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療法看護認定看護師より、「がんの治療が開始されたら」
というテーマで話をし、専門分野である抗がん剤治療につ
いては、当院での流れも踏まえて詳しく説明を行いまし
た。特に副作用対策については、患者さん自身やご家族が
自宅でもできる方法に焦点を当ててお伝えしました。最後
にがん性疼痛看護認定看護師から「がんの辛い症状が出て
きたら」「がん患者相談」というテーマで話をしました。が
んの症状のなかでも、比較的早期から出現しやすく日常生
活への影響も大きい痛みに焦点を当てて、医療者と症状を
共有するための伝え方や、生活の中でできる痛みの緩和の
ための工夫についてお伝えしました。そして、がん患者相
談に寄せられるよくある相談を共有しながら、必要時はい
つでもご利用いただけるように、相談窓口の存在について
紹介させていただきました。
　現在、2人に1人ががんになると言われている時代です。
がん検診の啓発活動はもちろんのこと、がんと診断されて
も、自分らしさを失わずにがんと向き合い、どのように生
活上の工夫を行っていけば良いのか、市民の方々へ医療者
が情報を発信していくことは大切な役割であると考えて
います。今後も認定看護師の専門性を活かした立場から、
市民の方々へ広く情報を発信し、地域の医療に貢献してい
きたいと考えています。

　新年あけましておめでとうございます。無事に新しい年を
迎えることができたことをお喜び申し上げますと同時に、日
頃からの東邦大学医療センター佐倉病院に対するご厚情に
感謝を申し上げます。大きな医療変革の流れの中にあって、
すべての医療機関が非常に厳しい状況に直面しつつありま
すが、教職員一同、「患者さんのために」という基本に立ち返
り地道に、そして確実に医療に取り組んで参りたいと存じま
すので、本年も何卒よろしくお願い致します。
　私ごとではありますが、病院長就任以来早半年が過ぎまし
た。その間、7月には日本医療機能評価機構による病院機能
評価を受審し認定を受けることができました。11月にはがん
診療連携拠点病院の指定を受けるための整備が完了し、千
葉県からの推薦を受け厚生労働省での審査が始まっており
ます。また、地域災害拠点病院としての機能充実を図るため
緊急時の備蓄食糧や電気水道などのライフライン確保がで
きる体制を佐倉市と連携のもと整備を行い、被災者収容の
ための施設備品の拡充を続けています。災害現場へ緊急出
動できる医療チーム（DMAT）も昨年中に2隊が認定を受け
正式に発足しており、9月1日に行われた首都圏直下型地震
に対するDMATを中心とした広域訓練や成田空港の航空機
事故対策訓練等に積極的に参加しています。いずれも、加藤
良二前病院長時代に構想し各部署が協力して、教職員一丸
となって病院の質を向上させるために努力を続けて参りまし
た。
　佐倉病院のフィールドは地域であることを常に念頭に置
き、診療連携にも力を注いでおります。現在、外来における

近隣医療機関からの紹介率は50％に達し、逆紹介率も60％
を超えています。厚生労働省で策定された地域医療構想に
より機能分化と連携の推進が我々に課されている大きな命
題であり、より一層地域の皆様と強い信頼関係を築き、医療
の需要と供給の適正なバランスを整えた地域医療提供体制
を構築するために病診連携、病病連携の強化を行って参りま
す。当院では連携の窓口として外来コンシェルジュと医療連
携・患者支援センターを設置しております。これまで以上に
皆様方と紹介患者事前診療予約制をはじめとしたスムーズ
な紹介や逆紹介を推進しご紹介に関するお手間を軽減する
と同時に、広く当院に対するご要望、ご叱責を真摯に受け止
め迅速に対応できるように地域連携要員を増員しましたの
で、積極的にご活用いただければ幸いです。
　がん診療においても、緩和ケア関連部署の増員や化学療
法室の拡充を行い、昨年から稼働を開始した放射線治療部
門を含め総合的な診療体制が提供できるようになりました。
また、診療各科においても引き続き専門性の高い医療を提
供できるよう拡充を図って参ります。
　東邦大学医療センター佐倉病院教職員は、患者さんに「か
かって本当によかった」と思っていただける病院、「働いて本
当によかった」と思える病院を目指して、努力を惜しまず本
年も邁進致します。関係各位におかれましては、今後ともご
支援・ご理解と更なるご協力をお願い申し上げます。最後に
なりましたが、この新しい年が皆様にとりましてより佳き年
になるよう心より祈念致しまして、新年の挨拶とさせていた
だきます。

