
　円滑な医療連携を発展させていく一翼を担うために設
置されました医療連携室も、開設以来この 4月で 13 年
目を迎えることとなりました。ふだんより医療機関の先
生方には、大変お世話になっております。副室長の外科
の宮本幸雄医師ともども厚く御礼申し上げます。
　さて医療連携の目安となります紹介率、返送・逆紹
介率ですが、地域の先生方からの紹介率は 4年前の平
均 61％から、現在は平均 68%台と増加しつつあります。
また当院から先生方への返送・逆紹介率も平成 22 年度
の 35% から、今年度は 60% 台に達しております。これ
らの数字の変化は、双方向の連携が深化してきている証
ではないかと思われます。また、ERの救急取り扱い患
者数は以前よりも減少しましたが、ERからの救急入院
数は減少しておりません。これも、各医師会の夜間診療
所や 2次救急を担われている地域医療機関に救急医療の
ご負担をいただき、入院が必要な中等症以上の患者さん
を当院に収容できていることで双方向の役割分担が順調
である反映と受け止めております。
　ふだんは、当院の各科医師も墨田区・江東区・江戸川
区各医師会との連携推進委員会、区東部医療圏・地域医
療講演会、大腿骨頸部骨折連携パス合同会議、脳卒中合
同パス会議、感染防止対策連携カンファランス、東京都
区東部周産期ネットワークグループ連携会議、城東地区
歯科医師会連合会医療連携講演会、各科地域のカンファ
ランスなどの会を通じて、地域医療機関の先生方との交
流を深めながら、「顔の見える連携」を念頭に、日々の診
療にあたっております。
　さて、地域医療機関の先生とともに患者さんをトータ
ルに支えるためには、墨東病院としましては、患者さん
のご病気だけにとどまらず、多面的ニーズに応える必要
があります。そこで従来の各部門を統合しまして、患者
支援センターを立ち上げ活動しております。患者支援セ
ンターには、医療相談部門、看護相談部門、がん相談支
援センター、退院調整部門、周産期支援部門、医療連携・
病床管理部門、入院サポートセンターが含まれ、医療連

携室もその医療連携部門
に属しております。以前
より「紹介したのに返事が
ない。」といったお叱りの
連絡を先生方からいただ
くことがあり、大変申し
訳ないと思っております
が、対策としまして、医
療連携部門では各科紹介
状へのご報告の有無の追
跡調査を行っております。
返事の送付が遅れている場合などは、担当医にその旨伝
える体制をとっております。それでもすり抜けてお送り
できていない場合などはご遠慮なく連携室へお問い合わ
せいただければと思います。
　一方、患者さんの治療体制の増強の観点としまして、
平成 26年 8月の新棟完成が挙げられます。これにより、
感染症病棟の移転による病床の再編と感染症緊急病床の
整備、救命救急センターの移転と高気圧酸素治療室の設
置および救命救急特定集中治療病床の増床、ER外来と
ER病棟の移転による増床などの拡充、ER内の救急撮
影室の IVR-CT の設置、外来化学療法室の移転と拡充、
腎センターの移転と拡充が実現しました。さらに、新
棟に移転した部門の病棟内跡地を再整備しまして、平成
27 年春から順次、SCU と HCU の開設、新規 ER に隣
接した救急撮影室（XP, CT, MRI）の設置などが行われ、
ICUとCCUのそれぞれの独立と増床も完成しつつあり
ます。また、手術室では、日帰り手術室が整備され、結
果的に緊急手術の対応能力も増強されました。昨年末に
は、小児単独病棟も新設されました。
　このように増強されました墨東病院の機能を有効に利
用しまして、当院と地域医療機関の先生方とともに、地
域医療の更なる発展と維持ができますよう、医療連携室
としましては、その橋渡しができればと考えております。
今後とも、ご指導、ご協力を心よりお願い申し上げます。

東京都立墨東病院　医療連携室長
脳神経外科部長　井手 隆文

地域医療の更なる発展をめざして
墨東病院医療連携室からのご挨拶
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形成外科形成外科

