12月)

の救急車搬入実績を上げている救急外来 (ER) に始

まり、多くの重症例に関しては救命救急センター

病床を中心に治療が展開されています。平成22年よ

り救命救急部門が救急科として診療に対応するよう

になりました。まだ、科単独での 24時間診療には至

りませんが、病院各科と連携してより良質な救急医

療の提供を目指しています。

平日日中の救急の診療体制は、消防局司令室およ

び現場救急隊からのホットライン応需については救

急科が受け持ち、各医療機関の先生方からのご紹介

は各専門診療科で対応しています。専門診療科がは

っきりしない症例、多数科の対応が必要な症例に関

しては救急科にご相談ください。

夜間・休日は、外科、産婦人科、救急センター第一

(脳外科・神経内科)、救急センター第二(循環器科・

精神科)救急センター第三(内科)の 5当直体制を

とっており、高次救急医療の担い手として、 24時間

365日対応しています。

-スタッフ紹介...・ H ・

スタッフは上之原広司(救命救急部長)、山田康雄

(救命救急医長、救命救急センター長)、棲井睦美(副

センター長)、篠原大輔、員回千穂の5名のスタッフ

のほかに 1年目および2年目の初期研修医がローテー

ションで常時3-4名、診療にあたっています。

-診療体制

外来診療は平日日中の救急外来での救急搬送患者

の診療が中心です。前述のごとく消防よりのホット

ライン対応は救急科が受け持ち、各医療機関の先生

方からのご紹介は各専門診療科で対応し、搬入時の

初療をお手伝いする形で診療を行っています。また、

入院患者の診療は主に救命救急センターに入院とな

った、多数科にわたる重症患者、あるいは専門診療

科を決め難い重症患者の集中治療を行っています。

病態が安定したところで、可能な限り、専門診療科

に診療をお願いすることとしている。本来業務であ

後列左から亀田拓哉虞田千穂棲井隆美阿部泰明篠原大輔
前列左から神野愛望山田康雄上之原広司横田美貴

る救急外来での初期診療・トリアージ・各科入院へ

のコーディネートを円滑に行うことにより、病院と

してより総合力を発揮しやすい体制を目指しています。

-救急科診療・・…

積極的救急応需:救急科では平日日中の救急隊か

らの重症救急患者の収容を各診療科との連携し行っ

ています。平成22年の救急車搬入件数は4，419件(一

日平均、 12.1件)とわずかであるが前年より増加した。

ここ数年、救急車が救命救急センターへ集中するこ

とにより 3次救急体制の円滑な運用に一部支障をき

たしているとして、 2次輪番制が推進され、当セン

ターへの救急車搬送が以前より減少したが、重症例

が多く入院数・入院率は逆に増加しています。救急

車来院患者の入院比率は 56.7%と高率です。 3次救急

相当の重症者の受け入れに努力してます。

災害医療:日本DMAT(DisasierMedica1 Assistance 

Team)のメンバーとして、仙台市・宮城県の総合防

災訓練に参画している。また院内の災害訓練のコー

ディネートも行っています。洋上救急:洋上救急要

請に際し、海上保安庁・航空自衛隊と協力し医師を

派遣しています。

1・・
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[News仙台医療包シタ-8目号記事内容から]

充実した時聞を共有

仙台医療センター地域医療連携室が主催する、

登録医等の先生との意見交換会、“夕涼の会"

