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連携ニュース

駒込病院は、医療連携に重点的に取り組んでいます。

4
ホームページ  http://www.cick.jp  にも掲載しています。（発行予定は年2回です。次回は28年4月頃を予定しています。）
連携ニュース駒込病院は、

連携担当副院長　黒井　克昌　Eメール　kurochan@dd.iij4u.or.jp　電話　03-3823-2101 内線 2106

がん・感染症センター都立駒込病院

再生紙を使用
しています。

医療連携ホットラインを開設しました！

（平成27年 5月～平成27年 9月）

発行：　　東京都立駒込病院医療連携室　発行日：平成27年10月20日
　　　〒 113-8677　東京都文京区本駒込3-18-22　電話：03（3823）2101　FAX：03（4463）7537
　　　ホームページ ： http://www.cick.jp　 2015.10 Vol.24

ご参加をお待ちして
おります。

地区医師会・駒込病院研修会のご案内 ご参加をお待ちして
おります。

開催予定

　 駒込病院では、PDCAサイクルによりがん診療向上のための評価・改善を行っています。
PDCAサイクルとは、事業活動における生産管理や品質管理などの管理業務を円滑に進める手法の一つですが、平成26年1月10日「がん診療
連携拠点病院等の整備に関する指針」において、がん診療拠点病院はこのPDCAサイクルを確保していくことが求められるようになりました。
これを受け、駒込病院では、院内の診療の質に係る課題についてPDCAサイクルによる評価、検討を行い、がん診療体制がより一層充実する
よう努めています。

　当院では、地域の医療機関の方々にお集まりいただき研修会を開催しています。質疑応答では、
日頃の疑問点などについてもお答えしております。多数の皆様のご参加をお待ちしております。

ごあいさつ　 副院長　神澤  輝実

　平成27年4月に副院長を拝命いたしました神澤輝実と申します。内科系副院長としての役
割とともに、経営戦略、医療安全などを担当しています。私は、東京生まれで、昭和57年に弘
前大学医学部を卒業しました。初期研修後、膵胆道疾患を中心とした人体病理学を学びまし
た。昭和50年に開設された新駒込病院の初代院長が、弘前大学第一内科（消化器内科）の
松永藤雄教授であったことから、私も昭和61年より当院の消化器内科にお世話になっており
ます。約30年間にわたり、専門の膵臓・胆道疾患の診療と研究に従事し、現在は日本膵臓学
会および日本胆道学会の理事を務めております。
　駒込病院はがんと感染症センターとして高度専門医療を実践していますが、さらにもう１つ
の大きな特徴として、がん・感染症以外の多くの診療分野においても先進的な総合基盤を有する点が挙げられま
す。日本では、現在、世界に類のないスピードで人口構成の高齢化が進んでいます。国と各医療機関は、高齢化社
会に対応するために、医療と介護の仕組みの変革に取り組み始めました。ひと昔前とは違い、人間としてのQOLの
充実やどのような最後を迎えたいかを、自らが選択できる時代になってきたと思います。その中で、在宅医療は益々
大きな役割を担うようになります。この時代の流れの中で私たちは、各々が持つ医療機能と特殊性を有効に活用し
ながら、地域医療との連携をより強固なものにしてゆく必要があります。今後益々、地域の皆様に貢献できるよう努
めて参る所存でございます。どうぞ、皆様のご理解と温かいご支援を心よりお願い申し上げます。

ごあいさつ　

医療連携窓口のご案内

●予約専用電話

03-3823-4890
月～金
土

9：00～17：00
9：00～12：00

■

よ や く を
03-3823-2101
月～金
土

9：00～17：00
9：00～12：00

※成人脳波検査は月～金のみの受付となります。
   ご了承ください。

○MR・I CT検査  内線2046・2048
                                          （医事課医療連携係）
○RI検査 内線4345（放射線診療科RI検査室）
○成人脳波検査  内線4395（臨床検査科生理検査室）

