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１１１...新新新庄庄庄病病病院院院健健健康康康まままつつつりりりののの御御御案案案内内内   
山形県立新庄病院 副院長 板垣孝知 

 

県立新庄病院で、初めての「新庄病院健康まつり」を平成 27 年 10 月 4 日（日）

午前 10 時から午後 1 時にかけて、県立新庄病院内および駐車場の一部で行い

ます。 

テーマとして、病院憲章である「仁、愛、和」を、サブテーマとして「病院

を知ろう、病気を知ろう」を掲げて行います。 

まつりの目的は、地域の方々へ感謝するとともに、病院内の施設、技術、業

務を公開することを通じて病院を知っていただく機会とすること、展示や体験

を提供し、小学生、中学生、高校生等に医療職を紹介する機会を設けること、

地域内外の医療施設、医療組織との協調・連携を説明し、安心・理解を図るこ

と、健康増進の一助となるようなこと等です。 

具体的な催し物は、 

１．①小児科医、②整形外科医、③がん診療に関するもの、④食事での塩分

制限についての講演会 

２．病院外医療組織との連携について、病院各部署の説明や職業につくまで

の道、禁煙のお勧め、いろいろな色のリボン運動等の展示 

３．看護師、医師のユニフォーム写真撮影、ロコモティブシンドローム（運

動器の障害によって移動機能が低下した状態）の予防法、えんげ体操、車

んだじゅ一言 

「夏は新庄まつり！ 

秋は新庄病院健康まつり！」 

「んだじゅね～」 
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いすや松葉つえ体験、リハビリ訓練器具の展示や体験、心臓マッサージ・

AED の使い方等救急救命処置、地域唯一のお産の施設として、妊婦体験、

赤ちゃん人形の抱っこやおむつ交換等の各種体験 

４．地域がん診療連携拠点病院に求められている「がん相談支援センターの

業務である医療関係者と患者会等が共同で運営するサポート活動や患者サ

ロンの定期開催等の患者活動に対する支援」の一環として、がん患者及び

その御家族、その他参加者がほっと一息つける場を提供することを目的と

した患者サロンの開設 

５．最上広域市町村圏事務組合消防本部の御協力をいただき、救急車乗車体

験会、119 番通報時の現場と指令課のシミュレーションと体験の実施 

６．山形県看護協会最北支部の御協力をいただき、血圧測定、血管年齢測定、

骨密度測定等を行う「まちの保健室」を開催 

等です。 

 

イベントの詳細につきましては、まとまり次第、当院ホームページ

（http://www.ysh.pref.yamagata.jp/）に掲載する予定です。 

多くの方々の御来場をお待ちしております。 
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２２２...皮皮皮膚膚膚科科科ののの紹紹紹介介介  
皮膚科 第一診療部副部長 島貫美和  