が7月 19日(火曜日)午後7時よりホテル

メトロポリタン仙台で開催されました。現在、

当院の登録医師総数は 1，000名を超えていま

すが、登録医の先生及び県内各病院の先生に

ご案内しましたところ、 81名のみなさまの

ご参加をいただき、院内外を合わせて、とれ

までの最多の出席者数 (173名)となりまし

た。心から感謝申し上げます。

第一部の講演会は、田所慶一副院長(連携

室室長)による開会挨拶で始まりました。粛

藤俊博総合外科部長(連携室副室長)が座長

を務め、園田順彦(脳神経外科医長)と山田

康雄(救命救急センター長)による 2題の発

表がありました。園田順彦先生は「転移性脳

腫療の治療-脳神経外科医の立場から」の演

題名でお話しされました。その中で、転移腫

療の手術映像が紹介され、術後の脳神経機能

温存を目標とした脳血管保護への細心の配慮、

そして摘出される腫虜魂のダイナミックさに

ある種の「驚き」を感じさせられました。山

田康雄先生の演題名は「東日本大震災におけ

る仙台医療センターの災害対応」でした。そ

の中で、院内外での活動について紹介され、

特に、院外(霞の目飛行場)での DMAT、日

本赤十字社、自衛隊等との共同作戦による被

災患者さんのためのヘリコブタ一及び車両搬

送作戦の光景には、聴衆が深く見入る様子が

ありました。 2題共に中身のあるお話だった

ためか、予定時聞をオーバーしましたが、充

実した時聞を共有できました。

第2部の意見交換会は、講演会場の隣室に

て開催されました。和田裕一病院長の開会の

挨拶の後、阿部郁夫先生(仙台市医師会宮城

野ブロック代表幹事)に乾杯のご発声を頂き、

楽しい懇談の時聞を過ごしました。今回は 7

月の運休(海の日)明けの火曜日という日程

にもかかわらす、多数の参加者があり、震災

の疲労や暑気を払う爽やか芯ひと時と芯りま

した。最後に、粛藤泰紀副院長の閉会挨拶が

あり、盛会のうちに終了しました。昨年と同

様に、連携室スタッフの浴衣姿での応接があり、

涼しげな風情"夕涼"を演出していただきま

した。

(文責地域連携室副室長総合成育部長田津雄作)



[『第i11]固 みちのくウイルス塾』 終3御礼 I
この7月 16・17日、毎年この時期恒例の、夏の学校

『みちのくウイルス塾』が当院大会議室を会場に聞かれま

した。日本ウイルス学会教育研究支援委員会と当院の地

域連携室の共催の形に芯って数年がたちますが、最初力、

5数えて今回|ま 10回目の記念すべき開催となりました。

当初震災で開催も危ぶまれていましたが、震災に負け

では芯うないという思いもあって、むしろいつもより盛

大な会に芯ったと自負しております。特に、今回は、第

10回目を記念して東北出身の偉大芯ウイルス学者で、一

昨年の文化勲章者の日沼頼夫京都大学名誉教授が、私た

ちの思い!こ応えて講義をしてくださり、それを目当て|こ

多くの人が集まりました。常連の先生方に交じって、私

たちの大先輩にあたる芯っかしい先生方の顔も会場のあ

ちこちで見受け5れましたし、若い世代を代表する大学の院生たちもたくさん来てくれました。

当院の和田院長による挨拶と震災における当院の様子の話を皮切りに、多彩な7人の講師の先

生方による講義があり、それらに対して会場かう活発に質問が寄せ5れ、先生方がそれらにひと

つひとつ丁寧に答える、いつもながうの熱気|こ満ちた非常!こ有意義な会となりました。

初日の講義が終わってかうは、地域研修棟4階フロアに場所在移して、意見交換会が聞かれ、

ビールを片手に参加者と講師の先生方が、

親しく語り合うなごやかな会となりました。

翌日も、朝 9時力¥63つの講義があり、

そのあとここ数年恒例と芯っている、知

識の確認と娯楽を兼ねた双方向無線機を

用いた「おさらいクイズ」で、盛り上が

りました。

会場の大会議室前の廊下!こは、これまで

10回のポスターや会の様子を写した写真

が飾られ、よくぞ 10回もの会を重ねたと

いう感慨ひとしおでした。来年からは、気

E 一 持ちを新たに回数を重ねていければと願っております。そのため

には皆様方の積極的なご参加が必要です。皆様、来年もぜひふる

ってご参加ください。

なお、会のようすや講義内容を聴講者がわかりやすく解説した

聴講録、講義に使用したスライド等をウイルスセンター・ホーム

ページのサイト!こ掲載しておりますので、そちらの方も、ぜひご

覧ください。

{http目//www.snh.go.jp/Subject/26/julくu/index.html>

(文責病因研究室長西村秀一)
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(平成23年8月29日現在の登録医数 1，050名)

