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I第6固仙台医療センター健康まつりJ開催
10月初日(土)、「第6回仙台医療センター健康まつりJを開

催しました。当日は、雲ひとつ立い爽やか立秋晴れとtI:り、これ

までで最高のl畑名を超える多くの方41こご参加いtだきました。

10時からのオープニングセレモニーでは、和田院長の挨拶後

に伊達武将隊が参上し、「仙台医療センター健康まつり、いざ出

陣じゃー!Jの掛け声で健康まつりがヌタートしました。引き続

き、看護助産学校体育館で迫力品る演武が披露され、観客を魅了

していました。

今回は例年の「手術室体験Jr救急蘇生体験Jr手洗い体itJに

加え、「内視鏡で胃腸をのぞいてみようJr超音波検査装置で中身

を見てみようJr磁場つてなんだ ?X線でどとまで見える?Jな

Eの職業体験できるコーナーも設けました。いずれも盛況で、参

加され士中高生からは「とても良い経験になった。将来に向けて

生かしたいJとの感想をいただき、職業を考える上で貴重な体験

になったのではないかと思いますロ

癒し・検査コーナーでは、「骨密度測定Jr頚動脈エコー、血精

値、血管年齢検査JrハンドマッサージJ等を行いましたが、い

ずれのコーナーも順番待ちの長い列となり、希望された方すべて
に行うととができず、大変ご迷惑をおかけしまし走。

院内ステージの rv.5.o.p(職員によるパン V)コンサートJrピ

アノと森の立かまたちコンサートH健康講話「脂肪と肝臓病(鵜

飼消化器科部長)Jrお薬ができる 問
まで(諏江薬剤科長)Jでは、皆さ

ん真剣に耳を傾け、またFishパネ
~';:~~ 、， ー晶、J

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.情操豊かな聡員を育む
7.継続的な質の改善を目指す
8.健全な病院運営