　形成外科における医療連携は一方通行の場合が多く、取
り扱う疾患の性質上、双方向性の連携診療というのはなか
なか馴染まない事が多いと思われます。したがって、症状
が安定したらその後の診療を紹介元に依頼するというよう
な症例も、現状ではほとんどありません。紹介例に対しても、
〈処置しました〉あるいは、〈手術予定としました〉といった
あまりに素っ気ない返書が多く、これもまた一方通行的で
あると思われる先生方も多いと思われます。
　今回の便りは、紹介の多い症例を挙げ、ご紹介いただく
際に、〈ぜひお願いしたいこと〉〈ご注意いただきたい点〉
などと具体的かつ大それた事はなるべく述べないつもりで
すが、その辺の趣旨を斟酌していただける内容のものとなっ
ていると思われますので、興味関心と寛大かつ柔軟な心を
持ってお読みいただければ幸甚に存じます。
　ある期間の他院紹介患者 2,345 人の調査では、紹介症例
の主なものは、小外傷・瘢痕ケロイド・良性腫瘍・顔面骨骨
折（それぞれ約20％、8％、40％、15％）という結果でした。
おそらく多くの形成外科施設でも同様の結果になるだろうと
思われます。形成外科も他の外科系各科同様、より低浸襲な
手術・より繊細な手術を開発し、それらの手技を発展させて
きました。十分な人員等が配備されれば、より高度な技術を
提供し得ると思います。また、これらを前面に押し出せば、
上記の他院紹介症例割合も変化する可能性はあります。
　紹介状の内容については、「傷が残るかどうか心配してい
る」「傷が目立たないように腫瘍をとってほしいと希望して
いる」「骨折があり、すぐに貴科受診を勧めました」等の記
載が目立ちます。
　創傷治癒全般に関してあまりに過度な期待をもち、ある
いは持たされた状態で受診する例もあり、〈一度できた創痕
は消えない〉という基本説明が必要な場合もあります。
　小外傷に関しての、比較的多い紹介文は以下のようなも
のです（当院のER翌診例でもよく見かけます）。「挫創に対
しテープ保護をいたしました。母親創のことを非常に気に
しています。…」「若い女性という事もあり形成外科にて縫
合をお願いします」このような紹介文を持った患者さんは、

創傷の初期治療をほとんど受けない状態で受診します。初
療時に適所を一か所（一針）でも縫合した方が良かったので
はないかと思われる症例がほとんどです。また、全般に創
処置後の創の保護が不十分の場合が多いという印象です。
　ほとんどの小外傷に対しては、特殊な縫合は要しません。
適所をナイロン糸で縫合し、創部全体を保護するという初
期治療が多くの場合良好な結果を得ると思われます。安定
した創痕を得るための最も重要な点は、特殊な創縫合には
なく、創傷及びその周辺の組織の不要な出血・不要な浮腫
を抑えることにあります。創傷を最初に処置する際には、
このことを念頭に置き、身体各部の創に対し、それぞれに
適した創傷及び周辺組織の保護法を常に考えるべきと思い
ます。あくまで、創縫合自体はその一助にすぎないと思わ
れます。今まで、〈創のことを非常に気にしている母親の
ために一針、若い女性ということなら迷わず一針〉といっ
た返書を書いたことはありません。
　骨折症例に関しては、例えば眼窩骨折（多くは眼窩底骨
折　Fig.1参照）の場合は、初期症状として複視がある例が
多く、紹介元から「すぐに手術が必要」といった深刻な説明
を受け、極端な場合、入院準備までして受診することもあ
ります（すでに紹介先の病院に連絡済みと勘違している場
合）。この場合などは、〈殆どの症例は経過をみて手術の適
応を決める〉という説明になかなか納得してもらえない事
が多く、更に別の医療機関受診を希望する例もあります。
Fig.1は受傷早期の画像で、眼窩部に気腫も確認できます。
　当初、左方視で複視等の症状がありましたが、本例に対
しては、眼球運動の練習等の指示もせず自然整復を待ちま
した。数週間で症状も安定し外見上も問題なく（眼球陥没
などもなく）治癒しました（Fig.2は、3年後の画像）。鼻骨
骨折も、よく紹介を受けますが、そのほとんどの症例は待
機的手術症例です。
　以上、代表的な他院紹介症例を挙げ、普段の返書には記
載しない、あるいは記載する必要もないようなことを少し
追加しました。ご高読ありがとうございました。今後とも
宜しくお願いいたします。

形成外科医長 白土 基次

Fig.1 Fig.2



　墨東病院では東京都がん診療連携拠点病院として、が
ん患者さんや家族同士の様々な不安や悩みを語り合う
場の提供を行うことになり、平成28 年1月28日（木）
初めて語り合いの会「オレンジサロン」を開催しました。
会には 6名の患者さんと 3名のご家族の方が参加され
ました。
　語り合いの前に、リンパ浮腫セラピストの資格を持
つ看護師からリンパ浮腫について、スライドを用いて
説明がありマッサージ方法など実際の手技について 30
分間のミニ講義を行いました。参加者からは「リンパ浮
腫について知りたくて参加しました。良かった。」と好
評でした。
　講義のあとはお茶を飲みながら、参加された患者さ
んとご家族が病気や治療のこと、ご自分の辛い身体の

症状や気持ちの辛さに対し
てどのように工夫をして生
活をしているのかなど語り
合いがされました。話は尽
きず 1 時間半の時間があっ
という間に過ぎてしまい、
皆さんからは「自分以外の
がん患者さんの話を聞けた
ことで互いの共通点や、がんに対する頑張りを聞いて、
心強くなった。」、「また、サロンを開いてほしい。」との
ご意見がありました。
　今後も「オレンジサロン」は継続して開催していきた
いと思います。ぜひ地域の皆様にもご参加していただ
ければと思います。