F一 氏名 住所 所属名 専攻 一「

金津義彦 名取市小山2・3・32 金沢内科胃腸科 内科・消化器科

鎌 田 寛 勝 大崎市古川中島町1・8 医療法人社団清靖会木村病院 精内神科科・神経内科・

松下真史 多賀城市桜木1・1・20 多賀城腎泌尿器クリニック 泌尿器科・透析

安 達 雅 史 大崎市古川中島町1・8 医療法人社団清靖会木村病院 精内神科科・神経内科・

梅田弘幸 大崎市古川中島町1・8 医療法人社団清靖会木村病院 精内神科科・神経内科・

高城尚人 仙台市泉区高森4・2・536 五十嵐小児科・ U歯科 一口般腔外歯科科・小児歯科・

矢田部宏一
仙台市青葉区支倉町4-34

やたべ訪問診療クリニック 訪内科問診・消療化(器在宅・医療)
マルキンピル304

斎藤 亮 仙台市泉区北中山2-1・24 北中山クリニック 循内科環器・呼科吸・小器科児科・・外科

吉田英宗 仙台市太白区郡山1丁目16番8号
たんlまlまレディースクリニック

産科・婦人科あすと長町

手塚文明 仙台市太白区八木山本町2-43-3仙台赤十字病院 病理

村上 治 仙台市青葉区川内澱橋通38早坂愛生会病院 内科
J 

-医学部卒業年・・・平成6年

・出身地・...........仙台市

・出身大学および医局

出身大学:東北大学

医局:東北大学脳神経外科

・専門領域

く>脳血管障害一般、脳動脈痛の外科治療、

頚部ならびに頭蓋外内血行再建術、もやもや病の外科治療

・抱負

4月より広南病院より異動いたしました。これまで東北大学病院、広南病院、仙台市立病

院等で脳血管障害の外科治療を主に担当してきました。科内ならびに他科の諸先生方と連

携して積極的に診療に携わりたいと考えています。ご指導、ご鞭握賜りますようどうぞよ

ろしくお願い申し上げます。

脳神経外科医長
ふじむ5 みを

藤村幹

-医学部卒業年・・・平成3年
・出身地・...........石巻市

・出身大学および医局

出身大学:日本大学

・専門領域

く>耳鼻咽喉科一般

・抱負
平成23年7月より御世話になっております。これまで宮城県、福島県、岩手県各地の様々

な病院に勤務してまいりました。各個人ならびに地域の実情に合ったよりよい医療を提供

できるよう努力して参ります。
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t 仙台市医師会宮城野プロックとの共催シリーズ J 

第2固 第3回

G32壁10月19日(水)19:∞~  G32壁11月17日{木)19:00-

四腰痛「あ拡たの診断IctJ 「眼で見る感染症」
What is yaur diagnasis? 「子どものインフルエンザ~その泊費」

-講師 @講師
仙台医療センタ 整形外科医長 伊勢福修司 仙台医療センタ 皮膚科医長 飯津 理
仙台医療センヲー総合診療科医師 山下 りか 仙台医療センター小児科部長 貴田岡節子

.座長 .座長

仙台医療センター総合外科部長 君臨麗 俊博 仙台医療センター総合成育部長 田漕 雄作

@ 

園出回目 ー
， 

¥. 如月の会 ..oIm 平成24年2月2日(木)

胸痛 rlj~たの診断IctJ -' m 平成24年 2月8日(水)
L What is yaur diaonasis? J e曹師仙台医療センター循環吉開医師石塚豪

仙台医療センター呼吸告書科医師宍倉 裕

-座長仙台医療センタ 循環吉開部長篠崎毅

喧..  
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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 9月現在、登録医数は1，050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。

2011年も後半に入り、東日本大震災から半年が過ぎようとしています。今なお放射線被爆の問題が残り

余震也続いておりますが、そんな中で被災地の方々が復興に向けて前向きに一生懸命頑張っていらっしゃ
る姿、日本だけではなく世界中からの様々な応援を日々新聞・テレビで見ると、人と人との繋がりの深さ

を実感しております。

7月19日には登録医意見交換会「夕涼の会」を開催いたしました。今回も多くの登録医の先生方にご出

席いただき、盛会のうちに終了することが出来ました。との場をお借りしまして改めて御礼申し上げます。

今秋の予定としては、昨年もご好評いただきました「仙台市医師会宮城野プロックとの共催シリーズ講

演会」や「健康まつり」の開催を予定しております。登録医の先生方との“顔の見える連携"を目指しよ

り一層努力する所存です。ご支援・ご協力を宜しくお願いいたします。 (T'M) 

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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