Jレ展「震災における当院の活動状況Jr各職場の七夕飾りJは多
くの方に見ていただきました。

14時に田所目腕長の挨拶で間後しましたが、アンケートでは、「充
実した内容で大変満足して帰りますH健康への意識が高まったH病

院のイメージが変わりましたJrもっと時聞を長くして欲しいJな

Eのご意見をいただき、私たちスタッ7も大変嬉しく感じています。

最後になりましたが、 HIVコーナーで共催いただいた「宮城野

区保健福祉センターJ、ボランティ7で参加いただいた「仙台ピ

ューティーアート専門学校JrホスピタルクラウンJr宮城教育大

学畠りんとJrおはなしクレヨンJの皆様をはじめ、スタッ7と

して健康まつりを単備し盛り上げた多くの職員と看護学生、関係

者の方々 並びに参加してくださっt地域の方々 に心より感謝申し

上げます。
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登録医の声

鈴木耳鼻阻喉科アレルギー科医院院長 鈴木 直弘
昭和61年北里大学医学部卒業。同年、東北大学医学部耳鼻咽喉科入局し、

仙台市立病院、旧国立仙台病院、東北労災病院にて研修。平成3年東北大

学医学部耳鼻咽喉科助手、耳鼻咽喉科専門医授与。平成 11年仙台市立病院

耳鼻咽喉科医長を経て、平成 13年から現職に至っております。

当院は、昭和8年に開院し、 70年以上にわたり耳鼻咽喉科診察に携わり

地域医療に貢献してまいりました。患者様のお祖父さん、お父さん、お子

さん、お孫さんまで親子何代にもわたり診察することもあります。

当院では、患者様が安心して治療が受けられるように、医師・スタップ

の連携によって、あらゆる疑問や不安を解消し、納得していただけるように心掛けております。また、患者様

の待ち時間を少なくするため、スタップを増員し、インターネットや携帯サイトから待ち時間が分かるサイト

を開設しました。開業医にできる最高の医療とサービスを目指し、患者様の

活・健康に少しでもお役に立てるよう、努めていきたいと思っております

仙台医療センターには、総合感覚器科部長兼耳鼻咽喉科医長橋本省先生

をはじめ、多くの先生方にお世話になっております。時間外でも患者様を受

け入れてくださり、大変感謝しております。

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

住 所:干980-0022 仙台市青葉区五橋2-1-17

T E L: 022-223-8310 FAX:  022-223-8633 

診療時間:月・火・水・金 9: 00-12 : 30 14: 30-18 : 00 

木(第2・4週のみ)・土 9: 00-12 : 30 

休診日:日曜日・祝日/第1・3-5木曜日・土曜日の午後

たかはし内科院長 高橋亮一
昭和40年に祖父である高橋勇朗が「高橋内科小児科医院」を開院して

以来、約46年間地域医療に尽力して参りました。

平成 23年7月4日より、当院は名称を「たかはし内科」として内科・

胃腸科・小児科を中心に診療を行っております。

当院では、かぜ・腹痛などの日常的な病気から、消化器疾患・高血圧症・

糖尿病・高脂血症・花粉症・インフルエンザの診断・治療などを行って

おります。内科全般に関する健康管理、病気の予防と適切な初期治療-

j JA園 田 早期発見に重点を置いております。

検査では、経鼻内視鏡・鎮静剤使用の上部内視鏡検査・炭酸ガス使用の大腸内視鏡を使用し、患者様に

痛みと負担をできるだけ最小限に少なくするように心掛けております。

地域の皆様のかかりつけ医として、スタップ一同笑顔をたやさず、常に患者様の立場にたち、どんな事

でも相談しやすい信頼関係が築けるように、分かりやすい説明・納得できる診療に努めております。

毎週水曜日は、 6年間勤務した仙台医療センター消化器内科にて診療と情報交換を行い、最新治療につい

ても学んでおります。

仙台医療センターには、副院長田所慶一先生を始め多くの先生方に大変お世話になっております。面識

のある先生ばかりなので、患者様の相談もしやすく、快くおヲ I ~ 一一

き受けいただき大変感謝しております。

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

住 所:干983-0833 仙台市宮城野区東仙台2丁目5・3

T E L: 022-257-3227 FAX:  022-257-4307 

診療時間:月・火・木・金・士 9: 00-12 : 30 14: 00-18 : 00 

休診日:水曜日・日曜日・祝日

U R L: http://www.higashisendai.com/ 



各科紹介

皮膚科医長 飯津 理

-診療方針・

当施設の目標の一つに病診連携があります。開

業されている先生方が行っている一般市民の方々

の健康を守るための活動の中で、診療所では行い

難い部分を当院でお手伝いさせて頂くというのが

病診連携の趣旨であると理解し、皮膚科という領

域の中で病診連携を行うことを目標に活動してお

ります。

当然のことながら患者さんには日常の生活があ

りその中で治療を受けているわけですから、出来

るだけ患者さんの日常生活に負担のならない時間

帯に受診できる外来での診療が、患者さんの健康

を守る面では非常に大切なことであり、開業され

ている先生方の得意とする分野で、不幸にして日

常生活を犠牲にしても入院による治療が必要な場

合に私どもがお手伝いさせて頂くことになります。

また、皮膚科の診断には生検・病理組織検査が必

要な場合がありますがそのような時に依頼があれ

ば検査をさせて頂いたり、また皮膚科領域での外

科的治療が必要な場合に当科に御紹介戴きて手術

をさせて頂いて居ります。

-スタッフ紹介・

スタップは飯津理(皮膚科医長、皮膚科専門医)