平成 27 年 5 月より、皮膚科が常勤になりました。皮膚科では身近な湿疹、皮膚炎、蕁麻

疹、白癬（水虫）、疣贅（イボ）、胼胝（タコ）、鶏眼（魚の目）､痤瘡（ニキビ）、脱毛から、

角化症、水疱症、皮膚腫瘍（良性・悪性）など皮膚に生じる様々な疾患の診療を行っていま

す。 

皮膚科外来は平日の午前中、毎日診療しています。山形大学皮膚科から応援医師が来る日

もあります。午後は検査や外来手術を行っています。基本的に予約制をとっています。予約

は皮膚科外来受付（当院 2 階）や電話（代表：0233-22-5525）でもお取りすることができ

ます。平日の午後 2 時から午後 4 時の間にお申し込みください。医療機関からのご紹介は、

地域医療部にて FAX による診療予約を受け付けています。申込書などの詳細は当院ホーム

ページ（http://www.ysh.pref.yamagata.jp）をご参照ください。予約状況によってはご希望

の日程に添えないこともあります。あらかじめ、ご了承ください。 

現在対応可能な検査や診療設備について、ご紹介いたします。 

＜顕微鏡検査＞直接鏡検で白癬菌や疥癬の検出を行います。 

＜パッチテスト＞アレルギー性接触皮膚炎などの原因検索に行います。当院では金属アレル

ギー検査試材 16 種（鳥居薬品）を用意しています。化粧品などは使用されているものを

ご持参いただきます。 

＜皮膚生検＞皮膚病変部の組織を病理組織学的に評価するため、病変の一部もしくは全体を

採取します。病理組織診断は病理医に依頼しています。 

＜ダーモスコピー＞皮膚病変を偏光レンズで拡大し、表皮全層から真皮上層部に及ぶ色素の

分布を観察します。特に悪性黒色腫（メラノーマ）や基底細胞癌、色素性母斑、脂漏性角

化症などの色素性病変の診断に有用です。 

＜凍結療法＞液体窒素を用いて、皮膚病変を低温、凍結処置します。疣贅などに適応があり

ます。 

＜光線療法＞  

・スーパーライザー：光の中でも生体深達性の高い波長帯の近赤外線を照射します。帯状

疱疹や難治性皮膚潰瘍などに適応があります。 

・PUVA 療法：ソラレンを塗ったのち、長波紫外線（ＵＶＡ）を照射します。乾癬、掌蹠

膿疱症、尋常性白斑、菌状息肉症、類乾癬、円形脱毛症、アトピー性皮膚炎、色素性蕁

麻疹、多型日光疹、日光蕁麻疹、好酸球性膿疱性毛包炎などに適応があります。 

＜炭酸ガスレーザー＞水に吸収される波長を用い、皮膚・軟組織の止血・凝固・切開が可能

です。良性の皮膚腫瘍に用いることもあります。 

＜外来手術＞外来で対応可能な小手術を行っています。 

＜その他＞アナフィラキシーへのエピペン®や男性型脱毛へのプロペシア®の処方も行って

います。 

 

難治例、重症例、特殊検査を要する場合などは他科や山形大学皮膚科とも連携して診断、

治療を行っています。また、皮膚科での入院が必要な症例は山形大学皮膚科へ紹介していま

す。 

気になる皮膚病変がありましたら、お気軽にご相談ください。 
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333...リリリニニニアアアッッッククク更更更新新新のののおおお知知知らららせせせ   
   放射線部  

よりやさしく！ より正確に！ 
新庄病院の放射線治療装置（リニアック）が更新されました。使用室の改修も行ったため、

約 8 か月間放射線治療を休止しておりましたが、平成 27 年 8 月より治療を再開しておりま

す。長期間にわたり患者様や近隣の医療機関等の皆様には大変ご迷惑をおかけしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回更新された放射線治療装置（リニアック）についてご紹介させていただきます。更新

前の新庄病院の装置と大きく異なる点が 3 つあります。1 つ目は X 線のエネルギーが変わっ

たことです。旧装置の X 線のエネルギーは 6MV のみでしたが、新装置は 6MV と 10MV の

2 種類を選択できるようになりました。6MV の X 線は体厚の薄い部位や比較的体表に近い

部位の場合によく用いられ、10MV の X 線は透過能力が高いため体厚の厚い部位によく用い
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られます。2 種類の X 線のエネルギーが使用できるようになり、全身のどの部位でも最適な

