
駒込病院は､医療連携に重点的に取り組んでいます｡

がん･感染症センター都立駒込病院
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ごあいさつ佐々木常雄
いつもお世話になりまして､誠にありがとうございます｡

駒込病院は本年1月より､通称をがん･感染症センター都立駒込病院としました｡こ

の理念はがん､感染症､そして｢都立駒込病院｣としての一般診療(総合基盤)の3本

を柱とすることであります｡都道府県がん診療連携拠点病院として都のがん医療のま

とめ役であること､エイズ診療中核拠点病院､感染症指定医療機関としての役割もあ

りますが､駒込病院は他のがん専門病院と違い､一般診療(総合基盤)を持っているこ

とであります｡超高齢化社会となり､がんの患者さんでも､感染症の患者さんでも､糖

尿病､高血圧､心疾患､腎臓病､肺繊維症､脳血管障害など､多くの疾患を抱えており I //∫//

ます｡これらの疾患をもしっかりと診療できる､全人的医療ができるのが当駒込病院であります｡現在､23年の

全面改修完成に向けての工事のため､駐車場などでご迷惑をおかけいたしておりますが､さらにスタッフ面でも

充実させてゆきます｡どうぞ､がんに関係のない患者さんもこれまで通り､ご紹介いただきますようにお願い申し

上げます｡

PFl事業では､一部に誤解を生じておるようで恐縮いたしておりますが､委託の部分を民間会社に一括して

お願いしていることで､駒込病院はこれまでどおり都直営の病院であり､けっして民間に身売りなどいたしてお

りませんのでご安心いただきたいと思います｡

新型インフルエンザなど､急にいろいろな事態が起こる時代となりました｡今後とも､医師会の先生方としっ

かりと連携させていただき､都民の健康･医療を一緒に守ってゆきたいと思っております｡どうぞ､宜しくお願い

致します｡

連携担当副院長　坂巻　幸　Eメール　sakamaki@cick.J'p　電話　03-3823-2101内線6102

(cickはCancer and lnfectious diseases Center Komagomeの略です)
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医療連携窓口のヱ幕内
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●予約占hl FSBE]
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03-3823-4890
月～金　9:00-17:00

土　　9:00-12:00

■当院は紹介･予約制です｡ご紹介の際は､
紹介状とこ予約をお願いいたします｡

(緊急の場合を除く)
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(FAX番号)

03･3823-2759
月一会　9:00-15:00

土　　9:00-ll :00

■先生方からの診療予約は､FAXでも受
け付けております｡専用申込用紙の送信を
お願いいたします｡ ※専用申込用紙こ希望
の際は医療連携係までこ連結ください｡また､

ホームページからもダウンロードできます｡

l検査予約

(代表電話番号)

03-3823-21 01
月一会　9:00-17:00

土　　9:00-12:00
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OMR卜CT検査

内線2046･2048 (医事課医療連携係)

ORf検査

内線4346 (放射線診療科Rl検査室)

○成人脳波検査

内線4386 (臨床検査科生理検査室)

●医療連携全般についての
お問い合わせ三昌三[,L7 3:I

(代表電話番号)

03-3823-21 01
(内線2046･2048)

月一会　9:00-17:00

土　　9:00-13:00

●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｡また､地区医師会･駒込病院研修会開
催案内等をメールにてこ案内しています｡こ
希望の際は医療連携係までこ連結ください｡

Eメ-ル　renkei@cick.jp

ホームペ-ジhttp://www.cick.jpにも掲載しています｡また､ご希望があればメールにて配信させていただきます｡ renkei@cick.jpまでご連絡ください｡

(発行予定は年2回です｡次回は22年4月頃を予定しています｡ )
{}
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地区医師会長ごあいさつ社団法人荒川区医師会会長冨田崇敏

