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ー全員が、心理認知検査（ミニメンタルテスト）を自分でつ
けておられます。全国でも千葉県佐倉市で初めての試みで
あり、佐倉病院としてとても誇らしいことです。認知症の物
差しであるミニメンタルテストを共有することによって、患者
さんのケアがさらに進むものと思います。さらに2013年7

月、佐倉病院の神経内科・メンタルヘルスクリニックが千葉
県より「認知症疾患医療センター」の指定を受け、医師会先
生方と更なる連携を深めています。今回の市民公開講座は、
佐倉病院の「認知症医療チーム」と広く関連部署が力を合
わせ、初めて実現できたものです。
　榊原の総合司会の下、佐倉市高齢者福祉課よりご挨拶を
賜り、会がスタートしました。第1部（診断）では、榊原から
「認知症疾患医療センター」、鈴木ソーシャルワーカーから社
会資源、神経内科露崎医師、尾形臨床心理士から丁寧な説
明があり、第2部（治療）では、神経内科舘野冬樹医師から
内科治療、メンタルヘルスクリニック砂川医師から精神科治
療、土井薬剤師から薬物治療、脳神経外科宮﨑医師から脳
外科治療について説明がありました。第3部（ケア）では、小
川理学療法士から体と心のリハ、京谷看護師から看護、尾
形臨床心理士から患者さんと家族の心理について、それぞ
れ心温まるお話がたくさんありました。参加された皆様に
は、認知症についての理解を深め、日頃の疑問点を解消し、
当院が実施しているトータルケアを十分理解いただけたも
のと思います。当日のスライドとアンケート集計結果が病院
ホームページからリンクされますので、ぜひチェックしてみて
はいかがでしょうか。

　2015年、年頭にあたり御挨拶申し上げます。新しい年を迎えられたこ
とを御慶び申し上げるとともに、関係各位には日頃より東邦大学医療セ
ンター佐倉病院を御信頼頂きまして感謝申し上げます。
　さて昨年も異常気象に見舞われた年でした。冷夏の予想に反して各
地で記録的な猛暑を更新し、7～8月の記録的な豪雨と局所的（ゲリラ）
豪雨、8月の豪雨による広島市の土砂災害と被害が続き、年を挟んで北
日本では積雪の最高記録を更新する寒冬でした。年間を通して寒暖差
が激しく、この傾向は今後も続きそうです。
　昨年は4月からの診療報酬改定、消費税アップに翻弄され、佐倉病院
でも上半期は外来・入院ともに診療実績で前年を上回っているものの
非常に厳しい運営を余儀なくされました。外来では紹介患者事前診療
予約制を整備し、医師会の御理解も得られて紹介率が向上し、患者さ
んの待ち時間も短縮しております。以前は朝6時台から病院玄関で並
んでお待ちになっている患者さんが沢山いらっしゃいました。一昨年よ
りセキュリティの関係上、朝の開扉時刻を午前8時10分とさせて頂きま
したが、朝一番の採血での待ち時間が長いため、開扉直前で沢山の患
者さんが並んでお待ちの状況でした。これを解消するために採血ブース
を増やしたところ、現在では採血待ちがほとんど無い状態で、早めに来
院される必要はなくなっております。また駐車場も11時頃まで満車に近
い状態ですので来院時刻を分散するように宜しく御指導お願いします。
総合相談窓口としてのコンシェルジュも充分に機能しており、連携を通
じて逆紹介率も上昇しており、高度な急性期の医療を提供するという
大学病院本来の機能に近づいております。現在一部の診療科で紹介状
をお持ちの患者さんから直接電話による予約をお受けすることに致しま
した。御紹介の手間を少しでも軽減できるように致しております。「かか
りつけ医」の勧めなど行政からの指導もあり、医師会、病院の役割分担

