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　地域の医療機関の先生方におかれましては、ふだんよ
り医療連携等で大変お世話になり深く感謝申し上げます。
　さて、地方では高齢化、人口減少・過疎化が進んでい
ると言われる中、区東部 2次医療圏は少し様相が異なる
ようです。高齢者の人口は地方と同様に増加しています
が、高齢化率は全国平均よりは低いようです。そして、
外国の方の増加と豊洲地域での若い世代の増加によっ
て、人口は増加していますので、医療のニーズは増加し
ているのが現状です。地域の先生方の実感はいかがで
しょうか。
　また、墨東病院に来院される患者さんで最近感じるこ
とは、病態がより複雑になってきていること、社会的背
景が複雑であること、そして、日本語によるコミュニケー
ションができない地域在住あるいは旅行中の外国の方が
増えていることなどです。
　病態について申し上げますと、2次救急を担っている
ER外来に直接来院されて、診察中に急変されるほどに
病状が進行して重症であったり、治療すべき疾患が同時
に複数見つかったりといった患者さんが増加しているこ
となどです。また、来院されたきっかけは発熱や脱水な
どですが、採血をすると貧血を含めた異常値が見られ、
ここ数ヶ月で体重も減少しており、検査を行うと進行が
んが判明するといったパターンも多く見受けられます。
このような患者さんは、ふだん健診を受けておられない
ことが多いのですが、その後の治療の選択肢も限られま
すので、何とか早期発見に繋げられないものかと常々感
じているところです。
　外国の患者さんの診療につきましては、当院は昨年度
に JMIPの認証をうけて、電話通訳サービスや音声翻訳
アプリなどを利用しながら対応しているところです。で
すが、使用言語が非常に多岐にわたるため、各部門の職
員も奮闘しているのが実情です。日常会話だけではなく、
治療の説明などにも、ポケトークが予想以上に役に立っ
ているようです。
　医療安全の世界では、治療後の合併症によって経過が
思わしくないとき、高齢であるからという漠然とした理
由では、合併症を予期していることにはならないといわ

れています。そうはいいまし
ても年齢の要素はやはり大
きいと思います。ご存じの
ように、高血圧症、糖尿病、
脂質異常症などの長年の罹
患と飲酒・喫煙などの生活
習慣の蓄積を根底に、免疫
の低下、冠動脈疾患、脳血
管疾患、腎機能障害、慢性
閉塞性肺疾患などが、発症
していなくてもすでに潜在
的に存在しているからです。
低侵襲の定型的手術や処置では問題なく経過して計画通
りに退院できましても、侵襲の大きい治療となると、合
併症が発症するリスクは一気に高まります。具体的には、
術後肺炎やさまざまな感染症、呼吸不全、心不全、腎不
全、脳血管あるいは肺・腹部血管の血栓塞栓症、などで
す。当院も治療成績を向上させるために、様々な取り組
みをしています。周術期の口腔ケア、内分泌代謝科によ
る糖尿病のコントロール強化、栄養評価、腎臓内科によ
る血液透析の他院との連携と術前後の計画など。抗凝固
剤を内服されている場合は、循環器科の評価によって、
治療の侵襲度に合わせた投薬管理を決めたり、抗血小板
剤では、冠動脈を含めた心機能の評価あるいは頸動脈や
頭部MRI の評価によって、術前後に投薬の中断が可能
かどうかを判断したり、とにかく、不十分な評価のまま
で治療に至ることのないよう、各診療科は連携して取り
組んでおります。
　これからも、地域に根ざした高度急性期病院としての
自覚を持って、何とか地域内で医療が完結できるように、
また、地域の先生方のご期待に添えるような結果を出せ
るように、地道に診療してまいります。問題点がござい
ます場合は、どうか当院の医療連携室や、各医師会と墨
東病院の医療連携推進委員会などを通じまして、ご指摘
をいただけますと幸いです。今後ともどうぞよろしくお
願い申し上げます。