放射線治療が行えるようになりました。また、電子線治療も旧装置と変わらず行うことがで

きますので、皮膚等の体表の病変に関しても対応することができる装置になっております。 

2 つ目は OBI（オンボードイメージャー）と呼ばれる照射位置確認のための装置が搭載さ

れたことです。近年の急速な放射線治療技術の進歩による治療成績の向上に伴い、高い照射

位置精度が求められるようになってきました。OBI（オンボードイメージャー）の導入で、

治療直前に照射位置の確認することが可能でとなり、日々のわずかな照射位置のずれを補正

することにより、より正しい位置での治療を行うことができるようになりました。また、高

い位置精度が担保されるようになったために、照射野をより小さくすることができるように

なりました。照射野をより小さくすることによって病巣周辺の正常組織の線量を減らすこと

ができ副作用の低減も期待できるようになりました。 

3 つ目は、呼吸管理システムの導入です。呼吸により移動する病変の場合、照射時の位置

的な再現性が重要になってきます。呼吸管理システムにより照射時の呼吸の再現性を向上さ

せることが可能になり、より位置精度の高い放射線治療が可能になりました。 

X 線のエネルギーが 2 種類になったこと、OBI（オンボードイメージャー）が搭載された

こと、呼吸管理システムが導入されたことにより、より最適で患者様にやさしい放射線治療

を行うことが可能になりました。 

患者様により良い放射線治療を提供できるよう、スタッフ一同がんばっていきたいと思い

ます。 

なお、当院に放射線治療をご依頼される場合は、当院地域医療部にお電話でのご連絡をお

願いします。受診方法のご説明や来院日のご予約をさせていただきます。 
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４４４...脳脳脳神神神経経経外外外科科科ののの紹紹紹介介介         

       脳神経外科 医療安全部副部長 加藤直樹 
 

 脳神経外科の診療分野は、脳疾患の中でも手術を必要とするような病気の治療が中心とな

ります。しかしながら、地域性や医師の配置の関係などから、当院においては、手術を必要

とする患者さんのみならず、脳に関連した様々な病気にも対応し治療にあたっています。 

  

現在、当院の脳神経外科は、蘇（山口）副院長と加藤の 2 人での診療体制となっています。

常勤している医師は 2 人と少ないですが、当院は新庄・最上地区の基幹病院として、山形大

学を中心に県内の主だった病院の脳神経外科と連携して診療にあたり、必要な場合には速や

かに紹介することで、患者さんにとって適切な治療がうけられるような体制となっています。 

  

脳神経外科で治療を行う主な病気としては、脳卒中、頭部外傷、脳腫瘍などがあります。 

 脳卒中とは、脳梗塞（脳の血管が詰まる病気）、脳出血（脳の中を通る非常に細い血管が

切れて出血する病気）、くも膜下出血（脳の表面にある血管からの出血）をあわせた病気の

総称になります。脳卒中になると、それまで何ともなかった人が急に具合が悪くなり、意識

障害（反応がにぶくなる）や手足の麻痺、言語障害を引き起こします。脳卒中になりますと

その後の後遺症も出やすいため、できるだけ早急な治療を必要とします。脳卒中の場合には、

当院では、脳神経外科だけでなく、内科の先生方や急患担当の先生方の力を借りて協力して

治療にあっています。 

 頭部外傷では、軽症から重症なものまで様々ありますが、重症の場合には残念な結果にな

ってしまうことも少なくありません。交通事故や酔っての転倒などには十分ご注意ください。 

 脳腫瘍の場合には、悪性の際には手術のみならず、抗がん剤や放射線治療など様々な治療

法の組み合わせが必要となってきます。そのため、現在は脳腫瘍の患者さんの場合には山形

大学病院へ紹介することが多くなっています。大学病院での治療がひと段落つき、通院治療

が必要な際には、大学病院と連携しながら当院に通院される方もいますし、リハビリテーシ

ョンなどが必要な場合には、入院してのリハビリ継続あるいは通院リハビリを当院で行うこ

ともあります。 

  

