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　連携医の先生方、いつもご協力、ご支援ありがとうございます。
当院連携室副室長、内科薬師寺です。日ごろ先生方から患者さん
のご紹介、私どもからの逆紹介、ほか多大なご支援をいただきあ
りがとうございます。
　当院は、先生方のご協力により、区東部二次医療圏の総合診療、
救急医療、周産期医療、循環器医療、リウマチ医療さらにはがん
治療等々で成り立っている病院です。
　昨今、日本でいわれている人口問題に反して、東京都内では人
口減少ではなく当面増加するとの試算があります。先生方も実感
されているかと思いますが、区東部はこの東京の状況を代表して
いるものではないでしょうか？
　また、東京では、人口の高齢化は単に比率の問題ではなく、そ
の絶対数に問題があるといった特有の問題を持っています。特に
年齢の高い高齢者の比率が上がっていく人口動態に直面していま
す。医療だけでなく、年齢、さらには社会的にも難しい患者さん
に遭遇する機会が増えています。
　このような状況の中で、先生方も日頃お考えのような地域包括
ケアをふくめ、医療と福祉は別といったようには割り切れない患
者さんが増えています。
　これに対応するには、当院と先生方との医療だけの 1 対１の双
方向の連携だけでは、この問題を乗り切っていくことは難しくなっ
ていると思います。私も参加いたしましたが、入退院連携の研修
も日々行われ、これからは患者さんの持つ多くの問題を複数の医
療・福祉にわたる連携をもって解決していかなければなりません。
　繰り返しますが、当院は多岐にわたる総合医療、救急医療をこ
れからも供給する義務を負っております。そこで先生方からの紹
介患者さんと、救急等で当院に入院された患者さんは、すべて医
療圏を意識して、患者さんの福祉までを連携の先生方と一緒に、
いろいろな対応を考えていく必要があります。
　先生方の診療情報提供書で、当院の予約センター経由で外来予
約を取られた患者さんが、通常、外来に来られます。当院で外来・
入院で治療がすべて終了し、先生方へ患者さんを返送する、とな
ればいいのですが。
　一方、疾患の急激な進行などで、連携医の先生方から当該診療
科の連携担当医や専門医師へ電話等のご連絡で受診をお受けする
場合もございます。
　さらには、救急で来院され、ER で救急初療医の診察後、ER コー
ディネータおよび各診療科の当直医等との相談にて、今後の治療
を連携医の先生方でと依頼をするケースや、患者さんの状況では

入院といったケースもあります。なお、
内科にあっても全分野の専門当直を
行っておりませんので、翌日以降に担
当科決定となる場合もおおございます。
　予約入院される患者さんについては、
入院サポートセンターで入院前の身体
問題の解決と社会的問題の把握、患者
支援センターの介入を当初から意識い
たします。
　救急などの予約外入院の患者さんに
ついては、当然スタートは遅れますが、
予約入院と同様に、患者さんの治療過程で、少しでも社会的背景
からの困難、多くは福祉にかかわる問題の解決を行い入院から退
院後の生活を含めた介入をおこなっております。
　そして、高齢化、その他複雑な社会背景をもつ患者さんは特に、
早期から、医師、看護師、MSW 等が力をあわせ、患者さんの退
院支援を考え退院後の医療・福祉の最適化を求めます。
　当院は原則としてかかりつけ患者さんを持たないため、治療を
ひとまず終了した患者さんの中には、すべての疾患や問題の解決・
治癒を待たず、症状の安定をもって地域の先生方へ治療の継続を
お願いする場合もございます。
　しかし、現況は複雑化しており、かかりつけ医の先生方と私ど
もと紹介・逆紹介といった単純な 1 対 1 では対応できない、社会
的問題を持っている患者さんが増えているようにも感じます。
　今後の連携を考えると、診療所の連携医の先生、入院施設をも
つ連携の先生、そして私ども、さらには福祉の関係の方を巻き込
んだ形での立体的な連携を行う場面は今後増加の一途と考えます。
　多くの医療機関や福祉までが関わる、1 対 1 の双方向の連携を
越えた多対多のさらなる立体的連携のもとに、地域の患者さんの
治療を続けて参りたいと考えるものです。
　なにとぞ今後とも墨東病院と一緒に、地域の患者さんのために
よろしくお願いいたします。
　最後になりますが、私どもにはさらなる責任がございます。そ
れは、私ども墨東病院は医師を育てる病院です。これまでも先生
方のご協力で乗り切ってまいりましたが、未来の医師ための問題
として、卒後研修における医師の地域での活動が強化され、来年
度以降、研修医教育において、さらなる先生方のご協力をお願い
することになると思いますが、その節はどうぞよろしくお願いい
たします。