　平成28年 1月30日（土）墨田区共催・NPO法人あこも
企画運営による墨田区在宅緩和ケア事業「在宅緩和ケア
を担う人材の育成研修」が開催され、30 名の参加があり
ました。「がん患者のケアマネジメントを考える」をテー
マに墨東病院からは、外科病棟に勤務するがん看護推
進委員の菅田看護師とMSWの栗尾さんが、病院と在
宅をつなぐ退院支援についてシンポジストとして参加
しました。
　病院と地域とのよりよい連携のため、訪問看護師、
MSW、地域包括支援センター相談員、ケアマネジャー、

ヘルパー、訪問医師とシンポジストを交え、『現場での
本音を語る！』で意見交換を行いました。ケアマネ
ジャーからは「がん患者のマネジメントは高齢者の介護
支援と違うことが理解できた」、病棟看護師からは「訪問
看護師の‘患者・家族の悩みや迷いはそのまま地域に
つなげていいですよ’の言葉で心が楽になった」など、
お互いの活動を理解する機会となりました。今後も研
修を継続し、患者を支えるマネジメントを多くの職種
の方と考えていく機会にしたいと思います。

　今回、当院に開設された小児科単独病棟について紹
介させて頂きます。
　平成 27 年 12 月 25 日に皆様のご協力により無事病棟
移転が終了し、翌日より新たな病棟で業務を開始致し
ました。
　従来、病院の構造上の問題などから小児入院医療管
理料 4の区分であったため、当院の小児科医が行った
入院時診療に対する十分な算定がなされず歯がゆい思
いをしておりましたが、このたび小児科単独病棟開設
により区分が小児入院医療管理料 2に変わり、診療内
容に見合った算定がなされるものと期待しています。
　各科小児患児の入院がこれまで以上に可能となり、以
前のような成人との混合病棟と異なり、小児に特化し
た病棟としてその機能を十分に発揮できると思われます。
　一方、小児単独病棟のため入院対象が 15 歳未満に限
定され、以前 15 歳以上でも小児科患児として入院加療

をさせて頂いた方々は原則として当病棟で入院加療を
行うことが出来ません。但しそのような方々に対して
は、病床管理を通して出来るだけ当病棟以外の他病棟
に入院とし、小児科医師も協力して十分な医療が行え
るようにしていきたいと考えております。
　従来通り当科の特色を生かし、円滑な運営を行い地
域医療に貢献するためには、近隣の地域医療機関との
連携が不可欠です。従来当科入院患者さんの約 15% は
医療連携による紹介患者さんです。また、臨床研修医
は地域医療機関より紹介された患者さんから多くの経
験を積むことができ、その臨床経験はかけがえのない
財産となっています。
　今後もスタッフ一同皆様の期待に沿えるよう努力す
る所存です。ご指導とご支援の程何卒よろしくお願い
いたします。

看護部　北村 裕貴

患者支援センター　退院調整　矢部 富佐江

小児科部長　三澤 正弘

「オレンジサロン」開催

小児科　単独病棟開設のご案内

ローカルコミュニティー墨東 看 護 編
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墨東病院人事異動

【採用】　平成 27年 11月１日付

救命救急センター医員 大島　聡人 おおしま　あきと

【採用】　平成 27年 12月１日付

形 成 外 科　 医 員 山本　　匠 やまもと　たくみ

【退職】　平成 27年12月31日付

内 科 医 長 木下　博之 きのした　ひろゆき

【採用】　平成 28年 1月 1日付

救命救急センター医員 大橋　景子 おおはし　けいこ

【退職】　平成 28年 2月 29日付

高度救命救急センター医員 重城未央子 じゅうじょう　みおこ

【採用】　平成 28年 3月 1日付

産 婦 人 科 医 長 三浦　紫保 みうら　しほ

講演会等のご案内

平成２8年度　区東部医療圏地域医療講演会
平成 28年度の区東部医療圏地域医療講演会を下記の日程で開催いたします。

講演会の参加につきましては、事前申し込み及び参加費は不要です。多数のご参加をお待ちしております。

４月～１０月

❖ ❖

日　時 会　場 講　　　師演　　　題 主催医師会

5 月 11日（水）
午後 7：30～

墨東病院
14階講堂 甲状腺腫瘍の取り扱い 墨東病院

内科部長　薬師寺 史厚 江東区医師会

6 月 8 日（水）
午後 7：30～

墨東病院
14階講堂 消化器癌の内視鏡診断と治療 墨東病院

内科医長　古本 洋平 江戸川区医師会

7 月 13日（水）
午後 7：30～

墨東病院
14階講堂 乳癌の凍結療法 亀田メディカルセンター

乳腺センター長　福間 英祐 墨田区医師会

9 月 14日（水）
午後 7：30～

東武ホテル
レバント東京 未　定 江東区医師会

10 月 12日（水）
午後 7：30～

墨東病院
14階講堂 未　定 江戸川区医師会

平成２８年度(第１回) 城東地区歯科医師会連合会医療連携講演会は平成２８年８月３１日（水）に開催予定です。

※止む得ない事情により予定を変更・中止する場合があります。
　　　詳細については主催医師会さまへご確認のうえ、ご来場ください。

※10月 12日（水）の回につきましては、講演会終了後に情報交換会を予定しております。