（代表電話番号）

●医療連携全般についての
　お問い合わせ（医事課医療連携係）

03-3823-2101
月～金
土

9：00～17：00
9：00～12：00

（代表電話番号）

（内線2046・2048）

●検査予約

当院は紹介・予約制です。ご紹介の際は、
紹介状とご予約をお願いいたします。
（緊急の場合を除く）

■ 当院専用の診療情報提供書（紹介状）用紙、患
者さん用の案内図等を随時お送りしています。
ご希望の際は医療連携係までご連絡ください。

担当科・講師名（予定） カリキュラムコード（予定）主 題 候 補

※参考になる良い症例がある場合は、研修会の中で症例報告の時間を10分程度設けております。適切な症例がある場合は、事前にご一報ください。 

開催予定日

●開催時間：午後7時30分～9時　　●開催場所：駒込病院 別館1階講堂 開催予定

小脳機能の評価法

これだけは知っておきたいがん疼痛治療
（基礎編）

多剤耐性菌の現状と感染対策

アルツハイマー病と糖尿病の関連性に関す
る最近の話題

大腸癌内視鏡治療の最前線

間質性肺炎の診療の手引き

がん患者さんへの心理的ケア

ピロリ菌と胃疾患

乳癌の診断について

がん性疼痛治療の up to date
　　　　̶新しい薬剤を中心に̶

31 めまい
62 歩行障害
78 脳血管障害後遺症

5 医者-患者関係とコミュニケーション 
80 在宅医療　
81 終末期ケア

8 医療の質と安全
9 医療情報
11 予防活動

29 認知能の障害
76 糖尿病
73 慢性疾患・複合疾患の管理

2 継続的な学習と臨床能力の保持
50 吐血・下血
54 便通異常（下痢、便秘）

15 臨床問題解決のプロセス
45 呼吸困難
46 咳・痰

6 心理社会的アプローチ
69 不安
70 気分の障害（うつ）

11 予防活動
21 食欲不振
53 腹痛

1 専門職としての使命感
2 継続的な学習と臨床能力の保持
10 チーム医療

10 チーム医療
19 身体機能の低下
81 終末期のケア

平成27年10月20日（火）

平成27年11月17日（火）

平成28年1月19日（火）

平成28年2月16日（火）

平成28年3月15日（火）

平成28年4月19日（火）

平成28年5月17日（火）

平成288年6月21日（火）

平成28年7月19日（火）

平成28年9月20日（火）

脳神経内科

緩和ケア科

臨床検査科

脳神経内科

消化器内科

呼吸器内科

神 経 科

消化器内科

乳 腺 外 科

緩和ケア科

医員　松村　謙

医員　前田　隆司

医員　関谷　紀貴

非常勤　石橋　賢士

部長　小泉　浩一

部長　岡村　樹

部長　赤穂　理絵

医長　大西　知子

医長　宮本　博美

医長　鄭　陽

●よろしくお願いいたします。
（平成２７年５月１日付採用）
緩和ケア科　医員　鈴

すずき

木　梢
こずえ

（再採用）

（平成２７年７月１日付採用）
病理科　　　医員　外

とのおか

岡　暁
あき こ

子 

（平成２７年９月１日付採用）
小児科　　　医員　窪

くぼ た

田　あやこ
皮膚腫瘍科　医員　山

やまぐち

口　慶
けい

 

●お世話になりました。
（平成２７年５月３１日付退職）  
腫瘍内科　　医長　佐

さ さ き

々木　栄
えいさく
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（平成２７年６月３０日付退職）  
小児科　　　医員　吉

よし だ

田　沙
さ

智
ち え

恵 

（平成２７年７月３１日付退職）  
皮膚腫瘍科　医員　乙

おと べ

部　さやか

（平成２７年８月３１日付退職）  
肝胆膵外科　医長　倉

くら た

田　昌
まさ

直
なお

 

（平成２７年９月３０日付退職）  
循環器内科　医員　西

にしざわ

澤　明
あき

弘
ひろ

骨軟部腫瘍科　医員　池
いけがみ

上　政
まさ

周
ちか

脳神経外科　医員　吉
よしむら

村　知
ち

香
か



歯科・口腔外科医長
　山内 智博 歯科口腔外科スタッフ紹介

腫瘍内科腫瘍内科腫瘍内科

　歯科口腔外科の診療体制は常勤歯科医師4名、非常勤歯
科医師4名、臨床研修歯科医師1名、常勤歯科衛生士2名、
非常勤衛生士6名の体制となっております。近隣の歯科医院
よりの紹介の多くは智歯（親知らず）の抜歯や医科疾患で治
療に問題のある方などを初めとして、歯科医院での治療に
多少リスクが考慮される患者さんが対象となります。
 当院はがんのセンター病院でありますので、当科の診療対
象疾患も「口腔がん」があります。1976年の歯科口腔外科
開設以来1500例以上の治療にあたっております。がん治療
は頭頸部キャンサーボードで、頭頚部がん関連の各診療科と
の協力体制をとっております。

　また、全てのがんを中心とした疾患に対する、支持療法としての口腔のケアも推進しております。平成26年度は
680件を数えており、平成26年社会医療診療行為別調査の結果を加味すると、全国の保険算定数（厚労省発表の
概算値）の約7％を占めているという結果になりました。
　今後も、口腔内の疾患に対して、誠心誠意に取り組んでゆきます。よろしくお願いいたします。

　