東京都立墨東病院　副院長
井手隆文

これからも墨東病院がんばります



産婦人科産婦人科 産婦人科部長　久具宏司

　墨東病院の産婦人科は周産期センターに組み込まれて
おり、産科が主体である、という認識をお持ちではない
でしょうか？　たしかに、墨東病院の周産期センターは
都区内に４ヶ所指定されている「スーパー総合周産期セ
ンター」の一つです。多くの母体搬送を受け入れ、出生
児までを含めた診療状況をみると全国の周産期センター
の中でもトップレベルの成績を上げています。その墨東
病院産婦人科は、実は婦人科分野においても、近年、多
くの患者さんを診療するようになり、地域がん拠点病院
として、婦人科部門もその名に恥じぬ成長を遂げていま
す。ここでは、産婦人科のうちの周産期以外の分野にお
ける墨東病院の取り組みについて、紹介します。
　都立病院の統廃合・再編の関係から産科と婦人科は別
の診療科として運営され、平成 21 年に「婦人科」の医
師がいなくなって以来、周産期以外の新規患者さんの診
療を受け付けない状態でした。その後「産婦人科」へと
統合され、平成 26 年からは一新した体制の下で、新規
患者さんの診療を再開しました。現在は、婦人科腫瘍専
門医が 3人在籍するなど、充実したスタッフをそろえ、
婦人科領域のあらゆる腫瘍性疾患の診療を行っていま
す。また、数年前
には腹腔鏡手術を
開始し、本年の子
宮鏡の導入によ
り、内視鏡手術へ
の対応が完了する
予定です。産婦人
科内分泌代謝専門
医、女性ヘルスケ
ア専門医、臨床遺伝専門医も在籍しており、体外受精を
除くほぼすべての分野の診療を行っています。
　平成 26 年の体制一新以降、とくに腫瘍領域の診療に
力を注いでいます。子宮頸癌は、婦人科癌の中で最も患
者数が多く、その罹患率は部位別にみた全癌のうち 5番
目に高いのが現状です。また、近年若年者での罹患が増
加していることも注目されています。子宮頸癌に対する
根治的標準治療は、進行期 I‐II 期に対しては手術また
は根治的放射線療法、III‐IV 期に対しては根治的放射
線療法です。当院では比較的若年で I‐II 期の女性に対
してはできる限り手術療法を行います。当院の患者さん
には進行期の進んだ女性や高齢女性、合併疾患のため手
術が適応とならない女性も多く、これらの患者さんに対
しては積極的に放射線療法を行います。現在は、院内で
の外照射と国立がん研究センターに依頼する腔内照射を
組み合わせて行っていますが、将来は当院で治療が完結

することを目指しています。子宮体癌も近年患者数が増
加しており、若年での罹患が注目されています。卵巣の
悪性腫瘍は有効な検診手段がなく、どの年齢層の女性で
も発生しうる疾患です。当科では、子宮体癌、卵巣腫瘍
に対して根治的手術療法を行うのを原則としています。
さらに手術の結果で明らかとなった進行の程度や病理診
断によって、最適と考えられる抗腫瘍薬剤による治療を
随時行います。子宮や卵巣の悪性腫瘍罹患女性の低年齢
化にともない、その女性の将来の妊娠の可能性（妊孕性）
を残す治療が必要となることが増えてきました。すべて
の症例で適応となるわけではありませんが、当科では妊
孕性を温存する治療手段、手術術式を行うことも可能で
あり、個々の症例に応じて患者さんと十分に相談したう
えで可否を考慮します。
　他の外科領域と同様に、産婦人科においても手術の低侵
襲化が進んでいます。鏡視下に行われる手術は、入院期間
が短縮されるなどの低侵襲によるメリットだけでなく、骨
盤内の微細な構造、病変に対応できるという長所がありま
す。当科でも卵巣良性腫瘍、子宮内膜症や異所性妊娠など
は可能な限り腹腔鏡下手術を行っています。子宮筋腫に対
する子宮全摘術も筋腫のサイズによっては腹腔鏡下に行っ
ており、子宮体癌の腹腔鏡下子宮全摘術も開始しました。
当院のロボット手術導入に合わせて、これらの手術はロ
ボット手術へ移行していく予定です。
　産婦人科の診療は、手術を中心とした疾患の治療だけ
でなく、女性の一生
にわたる健康の維持
を目的としていま
す。当科では、手術
後のホルモン欠如に
対する治療はもとよ
り、思春期から壮年
期における月経に関
連するさまざまな症状や悩み、更年期から老年期に発生
する不具合や閉経後骨粗鬆症に対し適切に対応すること
により、女性が生き生きと生活することをサポートして
います。なお、長期にわたり安定している例につきまし
ては、地域の連携施設においてケアをお願いすることが
あります。
　このように、墨東病院産婦人科は、すでに広く知られ
た「周産期医療の砦」という側面だけでなく、周産期以
外の領域においても、東京都区東部地域の頼りになる病
院となるべく、努力を続けています。今後も地域の医療
施設と密接な連携を保って患者さんの福祉につながるよ
う努めてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。

