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当院１階中庭付近の廊下には、美術作品や生け花の展示を通して、

患者さんなどの来院者に癒しの空間を提供することを目的に設置し

た展示ギャラリーがあります。

今年の 3 月から 5 月にかけての約２か月間、地元の大船渡高等

学校美術部の生徒さんが制作した絵画の展示を行いました。

躍動感や迫力が伝わる作品や緻密に描かれた作品が多くあったた

め、患者さんや職員が思わず足を止めて作品を見入っている姿が垣

間見られました。また、知り合いの生徒さんの作品を鑑賞しながら

仲睦まじく語らう家族の光景

なども見受けられました。

今後も様々な展示を企画し

ながら、来院者の方々が少し

でもリラックスできる空間を

提供していきたいと思います。
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平素より連携医療機関の皆様には、患者さんのご紹介で円滑な連携をいただいておりますことに感謝

申し上げます。当院の紹介・逆紹介患者数の状況を、下記のとおりご報告いたします。

［令和 2 年 9 月～令和 3 年 3 月］ ［令和 3 年４月～令和 3 年 8 月］

［令和 2 年 9 月～令和 3 年 3 月］ ［令和 3 年４月～令和 3 年 8 月］

緩和ケアチームとは緩和ケアを必要とする患者さんに対して

必要な診療を提供し、症状緩和を行うための専門チームです。

患者さんの生活に合わせた治療や症状のコントロールを行うこ

とにより、患者さんが自分らしく生きる力を引き出せるように

支援しています。また、緩和ケアについて理解を深めてもらう

ために職員向けの勉強会を開催しています。

緩和ケアチームメンバーは医師や看護師をはじめ、様々な職

種から構成されています。コロナ禍で集合して勉強会を行うこ

とが困難な状況ではありますが、各職種から緩和ケアに対する

アプローチの仕方を紹介する資料をデータ化し、全職員向けに発信することにより、時間を問わず勉強

する機会を設けています。

今後は、さらに職員への理解が深まるように院内向けの動画配信も検討しています。

紹介・逆紹介患者数のご報告

緩和ケアチームの活動を紹介します！
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歯科衛生士 長瀬 桂子

口の中には多くの細菌が生息しています。全身麻酔下での手術

を受ける場合、口からの管を入れるため、口の中の細菌が肺に押

し込まれることによって肺炎を起こすリスクがあります。また、

ぐらつく歯や大きな虫歯がある場合、歯が抜けたり折れたりする

こともあります。このようなリスクを減らすため、当院では地域

の歯科医師会と連携し、内科で「がん」と診断された方で手術を

受ける方に対し、歯科受診を勧めております。

［歯科衛生士（中央）と管理栄養士］ 手術前の歯科受診では、虫歯や歯周病のチェックや入れ歯の適

合状態の確認といった口腔内のチェック、口の中の細菌を減らすための歯のクリーニング、きれいな口

の中を維持するための歯磨き方法や入れ歯の管理法の指導をしてもらっております。可能であれば、虫

歯の治療やぐらつく歯の抜歯を行う場合もあります。

近年、歯周病菌が心疾患や糖尿病など全身に影響を及ぼすことも分かってきています。痛みが無くて

も定期的に歯科受診し、メンテナンスを受けることは全身の健康を保つためにも大切です。

肺炎などの合併症のリスクを減らし、安心して手術を受けられるようにするためにも、かかりつけ歯

科医院での術前の歯科受診をお願いします。

日本人の２人に１人はがんにかかり、３人に１人はがんで死亡しています。そんなが

んの痛みや苦しみを少しでも和らげるために、当院では苦痛のスクリーニングを実施し

ています。外来患者さんに対しては質問紙を活用し、入院患者さんに対しては平成２７

年度より青森県立中央病院が研究・開発いたしましたスクリーニングシステム（ＭＡＴ

ＯＢＡ ＳＹＳＴＥＭ）を活用しています。当院は地域がん診療連携拠点病院であり、

指定要件として、がん患者さんの苦痛を迅速かつ適切に緩和する体制を整備することと

なっています。今回は、がん患者さんの苦痛に対する当院の向き合い方についてご紹介

します。

外来部門では、通院中のがん患者さんのトータルペインに着目して対応することで、患者さんのＱＯ

Ｌ向上を図ることができるよう取り組んでいます。患者さんには、診察前の待ち時間に質問紙に記入し

ていただき、診察時に医師と苦痛を共有し、対応について一緒に考えています。苦痛の程度によって

は、がん関連認定看護師と苦痛を共有し面談しながら一緒に考えます。

入院部門では、毎日痛みの評価をしているのに加えて、週に１回痛み

以外の身体症状についてもスクリーニングを実施しています。その結果

を毎週、緩和ケアチームのメンバーと共有し、その後の診療に活かして

います。

岩手県立病院で「ＭＡＴＯＢＡ ＳＹＳＴＥＭ」を活用しているの

は、大船渡病院のみです。がん患者さんの痛みに寄り添い、データの管

理、医師等との情報共有に優れたシステムとなっており、がん患者さん

に対する苦痛のスクリーニングは当院の強みとなっています。

当院が取り組んでいる「医科歯科連携」を紹介します！

当院の「苦痛のスクリーニング」について紹介します！
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令和３年10月1日現在