1.腫瘍内科とは
　がん治療の3本柱は、①手術療法、②放射線治療、③薬物療法（化学療法）です。私たち腫瘍内科は薬物療
法を主たる武器としてがん治療を行う診療科で、医師４名で構成されています。近年開発の目覚ましい分子標
的薬の導入や臨床試験への積極的な参加、外来化学療法の推進など、東京都がん診療連携拠点病院として常
に最新、最高の医療を提供できるよう努めています。
　当科は臓器横断的にすべての悪性腫瘍の治療に対応可能ですが、院内での役割分担上、現在の診療対象
は消化器がん（食道、胃、大腸、肝胆膵など）、悪性リンパ腫の他、胚細胞腫、原発不明がん、GISTを含めた肉
腫など特殊な腫瘍・病態にも対応しています。なお、2015年4月より診療科名を「化学療法科」から「腫瘍内
科」に変更させていただきました。今後とも何とぞ宜しくお願い申し上げます。

2.分子標的治療薬の導入と個別化治療
　近年の分子生物学の進歩により、遺伝子レベルでがんの発生・進展
のメカニズムが解明されつつあります（図1）。これらのがんの発生に関

わる因子（＝分子）を標的とし
て、がん細胞の増殖を抑える
目的で創薬された薬物を分子
標的薬といいます。従来の抗
がん剤はがん細胞だけではな
く正常細胞にも障害を及ぼす
「じゅうたん爆撃」による治療
でしたが、分子標的薬は目的
の分子に対する「ピンポイント攻撃」による治療です。（図2）
　現在では幅広いがん腫を対象として50に近い薬剤が導入されてお

り、腎細胞癌、肝細胞癌、悪性黒色腫、GISTさらに甲状腺癌などこれまで薬
物療法の出番のなかった腫瘍に対しても有効な治療手段となっています。
　さらに、個々のがんの特性に合わせた治療を行う「個別化治療」がより多
くのがん腫で可能となりつつあります。すなわち患者さんに一律の標準治
療を行うのではなく、治療前に個々の患者さんの分子・遺伝子情報を調べ、
それに応じた治療法・薬剤を選択することでより効果が高く副作用の少ない
治療を適応することができます。逆に効果の期待できない患者さんには無
駄な治療を回避することができます。（図3）。具体的には乳癌・胃癌での
HER2、大腸癌でのRAS、肺癌でのEGFRやALKなどが、治療薬選択に
際して重要な因子（バイオマ－カ－）となっています（表1）。

3.がん薬物療法は入院治療から外来治療へ
　平成24年の病院改築に伴い50床を有する「通院治療センタ－」が設置
されました。現在では年間14000件を越える薬物療法が外来で行われて
います。標準治療の確立、制吐剤など支持療法の発達に加えて患者さんの
ニ－ズの変化もあり、今後も薬物療法はますます入院から外来へとシフトす
ることが予想されます。当科でも患者さんの日常生活に合わせ、安心して外
来治療が行える体制を整えています。

4.さらなる医療連携の必要性
　薬物療法はもはやひとつの病院内だけで完結できるものではありませ
ん。日常の在宅療養での患者さんの状態管理に加えて、最近では薬物療法
の際の口腔内ケアの重要性も指摘されています。安心・安全ながん薬物療
法を行うためには地域における医科さらに歯科の先生方との連携が重要な
因子となります(図4)。このために「顔のみえる」連携を目指し、地域の先生
方との関係をさらに密にすべく努力させていただきます。今後とも何とぞ宜
しくお願い申し上げます。

腫瘍内科部長　前田 義治

図1　がん細胞における標的分子

図2　従来の抗がん剤と分子標的薬の違い

図3　治療の個別化

表1　分子標的治療薬の効果予測因子

図4　外来化学療法における連携

前列左から　川名、山内、千葉、池上
後列左から　川上、福田、長谷川、大山、加島、木村、小川

文京区医師会

新たな病診連携の一つとして
　平素、都立駒込病院には毎月の研修会の実施、および高度ながん医療可能な

施設として病診連携にご協力いただき誠にありがとうございます。

　現在東京都は、団塊の世代が７５歳以上となる２０２５年を目途に、地域包括ケ

アシステムの構築の実現、および「地域医療構想」による医療機能の分化・連携の

構築を目指しており、これにより今後益々在宅医療が推進されるとともに必要性が

増してきます。

　われわれ地域医師会の役目は、在宅医療の人材確保と質の向上ですが、在宅医

療の充実には医師だけでなく、歯科医師、薬剤師、看護師、ヘルパー等多職種の協力が必要不可欠です。現

在、ＩＣＴを利用してのこれら職種を結ぶネットワーク事業も開始しており、安全性が確保されれば病院の先生

方も参加が容易になります。タブレット端末等でのＳＮＳ形式の簡単な参加型ネットワークですので、今後、在

宅へ移行された患者さんに対しての情報を得られる新たな病診連携の一つとして、都立駒込病院の先生方に

も活用していただきたいと存じます。

  金 吉男 会長
地区医師会長 ごあいさつ

医療最前線
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