医療連携副室長  内科部長
薬師寺 史厚

〜 多方向との地域連携の必要性について 〜



皮  膚  科皮  膚  科
皮膚科部長　沢田泰之

1 �皮膚科のゴールデンウィーク期間の診療体制
　皮膚科ではゴールデンウィーク期間中の4月30日（火）、
5 月 2 日（木）、5 月 4 日（土）は診療を行っておりますが、
診療体制を縮小させているため、午前中の受診をお願い
いたします。なお、5 月 6 日（月）は通常通り診療を行っ
ております。

2 はじめに
　2000 年に沢田が墨東病院皮膚科に赴任して以来 19 年
が経ちました。墨東病院皮膚科の使命は 2001 年に私自
身が掲げた目標で、今でも変わっていません。その後、
地域医師会や地域の先生方の応援で、常勤 2 名から常勤
3 名とレジデント 4 名となりました。新専門医制度でも、
大学病院以外では 10 施設しかない基幹研修施設に認定
され医師を育てる病院として評価されました。しかし、
まだ十分に地域のお役に立っていると思えません。今回
20 年の節目を目の前に、もう一度地域に役立つ皮膚科
とはなにかと考え、この機会をいただきました。

3 墨東病院皮膚科
　地域に不足する医療を提供すると言う方針で行ってき
ました。救急、手術、難治・難病、そして先進医療を主
として行っています。
　皮膚科救急は帯状疱疹・丹毒・蜂窩織炎から皮膚軟部
感染症、スティーブンス・ジョンソン症候群などの重症
薬疹、口唇粘膜腫脹や全身症状を伴うじんま疹などで、
紹介状をいただければ予約の必要はありません。受診前
にご一報いただけると助かります。
　手術では皮膚腫瘍、皮膚悪性腫瘍、軟部腫瘍など腫瘍、
熱傷、難治性潰瘍、下肢静脈瘤血管内焼灼術などです。
特に、うっ滞性皮膚炎などの皮膚症状が疑われる症例で
は下肢静脈瘤血管内焼灼術を実施しても改善しない症例
も多く、皮膚疾患を専門とする当科に御紹介いただける
と不要な手術を避けることができます。
　難治・難病と私たちが思うのは膠原病を含めたいわゆ
る難病だけでなく、慢性に続くじんま疹や皮膚炎なども
含めます。なかなか原因が見つからない疾患や治らない
患者さんがいれば御紹介ください。必ず治すとは言えま
せんが、全力で取り組ませていただきます。
　先進医療としてはアトピー性皮膚炎や乾癬などの生物
学製剤などを使用する先進医療です。先進医療に頼るだ
けでなく、増悪因子を探し出して除去し、従来の外用剤
によるコントロールを行っていきます。

4 患者さんの紹介
　医師の指定がなければ 3 日以内に予約が可能です。

当日受診が望ましい患者さんは、紹介状があれば 15 時
まで対応いたします。
　医師指定がある場合は患者さんから予約センターにそ
の旨をお伝えください。

5 スタッフ紹介�

沢田泰之： 治らない皮膚疾患、小児皮膚疾患・腫瘍、下
肢静脈瘤、下腿潰瘍、その他。
昭和最後の信州大学医学部卒業生。2000 年
4 月に赴任。この地域と人が大好きです。

加藤恒平： 皮膚炎症性疾患（皮膚炎、じんま疹、薬疹、
紅斑、白斑）、皮膚腫瘍もみます。
平成 19 年旭川医科大学を卒業。平成 28 年 11
月より赴任しております。今までの経験を元
に、患者さんごとに適した医療を地域の先生
方と連携し提供していくことを心がけます。

壺井聡史： 皮膚腫瘍、皮膚悪性腫瘍の鑑別と治療　皮膚
炎症性疾患もみます。
平成 19 年大分大学を卒業。平成 30 年 4 月
より家庭の事情にて当院で働き現在に至っ
ております。周辺地域の方に不利益がないよ
うに医療を頑張っていきたいと思います。