を病院内に掲示し患者さんの理解が得られるよう努めております。
　昨年3月、東邦大学は、佐倉市と連携・協力に関する基本協定を締結
しました。これにより佐倉病院は、大学病院としての高次機能と医療・
保健・健康教育・生涯学習・環境保全・地域防災整備など地域中核病
院としての多くの機能を果たすことが期待されております。東邦大学と
地域の期待に応えられるよう今まで以上に強い意志を持って、その任
を果たさなくてはなりません。
　かねてより念願でありました放射線治療が昨年4月から開始され順
調に症例を重ねております。周術期の口腔ケア外来も徐々に機能し始
めております。現在、千葉県の「がん診療連携協力病院」として指定を
受けていますが、さらに放射線治療の実績を加えて「がん診療連携拠
点病院」の指定を受けるべく、「災害拠点病院」とともに強力に申請を進
めます。
　効率的な病院の運営と種類・数ともに豊富な症例を背景に、全教職
員の情熱をもって積極的な卒前・卒後教育はもとより、社会に貢献でき
る医療人の育成に努めます。佐倉市、関係病院、地域医師会とで検討し
ている地域救急体制の整備に加えて、手術室の拡張や研究棟の設置、
外来の拡充、駐車場の混雑をめぐる周辺道路の整備、さらには教職員
の確保、診療科の充実など課題は山積していますが、少しずつでも解決
できるように努めて参ります。
　東邦大学医療センター佐倉病院が、大学病院としての高次機能を有
する急性期病院と佐倉市を中心とした地域の中核病院としての役割を
充分果たせますよう、関係各位には、今後とも御支援、御指導ならびに
更なる御協力の程お願い申し上げます。終わりに、今年が佐倉病院に
関係される皆様にとって幸せな良い年となりますよう、お祈り申し上げ
ます。

病院長　　　　　　
加 藤　良 二

2015年新年挨拶
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必要な医療情報の説明が受けられます

セカンドオピニオンが保障されています
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■糖尿病・内分泌・代謝センターにズームアップ！
　講師／齋木 厚人

医療連携だより  
医療連携・患者支援センター長／中川 晃一

市民公開講座
地域で考えるケアと治療　～認知症と共に歩む
“診断と治療”第6回～　神経内科 榊原隆次

Topics  News

2015年新年挨拶　加藤 良二　21世紀は脳の世紀ともいわれます。各種メディアで「認知
症」が大きく取り上げられ、社会的な関心が高まっています。
佐倉病院でも、2009年秋、市民公開講座「地域で考えるケ
アと治療　～認知症と共に歩む“診断と治療 ”～」を初めて
取り上げ、大好評を博しました。本年度、同6回目が2014年
11月29日に行われ、会場が満員になるほどの参加をいただ
きました。
　佐倉病院では、2010年7月から、金曜午後に神経内科「も
のわすれ外来」が開始され、病院内外でのわかりやすい窓口
として活用されています（認知症患者さんは月～金の一般外
来でも診療しています）。メンタルヘルスクリニック月曜担当
の中野先生は、治療の困難な患者さんの相談にのっていま
す。2011年から、佐倉市長蕨様が音頭をとって認知症「さく
らパス」が始まり、佐倉病院の榊原、尾形臨床心理士、治田
言語聴覚士による、佐倉市ケアマネージャー講習会が3回
行われました。その結果、佐倉市の地域包括ケアマネージャ
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神経内科
准教授　榊原 隆次

メンタルヘルスクリニック
助教　砂川 裕之

脳神経外科
助教　宮﨑 親男

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 ■ 〈2014 -15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

入場無料
申込不要
200席

市民公開講座

2014.12.15現在

＜眼 科＞
小野田 康孝　毛塚 由紀子
村松 理奈
＜心臓血管外科＞
本村 昇・他
神経内科・脳神経外科・整形外科
薬剤部・リハビリテーション部・看護部
メディカルソーシャルワーカー