都立駒込病院におかれましては､日頃より病診連携並びに研修会等で大変お

世話になり､心より感謝申し上げます｡衆知の如く､2007年4月に｢がん対策基

本法｣が施行され､がん対策推進基本計画が策定されました｡

駒込病院連携ニュース(2008年10月)でも､鶴田副院長が御紹介されておら

れますように､現在､地域連携クリニカルパスの整備が進められており､私も委

員として出席させて頂いております東京都医師会の｢地域医療推進委員会｣で

も､在宅緩和ケアをいかに推進していくか､医療連携でのツールとして､クリニカ

ルパスをいかに運用していくか等々が協議されているところであります｡

元より医療連携の本来の目的は､患者に少しでもより安心で良質な医療を提

供し､全人的にサポートするところにあると考えます｡私共荒川区医師会の中に

も多くの会員が､率先して在宅医療(訪問診療他)を実践しております｡

高度先進医療をお願いする駒込病院を我々｢かかりつけ医｣が､更に連携を密接にし､精神的サポート

を併せ､患者のQOL向上を念頭に置き､病病･病診連携を推進していきたいと考えております｡

国民病としての｢がん対策｣において､共通のパスを活用し､逆紹介を含む双方向の連携が一層強化

されることを期待するものであります｡

最後に､がん診療医療連携拠点病院として､都立駒込病院が今後益々発展されることを祈念申し上げ

ると共に､より一層のご指導をお願いいたします｡

乳腺外科スタッフ紹介

ど
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一一▼止　｣一よし
左から北川大医師､山下年成医長､有賀智之医員､鈴木栄治医員

堀口和美医員､黒井克昌部長

●よろしくお願いいたします｡
(平成21年6月1日付採用)

内分泌代謝科

外科(胃)

(平成21年7月1日付採用)

呼吸器内科

外科(乳腺)

形成外科

放射線(診断)料

(平成21年7月1 6日付昇任)

整形外科

脳神経外科

内視鏡科

乳腺外科は常勤5名(乳腺専門医3名) ､非常勤6名(このうち4名は

週1)で診療を行っています｡当科の担当する主な疾患は乳がんで､外

科とはいえ､検診の精密検査､乳がんの診断､手術､薬物療法､緩和医

療までをチーム医療でカバーしています｡診療方針は､水曜日に開催す

る症例カンファレンスと金曜日に開催する病棟カンファレンスで決定して

います｡前者は放射線科診断医､病理医などを交えたキャンサーボード

形式で行い､後者には緩和ケアチーム､医療ソーシャルワーカー､看護

節(乳がん看護認定看護師を含む)も参加しています｡また､積極的に

治験や臨床研究を行っています｡

外来は月曜日から木曜日まで診療を行っていますので､乳腺疾患でお

困りの症例がありましたら気軽にご紹介いただければと思います｡初診

予約が取りにくい場合にはスタッフに直接ご連絡いただければ対応致し

ますので､どうぞよろしくお願い致します｡

(平成21年4月～平成21年8月)

ささきりょうこ

医員　佐々木　綾子
おおひなたりょうき

医員　大日向　玲紀

きたはらやすゆき

循環器内科　　　　　医長　北原　康行
やまたゆきお

泌尿器科　　　　　　医長　山田　幸央
たかぎやすのぷ

放射線診療科　　　　医長　高木　康伸

●お世話になりました｡

(平成21年5月31日付退職)
あすかたなみ

内分泌代謝科　　　　医員　飛鳥田　菜美
さじしげひら

外科(乳腺)　　　　医長　佐治　重衡

(平成21年6月30日付退職)

呼吸器内科

形成外科

(平成21年7月1 6日付転出)