6 トピックス
　都立病院初の医療秘書です。
　いつも笑顔で優しく患者さ
んに接してくれて、墨東病院
皮膚科の自慢の一つです。
　医師が手術や学会などで連
絡がつかない場合は山本、江
崎に御連絡いただければ、幸
いです。

墨東病院皮膚科　使命
・墨東病院皮膚科にかかるすべての患者さんが笑顔になれる医療を提供する
・区東部地域のすべての皮膚科患者さんと医療機関の皆さんが笑顔になれる医療環境を創造する

前列左より壺井医員、沢田部長、加藤医長
後列、非常勤医員、ジュニアレジデント、シニアレジデント

左より山本、江崎



　墨東病院は、平成 30 年 8 月に地域医療支援病院に指定されました。急性期病院である墨東病院の役割を果たしつつ、

患者さんが地域で安心して生活できるように、看護の立場で地域連携を推進していきたいと考えております。

　平成 30 年度、看護部では、地域連携への参画を目的に、様々なことに取り組んでいます。その中の一つが、『訪問

看護見学研修』です。看護師長たちの年代の看護教育には、【地域・在宅看護学】がありませんでした。地域包括ケア

の時代において、入退院時における地域との連携強化は必須であり、職場の責任者である看護師長の力が重要です。

そのためには、百聞は一見に如かずということで、訪問看護ステーション 5 カ所にご協力を頂き、地域で学習させて

いただきました。看護師長からは、「今の時代、様々な支援が整備され

ており、今まで在宅は無理と思っていた状態の患者さんたちが、自宅で

自分らしく過ごしている姿を見て、今まで以上に在宅への支援を実施し

ていく必要性を感じた」という感想が多くありました。その学びの共有

と地域の訪問ステーション管理者の方々からのご意見を頂くために、今

回『看看連携シンポジウム』を開催しました。当日は、訪問看護師さん

8 名を含む約 50 名の参加がありました。

　訪問看護ステーションの方々からは、「家に帰りたいと言う患者さんの

想いは必ずかなえられます」という、心強いお言葉を頂き、そのための

課題として以下の点を話しあいました。

１ 患者・家族との想いの共有
　墨東病院は、緊急入院してくる重症患者さんが多いため、在宅での様

子を早期に情報収集できていません。退院が決まっても、どんな在宅療

養をしていきたいかなど詳しく聞き取ることがないままの事例も多くあ

ります。見学研修に参加して、訪問看護師が、時間をかけて患者・家族

の話を聞き不安の軽減のための関わりを持っていることを実感し、入院

後の早い時期から患者・家族の想いを共有していく体制づくりが必要で

あるとわかりました。その情報を、訪問看護師へ伝えることで、患者・

家族の望む在宅療養の支援につなげていくことが重要だと思います。

２ 病院看護師と訪問看護師をつなぐ課題
　病院では、在宅療養に向けて、自立していくための指導をします。看護師【見守りの元、できるようになる】こと

が目標です。ところが、看護師の【見守りの元できている】ということは、病院とは違う環境、教えてくれたり見守っ

てくれたりする人がいないところでは、【できなくなってしまう】ことになる確率が高くなります。その溝を埋めるた

めには、病院看護師と訪問ステーション看護師が退院前カンファレンスを実施し、【在宅でできるようになる】ための

指導や情報の共有をすることが必要です。在宅へつなぐための看護サマリー用紙の見直し等積極的に取り組んでいく

体制を作っていきたいと思います。

　訪問看護師からの言葉で、「退院＝おめでとうではない」ということ

がとても印象的でした。退院は在宅療養のスタートです。在宅でその人

らしく安心して療養生活ができるよう、患者家族に寄り添って地域へと

繋いでいきたいと思います。

　看看連携シンポジウム開催後のアンケートの結果では、研修を職場で

「大変活用できる、活用できる」の肯定回答率は 98％でした。今回の学

びを、職場の管理に役立て、地域のなかでの墨東病院の役割を認識し、

看護師として多職種と協力して地域に貢献していきたいと思います。

『看看連携シンポジウム』を開催して
テーマ「看護がつなぐ地域連携」～患者・家族の想いをつなぐ～

墨東病院　患者支援センター　看護師長　大貫 久美子左より山本、江崎



●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 63 号登録番号