地域で考えるケアと治療
　～認知症と共に歩む
　　　　“診断と治療” 第6回～

神経内科
榊 原  隆 次

＜加齢にともなう目の病気＞
「白内障」「緑内障」「加齢黄斑変性」

「最新の心臓血管治療」

地域で考えるケアと治療
「歩行障害と共に歩む～診断と治療」

1 / 24（土）

2 / 28（土）

3 / 28（土）

＜循環器内科＞　清水 一寛・他「静脈血栓塞栓症を考える」4 / 25（土）

＜糖尿病・内分泌・代謝センター＞　龍野 一郎・他「糖尿病」5 / 30（土）

＜呼吸器センター＞　松澤 康雄・他「肺がん」6 / 27（土）
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医療連携だより

　平素は医療連携にご協力賜り、厚く御礼申し上げま
す。
　当院では全診療科でセカンドオピニオンに対応して
おります。セカンドオピニオン外来は、当院以外の医療
機関に受診されている患者さんを対象に、当院の専門
医が主治医からの情報をもとに診断内容や治療法等に
関して意見を述べ、その意見を患者さん自身の治療に
際して参考にしていただくことを目的としています。
　セカンドオピニオン外来では検査や治療は行いませ
んので、当院での治療や検査をご依頼の場合は、一般
外来へご紹介いただくようお願い申し上げます。なお、
セカンドオピニオン外来は完全予約制となりますの
で、ご依頼の際には以下にご留意いただくようお願い
申し上げます。

【必要書類】
▎紹介状（封筒に 『セカンドオピニオン希望』 とご記入ください。）
▎検査データ・レントゲンフィルム等

【相談費用】
  30分まで ￥1 0 , 8 0 0  （税込）

  30分以上1時間まで ￥2 1 , 6 0 0  （税込）

【受付方法】
完全予約制となります。 紹介状発行の際、患者さんへ以下にお問い合
わせいただくか、ご来院いただくようご案内をお願いします。
≪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

 受付時間：月～金 10：00～ 15：00

 ※休診日除く
≪当院ホームページ　セカンドオピニオン外来のご案内≫
http://www.sakura.med.toho-u.ac.jp/jusin/secondopinion.html

▏セカンドオピニオン外来 のご案内

医療連携・患者支援センター長　中 川  晃 一

アピールしたい 診療と研究

　糖尿病、脂質異常、肥満症などの生活習
慣病診療では、患者さんの治療意欲を多職
種で支える必要があります。当センターで

は医師の診察だけでなく、ほぼ全例で看護師が個別指導を
行っています。看護体制は、病棟・外来を一体化したユニット
制であることも特徴です。栄養指導は当日の依頼も可能なシ
ステムとしています。栄養士は積極的な栄養治療介入を行い、
とくに糖尿病、肥満症に対して低糖質食やFormula食を導入
し、成果を出しています。また「ヘルスケアファイル」は、患者
が視覚的に理解しやすいように設計された当院独自のデータ
管理ファイルで、看護師などの個別指導の場で活用され、また
医療者間、医療機関同士、さらには家族を含めて、患者情報の
共有化に役立っています。

　内分泌疾患は、視床下部・下垂体疾患（尿崩症・先端巨大
症・クッシング病）、甲状腺疾患（バセドウ病・橋本病・甲状腺
癌）、副腎疾患（クッシング症候群・原発性アルドステロン症）、
骨Ca代謝疾患、性腺疾患など多様性・専門性の高い疾患を
扱っています。特に内分泌性高血圧の診断は放射線科・泌尿
器科との連携のもと、県内でも数少ない副腎静脈サンプリン
グを可能としています。

　BMIが35以上の高度肥満は、合併症や生命の危険が迫っ
ていながら、患者の体質や心理社会的要因によって、自力で
体重コントロールができない状態と言えます。精神疾患の有
病率が高いことも特徴です。よって当センターでは看護師、管
理栄養士、精神科医、臨床心理士、理学療法士や各専門家の
協力を得てチームで取り組み、患者さんが夢や希望を持てるよ
うサポートしています。また2010年からは外科と連携し、肥

満外科治療の選択肢が加わりました。当センターが誇るチー
ム医療を生かし、年間症例数や診療体制で、全国の大学病院
を牽引する立場にあります。

　昨今の医療情勢の変化に伴い、重症例、多発合併症、特殊
症例などは今まで以上に対応させていただく一方で、軽症例や
超高齢者症例など、近隣の先生方にご協力をお願いするケー
スが増えてくると思います。当センターが地域でより役立つた
めにも、積極的な連携にご理解をよろしくお願いいたします。