病院長　　　　　　
長 尾　建 樹

2016年新年挨拶
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アピールしたい診療と研究  #7
■呼吸器外科にズームアップ！
　准教授／長島 誠

医療連携だより  
医療連携・患者支援センター長／吉田 友英

市民公開講座
『がんと診断されてもあなたらしく生活するためのヒント』
を開催して　がん性疼痛看護認定看護師 塚本 佳子

Topics  News

2016年新年挨拶　病院長／長尾 建樹

　これまで、多職種チームの一員として看護師が市民公開
講座で発表することはありましたが、今回、はじめて認定
看護師のみでの開催となりました。当院では12領域15名
の専門知識をもった認定看護師が在籍しており、今回は、
がん看護領域の認定看護師3名が担当させていただきま
した。看護師の立場からどのようなことを伝えられるのか
検討し、私たちがテーマに込めた思いは、「例え、がんと診
断されても、自分らしさを失わずに治療に臨んでほしい、
日々の生活をおくってほしい」というものでした。「がん
になってしまったから、自分では何も出来ない、医療者の
言う通りにするだけ」というのではなく、「医療者に自分
の思いを伝えることで治療方針の決定に参加し、自分の
体、生活を主体的に考えていってほしい」と考え、そのた
めのヒントとなることをお伝えできればと思いました。ま
た、この機会に、がん検診の重要性についても併せてお伝
えすることで、自身の健康を考えるきっかけにしていただ
きたいと考え、当日のプログラムを組みました。
　まずは、乳がん看護認定看護師より、がんの成り立ちや、
がん検診の重要性について話をしました。住んでいる地域
によってがん検診のお知らせの方法には違いがあるため、
地域別のがん検診の案内用紙を持ち帰っていただけるよ
うに準備したり、乳がんの検診用モデルを会場内に設置
し、少しでも興味を持っていただけるように工夫しまし
た。がん検診の話のあとは、実際にがんと診断された際の
医療者との向き合い方、自分らしい治療を選択していくた
めのポイントについてお伝えしました。続いて、がん化学
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左から 清藤 友里絵（司会）、塚本 佳子、落合 尚子、根本 真紀子

ほぼ毎月、身近な疾患や症状をテーマにした市民公開講座を企画しております。多くの方にご参加いただき、病気の予防や早期発見、
普段の生活に役立てていただければと考えております。
いずれの講座も14時から当院東棟 7階・講堂で開催いたします。詳細は、テーマごとに院内掲示およびホームページなどでご案内い
たします。お問い合わせや講演テーマのご要望がございましたら、総務課にご連絡下さい。

■ 市民公開講座スケジュール ■ 〈2015-16年度の市民公開講座　予定〉

開催予定日 講演予定テーマ 担　当

市民公開講座

2015.11.26現在

『がんと診断されてもあなたらしく
　  生活するためのヒント』を開催して

がん性疼痛看護認定看護師　塚 本  佳 子

耳鼻咽喉科「耳科手術・鼻科手術の最前線 -2」1 / 23（土）

看護部「身近な救急医療」2 / 27（土）

神経内科・薬剤部・脳神経外科・
リハビリテーション部・
ソーシャルワーカー・看護部

＜地域で考えるケアと治療＞
「歩行障害／パーキンソン病」3 / 26（土）

眼科「知っておきたい眼の病気」4 /   2（土）

泌尿器科「お父さんの健康を考えよう！」
～前立腺の病気を知ろう－  前立腺肥大症・前立腺がん～5 / 14（土）
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医療連携だより