緊急の場合は必ずご一報下さい。

古紙配合率80%
再生紙を使用しています

「入退院時連携強化研修」への参加報告
～患者が住み慣れた地域で暮らし続けるための協力体制～

　平成 30 年度「東京都入退院時連携強化研修」に、医療連携
室副室長の内科部長薬師寺医師と参加して参りました。この研
修は、今年度から病院の MSW や退院支援の看護師のみでなく、
地域の医療、看護、介護を支える方たちとの合同研修となり、
訪問診療所の看護師や訪問看護師、介護支援専門員、地域包
括センターの職員、高齢者総合相談センターの看護師たちの交
流の場となりました。
　研修の内容は、第 7 次東京都保健医療計画の中の在宅医療・
介護連携推進事業として、在宅療養推進に向けた取り組みに
ついてでした。市区町村主体で地域包括ケアシステムの構築を
目指した取り組みとして、各地域のモデル事業に補助金が支給
されるなど、超高齢化の日本を支える仕組みづくりに力がそそ
がれているのを具体的に知ることができました。
　患者さんが住み慣れた地域で暮らし続けるためには、在宅療
養生活への円滑な移行が必要です。そのために、東京都退院
支援マニュアルが作成され、活用を促していること、そして具
体的な使い方を知ることができ、病棟のスタッフが活用してい
くことが望ましいと感じました。また、地域で支える方たちと
合同で研修を受けたことで、病院で問題ととらえる内容と在宅
で問題になることとの差が大きいこともわかりました。
　患者さんにとって入院というエピソードは人生のほんの一時
期であり、その間の病院の使命は、疾病の治療と同時に、病気
と付き合いながら長く自宅での療養を続けられるためのサポー
トである必要があります。そのためには入院前の生活歴に関す

る情報収集、生活への思いなど治療の先につながるものを見据
えた選択ができるような情報（意思決定、ACP―アドバンスド
ケアプランニング― 等）を入院中から提供し、地域への連携
ができると良いと思います。さらに、外来通院の中でも支援が
途切れないよう、介入していく必要性を強く感じました。病院
からは、外来受診のほんの短いかかわりの中でも、気づいたこ
とは地域に情報提供し、在宅からは必要とする情報を外来受診
時に提供して頂けるような、情報のキャッチボールができる関
係性をつくっていく必要があると感じました。
　病床の整理が進む中、高齢者がどこで過ごすのか、どこで最
期を迎えるか、どうやって健康寿命を延ばすか、どうやって住
み慣れた家で過ごすか、ということに日本人全体で取り組まな
ければならないことだと強く感じました。
　病院・地域の医療従事者お互いに、自施設の役割をふまえ、
患者さん（利用
者）一人一人の
意思を重んじ、
それぞれの立場
で同じ方向を向
ける地域との関
係性が築けるよ
う努力していき
たいと思います。

講演会等のご案内 ５月～１１月
平成31年度　区東部医療圏地域医療講演会❖ ❖ （幹事医師会：江東区医師会）

開　催　日 場　　所 演　　題 演　　者 主催医師会
5 月 8 日（水）
19：30 ～ 21：00

墨東病院 病棟
14 階 A 講堂 「薬疹の診断と治療」 墨東病院皮膚科 医長　加藤 恒平 江東区医師会

6 月 12 日（水）
19：30 ～ 20：30

墨東病院 病棟
14 階 A 講堂 「日常診療における下肢痛の鑑別診断」

墨東病院
心臓血管外科 部長　石川 進
整形外科 部長　金井 宏幸

江戸川区医師会

7 月 10 日（水）
19：30 ～ 21：00

墨東病院 病棟
14 階 A 講堂 「心臓画像（CT・MRI） up to date」 心臓画像クリニック飯田橋

寺島 正浩 墨田区医師会

9 月 11 日（水）
19：30 ～ 21：00

東武ホテル
レバント東京 「（未定）」

順天堂東京江東高齢者医療センター
腎・高血圧内科 科長　船曳 和彦

（順天堂大学医学部腎臓内科学教授）
江東区医師会

10 月 9 日（水）
19：30 ～ 20：30

墨東病院 病棟
14 階 A 講堂 「腹腔鏡手術アップデート」 墨東病院外科 部長　真栄城 剛 江戸川区医師会

11月13日（水）
19：30 ～ 21：00

墨東病院 病棟
14 階 A 講堂 「皮膚、皮下の超音波検査（皮膚病、皮膚癌、血管まで）」 墨東病院皮膚科 部長　沢田 泰之 墨田区医師会

墨東病院　患者支援センター　小林 葉子