階 受付№ 診療科 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

２診 --- 森岡　英美 二宮　亮 岩手医大医師 岩手医大医師

３診 佐々木　健太 岩手医大医師 ---
［ペースメーカー外来］
森岡　英美/佐々木　健太

（第2、第4）
---

脳神経内科 午前 １診 --- 岩手医大医師 --- 岩手医大医師 盛岡赤十字病院医師

２診 --- --- 県立中部病院医師 --- ---

３診 --- --- 盛岡赤十字病院医師 --- ---

１診 佐藤　悠 佐藤　悠 佐藤　悠 佐藤　悠 佐藤　悠

２診 菊地　敦哉 岡野　継彦 岡野　継彦 岡野　継彦 岡野　継彦

３診 久夛良　徳彦 久夛良　徳彦 久夛良　徳彦
［肝外来］
遠藤　啓

久夛良　徳彦

４診 山下　晋平 山下　晋平 菊地　敦哉 山下　晋平 天野　朋彦

５診 ---
［糖尿病外来］
岩手医大医師

--- ---
［糖尿病外来］
岩手医大医師

１診 伊勢谷　和輝 小野寺　優 --- 小野寺　優 伊勢谷　和輝

２診 東北大学医師 東北大学医師 東北大学医師 東北大学医師 東北大学医師

３診 鈴木　洋 星田　徹 星田　徹 星田　徹 鈴木　洋

午後 １診 ---
[ 乳腺外来 ]
東北大学医師
（第2、第4）

--- ---
〔 血管外来 〕

応援医師
（第2、第4）

麻酔科

緩和医療科 午前 --- 村上　雅彦 村上　雅彦 --- ---

１診
渕向　透

（完全予約）
---

[ 心臓外来 ]
岩手医大医師
（第2、第3）

岩手医大医師 岩手医大医師

２診 ---
[ 心臓外来 ]

大津　修
[新生児外来]

大津　修
--- ---

田島　育郎
(第1、第3、第5)

奥田　将人
(第2、第4)

２診 森野　豪太 --- --- --- 岩手医大医師

午前 １診 --- --- 岩手医大医師 高田病院医師 岩手医大医師

午前 ---
[ 呼吸器外科外来 ]

岩手医大医師
--- --- ---

午後 --- ---
[ 呼吸器外科外来 ]

中央病院医師（第3）
--- ---

脳神経外科 午前 １診 山野目　辰味 山野目　辰味 山野目　辰味 山野目　辰味 山野目　辰味

泌尿器科
※3

午前 １診 氏家　隆 塩見　叡 小野　裕太 氏家　隆 町田　愛里沙

午前 １診 --- --- 東北大学医師 --- ---

午後 １診 --- 東北大学医師 --- --- ---

１診

２診

３診

形成外科 午前 １診 --- --- 岩手医大医師 岩手医大医師 ---

１診 道又　利 道又　利 道又　利 --- 道又　利

２診 奥山　雄 奥山　雄 奥山　雄 --- 奥山　雄

１診 福田　一央 ---
福田　一央

（完全予約）
福田　一央 福田　一央

２診 （交代制）※4 --- --- --- ---

１診
福田　一央

（完全予約）
--- --- 福田　一央

福田　一央
（完全予約）

２診 （交代制）※4 --- --- --- ---

※1　（小児科）住田地域診療センターの診療応援は第１・第３金曜日、第４火曜日の午後です。

※2　（整形外科）高田病院の診療応援は水曜日です。

※3　（泌尿器科）住田地域診療センター、釜石病院の診療応援は火曜日です。

※4　（眼科）亀井翔太、三上亮一、佐藤潤弥　が交代で診察いたします。

診察室等

医師不在のため休診中

妊　婦　検　診　（　同　上　）

循環器内科 午前

１診 岩手医大医師
[ 心臓外科外来 ]

岩手医大医師
（第1、第3、第5）

岩手医大医師 二宮　亮 二宮　亮

血液内科 午前

内      科

消化器内科
午前

外   　科

午前

午前

２診 岩手医大医師 大津　修
[ 乳児健診 ]

大津　修
---

伊藤　潤
石川　秀太

午後

１診 --- ---
渕向　透

(完全予約）

[ 内分泌外来 ]
岩手医大医師（第3）

[ 腎臓外来 ]
岩手医大医師（第4）

[神経外来]
岩手医大医師(第1)

[小児外科外来]
応援医師（第2）

[ 血液外来 ]
岩手医大医師

（偶数月第3）

３診
［予防接種］

伊藤　潤
石川　秀太

--- ---
[ 乳児健診 ]

伊藤　潤
石川　秀太

[ 予防接種 ]
伊藤　潤

石川　秀太

整形外科
※2

午前
１診 奥田　将人 --- 田島　育郎　　　　　　　　 奥田　将人

呼吸器内科
２診

受
付
４

放射線科

受
付
５

産婦人科 午前
常勤医師　金杉知宣、竹下亮輔、田中詩乃、佐藤貴紀、佐々木史子　が交代で診察

耳鼻咽喉科 午前 １診 岩手医大医師 --- --- 岩手医大医師 岩手医大医師

精神科 午前

眼科

午前

午後

皮膚科 午前 １診
及川　東士

（及川皮膚科
クリニック）

岩手医大医師 --- --- 岩手医大医師

１
階

受
付
１

受
付
２

受
付
３

小児科
※1

２
階

受
付
６

岩手県立大船渡病院　外来診療担当医表