医療連携・患者支援センター長　吉 田  友 英

吉 田  友 英

アピールしたい 診療と研究 # 7

　この度、東邦大学医療センター佐倉病院は「第5回　佐倉医療連携学術
フォーラム」を開催させていただくことと致しました。日頃よりお世話に
なっている地域の先生方・医療関係者の皆様をお招きし講演会を行うほか、
感謝の意を表すとともにより一層の親睦を深める場として懇親会を予定し
ております。当院からは医師・看護師をはじめ、様々な職種のスタッフが参
加し、「顔の見える医療連携」の更なる進展の場に致したく存じます。時節柄
ご多用のこととは存じますが、何卒ご臨席賜わりますよう心よりお願い申
し上げます。

第 1部　講演会　17時 00分～

「様々な症状を引き起こす大人のリンゴ病」
 東邦大学医療センター佐倉病院 内科　臨床教授　熊野 浩太郎
「関節リウマチ治療の鍵を握る薬物治療、失われた関節機能を取り戻す手術治療」
 東邦大学医療センター佐倉病院 整形外科　准教授　中島 新　
「認定看護師による同行訪問に関する取り組み」　 東邦大学医療センター佐倉病院 看護部　清藤 友里絵
「急性期病院における地域との連携の現状と今後」
 東邦大学医療センター佐倉病院 医療福祉相談室　野口 聡美
「地域における回復期・療養病床の現状と今後」 
 佐倉厚生園病院 地域医療連携・医療福祉相談課　課長　成田 薫　
「当院における地域連携活動報告と地域医療支援病院指定に向けた取り組み」
 東邦大学医療センター佐倉病院 医療連携室　涌井 芳樹

第 2部　懇親会　19時 10分～

▏第5回佐倉医療連携学術フォーラム のご案内

　2015年7月に院長補佐ならび
に医療連携・患者支援センター長
に就任致しました。私は、5代目の
センター長であり、就任後6ヶ月
が経過しました。当センターは
2003年8月1日に設立され、医療
連携室・医療福祉相談室・看護相
談室・図書室スタッフの協働によ

り、病診・病病連携の促進、退院・転院の促進、検査のオー
プン化などを行っております。先生方からご紹介いただ
いた患者さんを対象とした、紹介患者事前診療予約制も
全科で導入し、定着してきております。おかげさまで、ご
紹介いただいた患者さんの待ち時間の短縮にもつながっ
ております。今回、総合入院体制加算2の算定が可能とな
りました。これは、十分な人員配置及び設備等を備え総合
的かつ専門的な急性期医療を24時間提供できる体制を
評価されたものです。そして現在ご紹介いただいた先生

方への逆紹介の推進も奨めております。これまで当セン
ターの事務職員が先生方のクリニックにお伺いしており
ましたが、今後は私も同行してご挨拶と共に佐倉病院に
対しての忌憚のないご意見をいただきたいと思っており
ます。その節は、宜しくお願い致します。
　また、10月には先生方へアンケートを送付し、多くの
先生より現在の東邦大学医療センター佐倉病院医療連
携・患者支援センターに対してのご評価をいただき誠に
ありがとうございます。これまでを振り返り今後の医療
連携に役立たせていただきます。
　医師会・医療施設との地域連携が一層重要になってき
ている昨今です。診療所・病院の関係を密にしていくよ
う関係強化を図っていきたいと考えております。今後も
地域医療施設の先生、看護師、介護施設のスタッフの皆様
のご意見・ご指導をいただき、充実した医療態勢作りを
していきたいと思っておりますので、宜しくお願い致し
ます。