　テーマは臨床から抽出され、世の中の役
に立ち、かつオリジナリティがあることを
モットーとし、若手医師を中心に多くの英文

原著を発信しています。国内では、糖尿病学会や内分泌学会
はもちろんのこと、肥満症治療学会、動脈硬化学会、臨床栄養
学会でも中心的役割を担っています。

「研究テーマ」
・ 高度肥満：認知行動特性、Formula食を用いた術後管理、
皮下脂肪組織の機能解析

・ 脂質代謝異常：高度高中性脂肪血症の原因解析（LPL欠損
症やアポAV異常）（厚労省の原発性高脂血症調査研究）

・ 骨代謝異常：閉経後骨粗鬆症（Chiba Bone Study）、ステロ
イド骨粗鬆症（Chiba-Shimosizu Rheumatic Cohort研究）

・ 血管機能検査CAVI：心血管イベントと関連、各薬剤による影
響、心機能や末梢循環との関連、妊娠や各種病態との関連

・ 栄養学的研究：低糖質食、ω3系脂肪酸（EPA、DHA）
・ 酸化ストレスに関する基礎研究：血管内皮細胞、平滑筋細
胞、脂肪細胞、肝細胞、腎メサンギウム細胞、骨芽細胞

　糖尿病・内分泌・代謝センターは、糖尿病や脂質異常、肥満症などの代謝性疾患や、甲
状腺、間脳下垂体、副腎などの内分泌疾患を診療の対象としています。県内最大級の糖尿
病センターである一方、まれな疾患まで幅広く対応しています。また新しい血管機能検査
CAVIを応用した合併症予防や、外科治療を含めた高度肥満治療、副腎静脈サンプリン
グ、甲状腺超音波下穿刺吸引細胞診といった特殊診療にも力を入れています。

#

糖尿病・内分泌・
代謝センター

にズームアップ！
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研究
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▲糖尿病・内分泌・
代謝センタースタッフ

高度肥満症治療
チームスタッフ▶

　この度、東邦大学医療センター佐倉病院は「第4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、テーマを『がん』
として講演会を行うほか、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致しますので、この機会をより良い連携推進
のためにお役立ていただけますよう、よろしくお願い申し上げます。

第 1部　講演会　17時 00分～
　テーマ　『がん患者に対するトータルマネジメント』
「当院の放射線治療の現状 ～五大がん・前立腺がんを中心に～」
 東邦大学医療センター佐倉病院 放射線科　准教授　磯部 公一
「当院の化学療法室の現況と補助療法の進歩」
 東邦大学医療センター佐倉病院 外来化学療法室 糖尿病・内分泌・代謝センター　講　師　清水 直美
「緩和ケア ～がん患者さんの心と体と生活を支える看護の連携～」
　 東邦大学医療センター佐倉病院 看護部　がん性疼痛看護認定看護師　塚本 佳子
「在宅医療の現状 ～いつ帰る～いまでしょ～」 宍戸内科医院　院　長　宍戸 英樹
「当院におけるがん治療の現況」 東邦大学医療センター佐倉病院　副院長　岡住 慎一

第 2部　懇親会　19時 10分～

▏第4回佐倉医療連携学術フォーラム のご案内

　2015年2月2日（月）より、予約のない患者さんの受付時間を午前8時30分～ 11時に変更致します。最終受付時間が30

分短くなりますが、ご理解とご協力をお願い申し上げます。
　但し、予約のある患者さん、午後から受付開始の診療科、一部の専門外来は従来どおりの受付時間です。ご不明な点は、
医療連携・患者支援センターまでお問い合わせください。

▏外来受付時間変更 のお知らせ

【日　　時】
2015年2月7日（土曜日）17時00分～

【場　　所】
ウィシュトンホテル・ユーカリ

【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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