区東部の中心的役割を目指して

産婦人科スタッフ

手術風景



栄養科栄養科

「連携栄養指導」受け入れ枠（予定）

※ただし、祝日を除く

栄養科科長　本荘谷利子

　平素より大変お世話になっております。
　この度は栄養科の紹介をさせていただきます。
　当科スタッフは管理栄養士 12名（内、常勤７名）、調理師
18名（内、常勤 13名）となっています。調理直営（部分委託）
であることが特徴で、昨今の人手不足の情勢からみてベテラ
ン調理師がいること自体、大変恵まれております。
　都立病院では専
門資格の取得を推進
しており、管理栄養
士については、糖尿
病療養指導士 7名、
病態栄養認定管理
栄養士 5名、栄養サ
ポートチーム専門療
養士3名、がん病態
認定管理栄養士3名
を有し、調理師では
給食専門調理師取
得者 8名を有してお
ります。

栄養科の業務内容
　病院において食事提供は欠かすことのできない業務であ
り、安心・安全で美味しく治療効果の上がる食事作りをモッ
トーに取り組んでおります。各種治療食、嚥下調整食など多
食種をそろえると共に、行事食や選択食、出産祝い膳など楽
しみの面にも力を入れています。情報提供にも取り組み、ホー
ムページに病院レシピの紹介を行い、また、レシピ本出版も
手掛けました。
　栄養管理においては病棟での治療食説明や栄養管理計画に
基づく栄養評価や栄養介入など医師・看護師と連携し栄養状
態改善に努めております。
　重症患者さんが多い当院の特徴からチーム医療活動にも努
め、栄養サポート、緩和ケア、糖尿病透析予防、褥瘡対策の
医療チームに所属し微力ながら栄養面から医療を支える活動
を行っております。また、最近では切れ目のない栄養管理を
目指し入退院支援対象患者さんについて退院先への「栄養情
報提供」の取り組みも開始しています。
　栄養指導につきましては、糖尿病教室や腎臓病教室、減塩
教室など病態別の集団栄養食事指導と個別栄養食事指導の二
つの方法で行っております。各教室では病態別の食事療法の

概要を学んでいただきます。中でも、「糖尿病・肥満教室」
は医師・糖尿病看護認定看護師・薬剤師・管理栄養士がチー
ムであたり、糖尿病を総合的に学ぶことができる場となって
おります。具体的な内容は個別指導で行う流れを理想として
いますが、患者さんの特性に合わせ個別指導から開始するな
ど臨機応変に対応しています。　　
　栄養指導は従前より「栄養指導室」で、各診療科の依頼を
受け個別指導30分枠を各時間2～3枠で運用しておりますが、
これに加え、7月に内分泌内科の診療スペースが「共用外来」
に移転したと同時に栄養指導スペースも設けられ、医師・糖
尿病看護認定看護師と顔の見える環境での指導もスタートし
ています。今後、手術目的で入院予定の患者さんの内、糖尿
病をお持ちの方の術前栄養指導なども手掛けていく所存です。
　ちなみに、栄養食事指導に関する平成 30 年度の年間実績
は、集団指導は各教室合計で約 300回、延 1,400 人程の参加、
個別栄養食事指導は 4,300 件程となっています。