と高橋愛(皮膚科専門医)の二名が中心で、不定

期ですが2年目の初期研修医が加わる場合があり

ます。

-診療状況 ・・・・・・・・ -

外来での診療は月・火・木・金曜日に行ってお

ります(水曜日は手術の為、外来は休診とさせて

頂いております)。二人の医師で外来を受診され

た患者さんと入院されている患者さんの診療に当

っておりますので、主に外来を担当する医師はー

名になりマン・パワー的に不足しておりますが、

紹介状をお持ちの患者さんは出来るだけ優先的に

診察させて頂いておりますので、患者さんを御紹

u・

左から飯津理高橋愛

介戴く際には紹介状を添えて頂ければ幸いです。

診療させてい戴いている疾患の分野は特に制限

はなく、炎症性皮膚疾患、感染性皮膚疾患、腫痩

性皮膚疾患、外傷性皮膚疾患等いずれの領域も診

察させて頂き、症状や重症度に応じて検査や入院

による治療、手術等を行い、外来通院可能な状態

になれば開業の先生方に外来での治療をお願いす

るようにしております。

皮膚科独自の検査としては皮膚生検、病理組織

検査があり昨年度の生検件数は 169件と比較的多

く行っておりますし、生検以外でも当院の特徴と

して臨床検査や画像検査が充実し、他科との連携

もスムーズに行えております。入院治療に関しては、

昨年の入院患者数は 213名で、腫蕩性皮膚疾患の

方が40%と最も多く、感染性皮膚疾患が27%、炎

症性皮膚疾患と外傷性皮膚疾患がそれぞれ15%と

なっていますが、疾患数は60を超え、疾患数の多

さは体表に現れる疾患を扱う皮膚科の特徴と思わ

れます。また昨年の手術件数は 171件(全身麻酔

51件、局所麻酔 120件)で皮膚外科領域の治療も

積極的に行っております。

ー-
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訓練の内容し5されl'実戦そのものの訓練
平成23年目月日日(金)宮城県消防学校(宮城野区安養寺)で、

「東日本次麗災の経顧を踏まえ、関係機聞の連携強化と大規横
災書におlオる対応力の向上」を目的として「大規模災害救急対
応訓練」的7われました。当日は当院の山田救命救急センター長、
篠原救命救急科医師、新井谷救命救急センタ 副看護師長、菅野

西3階病棟看護師、水吉庶務係長、犬上給与係の6名がDMATと

して訓練lこ参加しまレた。
今回の訓練では東日本大震災での事象を踏まえた実戦的芯内

容とし、事前の状況は知らされす、ある程度の訓練の)Ji!flがわか
コている通常の訓練とは違コて実戦さ砿がらの緊張が走る、緊迫
した訓練でした。当院は、建物倒壊現場での負傷者を卜りア ジ、

処置、応急救護所での応急処置を行いました。少人数の中、負傷

初参加!

DMAT研修とは遣った
訓纏の必要性を実感!

水盲腸彦
6月lこDMATの研修を受けたばかりでの訓練参加

となり緊張と不安で思うように動けませんでした。今

週の訓練は内容に関しての情報が全く知らされ芯い

実戦さ芯がらの割11錬でもあり、初参加の私としては正

直大変でレた。その中で「緊迫感H規模の大きさ」が

研修とは遭う、乙のよう芯訓練の必要性を実感させら

れました。との自11錬の繰り返しが「いざ」と言う時lこ役

立てられると思いました。

者が多く、いかに効率よく他機関との連携をとるかが問われた訓
練でした。また、犬上さんは現地対策本部で各機関に指示を出す
本部長のサポ トとして重要砿役割と芯る訓練も行いました。
東日本大震1.1では、本部長として指揮をとった山田先生は、今回、

訓練には直接参加せすDMATの訓練の検証を行っていました。
山田先生は、「実戦と全く同じ、情報が何も芯い所から始まり、人

数の少なし1厳しし1状況で非常にタフな訓練でした。どれだけ少
砿い人数を有効にするか。scuの人員配置、指揮者の二人制砿
どいろいろ砿状況での訓練を重ね災害に備えたし¥Jと閉会式の
総評、各施設のDMAT反省会で話していました。

(文責訓練サポート広報企画委員)

蝶scu=広濁酒賦量を行うにあた口、
撮送拠点基地に隣接して霞置される医療施霞

少人数スタタフ l
連携の重要性を再認識!

篠原大輔
家屋が倒壊し、その中から救出される患者さんらを

トリアージする司11練内容でした。乙れは事前lζ知5され
ることなく災害対策本部から指示をうけての活動とな
りました。不安を感じる中、実戦そのものの緊張感があ
る自11錬でした。少人数のスタッフの中、負傷した患者さ
ん等が多く、トリアージをしても緊急を要する、重傷の
患者さん等をすぐに搬送することができす、消防等と
の連携のますさが今回の自l阪では浮き彫りに芯りました。
スタッフが少芯い中でも、連携をうまくできるよう改

めて認醜させられました。
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7月14日と25日、手術時手洗いがウォーターレス法ヘ 9日からの忠格導入i之向けて
と変更となるため、手術室を利用する全医師を対象に説