▏医療連携・患者支援センター長就任 のご挨拶

【日　　時】
2016年2月6日（土曜日）17時00分～

【場　　所】
ウィシュトンホテル・ユーカリ
4階ジャルダン

【問い合わせ先】
東邦大学医療センター佐倉病院
医療連携・患者支援センター
TEL：043-462-8770
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　東邦大学医療センター佐倉病院外科（加藤良二教授）で
は、長島誠（准教授）と森山彩子（助教）が中心となり、
消化器・循環器・乳腺外科の医師、研修医と連携し、呼吸器・
縦隔・甲状腺の外科診療を担当しています。原発性肺癌、
転移性肺癌、若年者の自然気胸、高齢者の COPDに合併し
た続発性気胸などの肺疾患と、胸腺癌、胸腺腫、奇形腫、
神経鞘腫、重症筋無力症などの縦隔疾患、さらに甲状腺腫
瘍に関する外科治療を行っています。良性疾患から悪性腫
瘍まで、幅広い疾患群に対応しています。
　気胸は、何らかの原因で肺に穴があき、空気が漏れて、
あたかもタイヤの チューブがしぼんでしまったような状態
になる病気です。肺の表面にブラ、ブレブと呼ばれる泡状
ないしは 風船状の病変ができ、これがパンクして空気が漏
れて肺が縮むのが自然気胸です。当院では、小さな傷で痛
みが少ない胸腔鏡（直径 10mm程度のビデオカメラ）を用
いた手術によって、積極的に気胸の治療を行っています。
側胸部に 3ヶ所の 5mm から 11mm の切開を行うだけで、
気胸の原因となっている弱い肺の病変部分を自動縫合器で
切除し、PGA シートとフィブリン糊を用いて補強を行いま
す。この術式を導入して以降、術後の再発は認めていませ
ん。傷が小さく低侵襲で、根治性の高い治療法であり、呼
吸器外科関連の学会でも高く評価されています。術後は数
日で退院が可能です。
　肺癌は、かつては胸部の肋骨に沿って約 30cm もの大き
な皮膚切開を行い、肋骨を切除して開胸するのが標準的な
アプローチでした。胸腔鏡を用いた手術は、傷が小さく術
後の痛みが少ないために、患者さんの術後の QOL は良好
です。当院では、胸腔鏡を挿入する 1cm の傷と約 10cm

の小開胸を併用して肺癌の手術を行っています。胸視下の
操作に直視下の操作を組み合わせることによって、安全に

肺葉切除＋縦隔リンパ節郭清術を施行することが可能で
す。傷が小さく術後の疼痛が少ないために、術後の呼吸機
能が保たれ、肺炎などの合併症をおこすリスクが低くなり
ます。入院期間は標準開胸手術に比べて短く術後 7 日前後
で退院が可能です。治療成績も従来の標準開胸の手術と比
較して同等か、むしろ良好な結果が得られています。
　心臓や血管に浸潤している胸腺癌などの縦隔腫瘍の手術
は、心臓血管外科の医師の協力のもとに実施しています。
　毎週、呼吸器内科、病理部、放射線科、外科で合同カンファ
レンスを行い、各疾患の診断、治療方針、病理組織像、遺
伝子変異の状況、術後補助療法の適応などについて、詳細
に検討を行っています。このカンファレンスには、研修医
や医学部の学生も参加しています。近年、肺癌に対しては、
新しい分子標的薬や外科手術、放射線治療、抗癌剤、それ
らを組み合わせた集学的治療が行われるようになり、治療
成績が飛躍的に向上してきました。肺癌は、EGFR チロシ
ンキナーゼ阻害剤の登場以来、固形癌の中で分子標的薬を
用いた個別化治療が最も進歩した領域となりました。科学
的エビデンスを基盤とした肺癌治療を行うことが最も重要
です。手術で摘出された肺癌組織は、病理部において各種
免疫染色を行った上で詳細に病理組織像を検討していま
す。EGFR、ALK、ROS1、RET 等の Driver mutation の解
析も積極的に行っています。現在、『 LC-SCROM JAPAN 』
という全国規模の肺癌遺伝子診断ネットワークや、非喫煙
者の肺腺癌の発生に関与する日本人特異的遺伝素因や DNA 

adductに関する多施設共同研究にも参加しています。
　今後も、臨床と基礎の架け橋となるトランスレーショナ
ルリサーチを推進し、より質の高いチーム医療を実践し、
呼吸器・縦隔疾患の外科治療分野で地域医療に貢献してい
きたいと考えています。

呼吸器外科
にズームアップ！

外科　准教授
長 島  誠

呼吸器外科の手術風景

加藤 良二 長島 誠 森山 彩子 佐藤 礼実 川満 健太郎 門屋 健吾 鍋倉 大樹