「連携栄養指導」のご案内
　この度、新たに設けられた「共用外来」の栄養指導スペー
スを活用し、11月上旬より連携医の先生からのご依頼を受け
実施する、「連携栄養指導」を始めたくご案内申し上げます。
生活習慣病でかかりつけの患者さん、特に糖尿病・肥満・高
血圧・脂質異常症では、食事指導は大切だが、お忙しい診療
の傍らで食事の詳細まで話す余裕は無い、と言うようなこと
はございませんでしょうか。私どもが先生方に代わって栄養
指導をいたします。大切な患者さんの生活習慣病改善、重症
化予防に少しでもお役にたてたら幸いです。
　栄養指導と言うと、これまでの食生活を否定され、お仕着
せの指導をされてしまい、患者さんが感情を害すのではない
かとご心配になられてはいませんでしょうか。当院では、患
者さん個々の生活スタイルや食生活などの背景をしっかり理
解したうえで改善につなげる指導を心がけ、患者さんの気持
ちを尊重しながらご一緒に実践できることを見つけ改善につ
なげて参ります。
　今回、連携医の先生方からのご依頼をお受けするのは糖尿
病・肥満（BMI 30 以上）・高血圧・脂質異常症に対する個別
指導と「糖尿病・肥満教室」からと考えております。お受け
できる日程につきましては別表のとおりです。具体的なご案
内につきましては別途お送りしますので、ご活用いただけま
したら幸いです。
　今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

「連携栄養指導」開始のご案内に添えて

実施日 月曜日 水曜日 金曜日

指導種類 個別指導 糖尿病・肥満教室
原則個別指導も実施 個別指導

時間枠
14：00～15：00

または
15：00～16：00

13：30～16：00
個別指導の時間を含む

14：00～15：00
または

15：00～16：00

調理風景

栄養士スタッフ



●診療放射線科検査予約の用紙はホームページからダウンロードできます。 墨東病院ホームページ➡医療関係者の皆様へ➡医療連携のご案内➡検査予約のご案内

第 11 号登録番号

緊急の場合は必ずご一報下さい。

登録番号 第 27号

「病院完結型」から「地域完結型」へ
～地域でその人らしく暮らすために～

地域のリソースナースである認定看護師の活動

　患者支援センターでは、訪問診療医や訪問看護ステーショ
ンと連携をとり、医療ニーズの高い患者さんが安心・安全
に在宅療養を継続できるよう、支援を行っています。
　退院前には共同カンファレンスを行い、情報の共有、医
療的ケアや生活サポート内容の検討を行い、「患者さんに
とっての最善」を目標に取組んでいます。
　また、退院前後訪問を行い、療養環境を整え、退院前カ
ンファレンスで話し合ったサポート体制について評価、検
討をしています。住み慣れた地域でその人らしく暮らし続
けることができるよう日々活動しています。

　患者支援センターには、皮膚・排泄ケア、糖尿病
看護、緩和ケアの 3分野の認定看護師が所属し、入
院中だけではなく、退院後も継続したケアを提供で
きるように地域の保健・医療施設、訪問看護ステー
ション等と連携を図っております。
　また、認定看護師が学習会を開催し、地域の看護
師の皆様と知識や経験を共有し、学びを深めていま
す。今年度も 7月に「スキントラブルの対処法」と
して、褥瘡やスキン-テア（皮膚裂傷）等の予防方
法について学習会を開催し、21 名の方々に参加いただきました。
　10 月には、「今すぐ実践！インフルエンザ・ノロウィルス感染対策」、1月には「事例で学ぶがん患者
のケア（仮）」を予定しています。是非ご参加ください。

【学習会の申し込み及び問い合わせ先】
TEL：03-3633-6151（病院代表）
看護部看護担当科長　齋藤良子（PHS：5502 内線：2702）E-mail:bo_ns_tkacho4@tmhp.jp