整形外科

きたむらかずひろ

医員　北村　和広
ふじもとまさし

医員　藤本　雅史

こんどうたいじ

部長　近藤　泰児

駒込病院運営理念
1　がんと感染症を中心とし

た高度阜門医療の実践

GL)2　患者さん本位の妥心医療
の捉供

3　教育･研修病院としての役

割喜楓

4　妥足した経営基盤の確立
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はじめに

都立駒込病院脳外科は､脳腫癌を中,いこ主に慢性期の脳及び脊髄

の疾患を治療しています｡特に脳腫癌の覚醒下手術に関しては日本で

もトップレベルであり､その技術を利用して手術前より手術後症状を悪化

させないことを一番の目標に取り組んでおり､ほとんどの症例でそれを達

成しています｡以下に述べるように､様々な最先端の検査及び治療を施

行しています｡

1.術前検査

A) fMRl:脳のどの部分にどの機能があるかを調べる検査です(図1) 0

B) Tractography:神経線経が脳のどの部分を走っているかを調べ

る検査です｡

この2つの検査を行うことにより､運動や言語等をつかさどっている大

事な神経が腫癌のどのくらい近くにあるかがわかります｡

2.手術

A)ナビゲーションシステム:脳のどの部分に腫癌があるか手術中に正

確にわかります｡我々はこのシステムにfMRl､Tractographyを組み込む

ことにより､一番安全な場所から脳腫癌が摘出できるようになりました(図

2) ｡このシステムはカーナビと同じ原理であり､これを当院はど使用して

いる施設は都内でもありません｡安全性の確保に強い味方になるシスチ

ムです｡

B)内視鏡手術:下垂体腫癌を鼻の穴より手術することができるように

なりました｡現在下垂体腫癌の手術に関しては一番安全確実な方法です｡

C)覚醒下手術:手術中に麻酔を覚まし､手足を動かしたりしゃべった

りしていただきながら手術を行います｡脳の機能がどこにあるか手術前に

はほとんどわかりません｡そのため､全身麻酔で手術すると手術操作によ

り麻痔が悪化したり､言葉がでなくなったりすることが往々にしてあります｡

しかし､覚醒下手術で手術中に手足を動かしたりしゃべったりしていただ

きながら慎重に手術をすれば､たとえ脳腫癌が大事な場所の近くでも､症

状が出るぎりぎりまで脳腫癌を摘出することが可能になります｡この方法

で行った手術は､全身麻酔で手術を行っていた時代に比べて､格段に辛

術成績が改善しています(1) ｡我々は､この技術を運動､言語のみならず

高次機能のような大事な機能にまで適応しており､日本でもここまで様々

な脳機能の温存をめざし､成果をだしている脳外科はないと自負していま

す｡

3.術後

functional (0 MRI

i室勤野､言語野など大脳皮質の機能局在

上肢の通勤タスクにより血流

が増加した脳皮質令頁域

厚i

ナビゲーションシステム
GPSの原理で術野のある点が画像上のどこ

に当たるかを同定する手術支援装置

内祝壷轟的下垂体腺腫摘出術

プローブの先端と方向
が画面の術前MRI上

に表示される

図2

放射舌治療と抗がん剤の少量頻回髄注の
併用が有効であった癌の髄液播種の症例

髄注前　　　　　　　　　髄注後

奮尋奮!@t.--
メソトL/キセート､キロサイ閉廷注雀､

画像上端庫は改善した｡
図3

悪性の脳腫癌に対して治療効果をあげるには､抗がん剤をできるだけ長い時間､有効な濃度で作用させることが大事です｡そこで我々

は､まずオンマイヤー(抗がん剤を腫癌の近くに高濃度に授与できる､皮下埋め込み式のチューブとリザーバーもしくはポート)を､ナビ

ゲーションシステムを用いて安全確実に留置します｡それを用いて､抗がん剤を少量頻回もしくは持続授与することにより有効な濃度

を長時間維持するようにしています｡癌の髄液播種も含め､過去の治療法に比べて治療成績が上がっています(2) ｡

4.そのはか

A)トヨタ方式:企業的な方法を用いて手術の精度を改善しています(3) 0

B)内頚静脈ポート:我々は､現在一番安全であると考えられている､エコーを使用して静脈をみながら内頚静脈からカテーテルを挿

入する方法を施行しています｡埋め込み式の点滴ですので､在宅で簡単安全に点滴ができます｡

最後に､fMRl ､Tractography､覚醒下手術､N旧S (近赤外線を用いて脳血流を測る検査)で得た知見をまとめ､脳外科学､脳科

学と人間学を統合した本を出版しています(4) ｡それに関する講演も精力的に行っています｡患者さんのご相談､講演のご依頼(無料

で行います)は気軽に篠浦(メールshinoura@cick.jp)までお声をかけてください｡

(文献)
1.篠浦伸禎ほか:覚醒下手術の脳神経外科および脳神経科学における役割､BRAIN and NERVE vo1 60, No 8, p941-7, 20080

2･ Shinoura N, et all Continuous intrathecal treatment with methotrexate via subcutaneous port: impllCation for leptomenrngeal dissemination of mallgnant tumors. J Neurooncol 87, 3091

16,2008.