先ほども述べましたように、脳卒中を含め、脳の病気の際には手足の麻痺や言語障害とい

った後遺症が出ることが多々あります。そのため、病気の治療とあわせてリハビリテーショ

ンを行うことがほとんどとなります。現在の医療技術ではまだ、脳は再生の難しい臓器であ

るため、脳の損傷で失われた機能が 100%元に戻ることはありません。脳の病気でのリハビ

リテーションでは、動かなくなった手足を元に戻すことではなく、不自由がでた状態で日常

生活に戻るため、残った機能をうまく活用し、最終的には再び自宅での生活ができるように

なるための訓練を行うことが主な目的となっています。そのためリハビリテーションの先生

方と協力して治療・訓練を行いながら、当院の地域連携室の職員と協力し、自宅へ帰る準備

やその後の介護の準備・手続きを手助けしています。 

  

今後もこの地域に住む皆様がよりよい暮らしができるようにお手伝いしていきたいと思

います。



7 

５５５...「「「ＮＮＮＳＳＳＴＴＴ」」」ののの紹紹紹介介介   

栄養管理室 栄養管理係長(ＮＳＴ専従) 髙橋瑞保  

  

みなさんは「ＮＳＴ」という言葉をご存じでしょうか？Nutrition（栄養） Support Team

の略で、「栄養サポートチーム」と訳され多職種で栄養治療を実践するチームのことです。 

当院では、医師、看護師、薬剤師、管理栄養士、言語聴覚士、臨床検査技師が週１回、介

入依頼を受けた患者に対してカンファレンスと回診を行い、適切な栄養治療について検討し

主治医に提案しています。（写真：カンファレンスと回診風景） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 例えば、こんな患者さんがいます・・・手術は成功したけど、なかなか食事が食べられ

ない。そうなると傷の治りが遅かったり、リハビリが進まなかったり、入院が長引いてし

まうことが予想されます。そうならないように、ＮＳＴが専門職の特性を活かして食べら

れない原因を究明して早期退院を目指します。食べられない原因は薬剤性による食欲不振

かもしれない、嚥下障害があって食べにくいのかもしれない、検査値の異常を素早く見つ

けることで現状改善できるかもしれない、等多方面からの切り口で困っている患者さんだ

けでなく医療者側もサポートしていきます。 

詳しいＮＳＴ活動については、当院ホームページ（http://www.ysh.pref.yamagata.jp/）

の「ＮＳＴ通信」や「ＮＳＴ勉強会」で随時情報発信しておりますので、ぜひご覧ください。

（下図：ＮＳＴ通信とＮＳＴ勉強会ポスター） 
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６６６...新新新任任任医医医師師師ののの紹紹紹介介介   

 
 

【氏  名】黒川真行    

【あいさつ】 

初めまして、研修医 2 年目の黒川と申します。新庄病院には学生

の時の実習以来ですが、今回は研修医として、少しでも患者さんの

ためになるよう努力していきたいと思います。宜しくお願いします。 
 

 

 

 

 

 

 県立新庄病院は がん診療連携拠点病院です。 

当院がん相談支援センターでは、がん相談員（看護師）が、患者さまやご家族と一緒に、

悩みや疑問・不安なことなどをお聴きして、その人らしい療養生活を送ることができるよう

お手伝いをしています。ご相談の内容により医師、薬剤師、栄養士、社会福祉士など専門医

療スタッフと連携を取りながら対応しています。 

 

 

 

 

 

 

  相談受付 

  

 

 

 

 

 

 

 

７７７...がががんんん相相相談談談支支支援援援セセセンンンタタターーーかかかららら

介護保険や福祉制度、 

医療費について聞きたい 

がん（病気）について 

くわしく知りたい 

セカンドオピニオンや 

緩和ケアについて知りたい 先生の説明が難しくて 

よくわからない 

来院による面談・電話による相

談を受付けております。 

 

受付時間 

・8 時 30 分～17 時 15 分 

月～金曜日（祝祭日除） 

受付場所 

・医療相談受付 8 番窓口 

電話番号 

・0233－22－5525（代表） 

がんに関する各冊子の活用状況（H27.4～） 

薬局前カウンターに冊子・図書等を設置しています。 

冊子は持出し可能、図書は貸出ししております。 

 