明会と技術演習を行いました。忙しい中にもかかわらす2日間で約130名が参加しました。ウォーターレス法とは水

を使用しないで、アルコールベースの消毒剤で手の消毒をする方法を言います。今までは消毒剤で手を洗い滅菌タオ

ルで拭き、アルコール製剤で消毒していましたが、今回の変更は以下の通りとなります。

①水道水と一般せっけんで手の汚れを取る

②未滅菌タオルで拭く

③ 5%(以上の)グルコン酸クロルヘキシジン配合のアルコール剤で肘まで消毒する

この方法は殺菌力が同等以上の効果があること、手洗い時間の短縮も図うれコストも削減される利点があり、CDC*
で推奨している方法です。

8月から手技の訓練期間とし、薬剤の選定、手術場流しの備品変更を行い、9月からは本格導入となります。根拠

ある改善で安全で経営効果もある対策を今後もできればと思います。(文責ウォーターレスブロジ、工ク卜チーム(手術室・ICT))

*CDC CCenters for Disease Control and Prevention 疾病予防コントロールセンター)

~\~国I炭雨厄語母屋津波lこなる」
平成23年9月8日19時より仙台医療センター大会議室

にて、仙台医師会宮城野ブロック及び、東部休日診療所との

共催による第7回「平成23・24年度シリーズ研修会」が開

催されました。このシリーズ研修会は、仙台医師会宮城野ブ

ロックの先生と共lこ、私たちの知識を整理し、積み重ね、「思

慮深い」心ある医師を目指すことを目的としていますo

第1回目は、冒頭に宮城野ブ、ロック代表幹事の阿部郁夫

先生から開会のご挨拶をいただいた後、福地成先生(せん

だんホスピタル児童精神科)のお話「子どものところ一震災

後の子どもの心の反応」を拝聴しました。福地先生のやさ

しい言葉と語り口に助けられ、震災の問題を介して、子ども

の心を知るよい機械となりましたo子どもには大人と異な

，.，-~~ 

~噴応力苛蹴年齢ぞ署育研こ助司罰夢拐であるヨET需
に「何時でも一緒」という共感と支援が重要であることを学

びました。子どもは一生懸命自分の気持ちを言葉で伝えよ

うとする fJJ¥dな詩人」ですが、或る子どもが「雨が怖い」と

訴えてきました。傾聴すると「大雨になると津波になる」と

心配していたとのことで、したo子どもは言葉が未発達です

ので、大人がその意昧をくみ上げてあげることが大切なわ

けですo

このシリーズ研修会の次回は、2月8日「胸痛~あなたの

診断は.......Whatis your diagnosis? Jが企画されていま

す。講師は石塚豪先生(循環器科)、宍倉裕先生(呼吸器科)

のお二人にお願いしています。ご期待下さい。

(文責総合成育部長田津雄作) @・・
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住所 所属名 専攻

佐野浩史 黒川郡富谷町大清水1・2・3 大清水内科クリニック 内科・循環器科

藤谷 浩 塩釜市南錦町8-10 藤谷内科クリニック
内科・消化器科・
糖尿病

永沼 滋
黒川郡大和町吉田字局田東11番地 吉岡QQクリニック 内科・外科・指環器・呼吸器・消化器
黒川郡大和町吉岡字皇寺183-7 吉岡腎・循環器科 内科・人工透析・皮肩科・泌原器科

宇都宮昭裕
仙台市若林区大和町2丁目6番3号

仙台やまと町脳外科クリニック
脳神経外科・神経内科・

大和町メテ'イカルセンター1F 内科・外科

原田雄功 名取市子倉田字八幡423・1 原田乳腺クリニック 乳腺外科

山川洋光 仙台市泉区高森1-1・194
医療法人社団

産婦人科
桂高森s.sレディースクリニック

千坂 泰 仙台市泉区高森1・1・194
医療法人社団

産婦人科桂高森s.sレディースクリニック

F 象主易金導J1贋
オ開医学賞を要費以〆

警~せ

ウイルスセンター医師渡遺 王志
東北における感染症・免疫病・がん等の分野

で顕著な功績をあげた研究者に与えうれる本賞は、

ウイルス学者で元東北大学総長の故石田名香雄

博士の功績をたたえようと創設され、今回が第

1回目の選考でした。

私の受賞題目は「仙台市及び山形市における

小児のパラインフルエンザウイルス4型感染症」

で、患者さんの検体から見出す乙とが非常に難

しい同ウイルスを効率よく分離する方法を確立し、

流行の様子や臨床症状の特徴を明らかにしました。

当院のウイルスセンター

でなければできないウイ

ルス分離という病因診断

技術が評価されたことは、

スタッフ全員の喜びです。

そして長年にわたり熱い探求心をもって検体をよせてくださる地域

の先生方にあうためて感謝を申し上げます。今後も臨床現場に還元

ぷゅ できるフィーjレドでの研究を続けたいと思いますので、どうぞよろ

認 しくお願いいたします。
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電子カルテ導入についてのお知らせ