3･篠浦伸禎ほか:手術へのトヨタ改善方式の導入;医療事故予防､医療不信改善の本質的なアプローチとして､病院､第66巻､ 1 1号p93217､2007｡

4.裸浦伸禎著:｢人に向かわず天に向かえ｣小学館新書2009年2月｡
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緩和ケアカンファレンスのご案内

緩和ケア科　田中桂子

緩和ケアに関する様々なテーマについて､地域の医療スタッフの皆様と共に､講義や症例検討を通して知識を深め連携を

強めていくという目的で｢緩和ケアカンファレンス｣が始まり､はや4年目を迎えました｡回を重ねるごとに参加者も増え､さらに内

容を充実させパワーアップしています｡

[開催日時]　　毎月第3月曜日17:15-18:30 (8月は休会)

[テーマ(仮題) ] 10/19:症例検討､11/16:呼吸症状に対するチームアプローチ､1 2/21 :痔痛治療ガイドライン､

H22年1/1 8:症例検討､ 2/1 5:消化器症状に対するチームアプローチ､3/1 5:症例検討｡

(詳しくは当院HPでご確認ください｡ )

皆様のご参加をいただき､より充実した会に発展させたいと思っております｡どうぞよろしくお願い致します｡

地区医師会･駒込病院研修会のご案内.I.創急
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｡

●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●

開催予定日 偃Y�洩ﾂ�講師 

平成21年10月20日(火) 冰ﾉf��ｨ霻ﾘﾜXｽ�,ﾉ�)�ぴ�感染症科医長菅沼明彦 医員柳津如樹 

平成21年11月17日(火) ��ﾚｨ���)Eﾈ,永ﾙ�ｹ�H个ﾖﾆt��H�,ﾙ+ﾈ+�-ﾈ+rﾒ�胤)9ﾉD�V��H�,ﾈｫ���,ﾘ�)Eﾈ*壷V��i��ﾆx,ﾈ�wi�ｲﾒ�腎臓内科部長安藤稔 医員矢吹恭子 医員森戸卓 

平成22年1月19日(火) 倡�ｷｸ,ﾉ���V�¥�,�*(*�,���;ｸ+x.�-x*ｸ*��ﾘﾜXｽ�,ﾈ6x786(4�5�/�ｭﾈ-�,Bﾒ�婦人科医長八杉利治 

平成22年2月16日(火) 陪ﾅh,ﾈ��嶌ｬx�ｫ2�消化器内科医員藤原崇 医員安食元 

平成22年3月16日(火) ���;舒�,���+x.丶�一�|8,ﾈﾜY���ﾂ�И��;舒�,���+x.��h+X*).��ｨ����*���;舒���ﾎ5��淤��,ﾈ韋-ﾒ�食道外科(D医長出江洋介 ②医長三浦昭順 

平成22年4月20日(火) ��ﾙJﾙ�ｸﾙﾉ��魵ﾘﾜXｽ�,ﾉ�)�ぴ�血液内科医長大橋一輝 

平成22年5月18日(火) 冓ﾙ�ｸｬﾈ�ｫ2隰ﾈ柑�ｸ鵰ｮ�,ﾉ�i&h,h��|8���D��FR�肝臓内科部長林星丹 肝胆牌外科医長本田五郎 

平成22年6月15日(火) 舒���|8,�*�*�.佰ｸﾖ�5�4�,i�ｹ��)ﾘ岑8ｨ6�7(8ｨ,ﾈ�wi�ｲ�Зｮ���|8,�*�*�.佰ｸﾖ�5�4�,ﾈ��ﾝｲ�t�､��ｸｧy|9d�,ﾈﾏｹ>�乖,�.h.��ｹ����･�,i�鞜B�t)��;舒�����ｸﾖ�5�4�,h��ﾎ8敲岑8ｨ6�7(8｢�歯科口腔外科①部長茂木伸夫 化学療法科(∋部長前田義治 食道外科③医長出江洋介 

平成22年7月20日(火) ��gｹ9h,ﾙWﾈ*(��YH,ﾈﾏｨ-ﾒﾙ?ｹeｹuｶ�6�5x4h6(6yV�ﾒ�胤(5��ｸ7ﾘ5�5(72ﾘ,ﾈ.ﾘ*�.�.(+x*(訷処*ｲ�皮膚科医長吉野公二 

平成22年9月21日(火) ���Y+�*ｨ/�,ﾈ6�488ｨ5�4�4�8ｸ�ｸ7h/�ﾊ�,(*�.�,�,ﾒ�ﾘﾉ)�h,ﾈﾋｸ�2�,x,ﾈ.h*H,做X�8+�.�*咤�内視鏡科(D部長小泉浩一 
サーベイランスはどうするか)- (彰抗血小板薬と消化管内視鏡 宙��8什:�ﾋH�8���

※本研修会は､日医生涯教育講座(5単位)に認定されています｡
※事前の申込みは不要です｡当日､直接会場にお越しください｡ (参加費無料です｡ )