日頃より、地域医療連携につきましてご理解とご支援をいただき、心から御礼を申し上げます。
昨年より、準備を進めて参りました電子カルテですが、お陰様で計画通りに平成24年1月1日の本稼働

となる見込みでおります。
現在は、本稼働に向けて、データの移行はもちろんの乙と、運用では3回のリハーサルを予定しスムー

ズな診療を行えるよう備えているところです。 1月4日の仕事始め以降には、万全を期して望む所存では
ありますが、何かと不手際等ご迷惑をお掛けする事もあるかと思いますがご理解とご協力をお願いいたし
ます。
尚、電子カルテの稼働に伴って、新たに診療情報支援窒(問診センター)を玄関ホールに設置します。

、

詳細は「ご紹介患者さんの診療予約について」にあげておりますが、電子カルテに紹介状等患者情報の取
り込みを専門に行う部署となります。その為電子カルテ稼働後は患者さんの来院後の流れが一部変更にな
ります。患者さんがお困りにならないよう、来院時にご案内いたしますのでよろしくお願いいたします。

ノ

ご紹介患者さんの診療予約について

紹介元医療機関

①紹介受診者票Fax

②紹介患者予約票

女共通問診票

*診撞申込書

*rはじめての方窓口Jへ
お越し下さい 齢、

④予約日に来院 〉

. 仙台医療センターへの Faxによる紹介方法

① 紹介受診者票(当院の様式)をFax送信して下さい。

仙台医療センター

*が新たに変更になったところです

e渇紹介患者予約票・診療申込書・問診票をFaxで送りますので患者さんへお潰し下さい。
(申込書、問診票は事前に記範した上、当日ご持著書下さい。)

④ 保険証・紹介患者予約票・問診票・診痕申込書
紹介状・レントゲン写真など検査データ(必要時お持ち下さい)お薬手帳を持診し最初
に初めての方窓口へお越し下さい。
それ，以後の受診の流れについてご案内いたします。

2012.1.1の電子力ルテ穂働により医療情報支援室(問診センター)が新たに設置されます。

医療情報支援室の役割:
①問診内容の確認と入力 ②紹介状等のスキャナ一、 CD取り込み
③持参薬関連業務(お察手帳も確認します)

新患・樹新患の場合lま『はじめての方窓口Jで診察券等を受け取り、「医療情報支握室(問診センター)J
を経由し、告診療科へ行っていただきます。

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J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、広くお戸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、地域医療連携室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こ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 iNews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窒までお願い致します。

O平成23年11月現在、登録医数は1，057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窒まで

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。

rr ~4Ii1ftb~iIi~~目l'U 第4固仙台市匡師会宮城野
一 プロックとの共催シリーズ
m 平成24:年 2月B目(水)19:00-

胸痛「あ砿たの診断は」
・国師仙台医療センター循環器科医師石塚 豪

仙台医療センタ 呼吸器科医師宍倉裕

・座長仙台医療センタ 臨床研修部長篠崎毅

如月の会

m 平臨4年 2月2目(木)19:00-
mホテルメトロiKリタン仙台『明宅』
・菌師仙台医療センタ 診療技術部長佐麗明弘

ri輔のCT、MRIによる血管槙へのアプローチ』
.罰師仙台医療センター消化樹細長描飼克明

「肝がん撲滅を目指して』

街のあちこちにクリスマスのイルミネーションが飾られ、今年も残り少なくなってきた事在感じます。

さて、今年で6回目となる「仙台医療センター健康まつり」を10月29日(土)に開催しました。今回は、

例年の体験コーナーに加え、中高生を優先とする「職業体験コーナー」を設け、「病院にどのような職業

があるのか?Jを知っていただく場としました。

医師不足や看護師不足が深刻化していると言われていますが、乙のような機会をとおして、将来医療現

場で活躍したいという学生が 1人でも多く輩出されるととを願っています。 (M.H) 

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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