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　地域医療連携機関の先生方、職員の皆様にはいつも大変お世
話になっております。医療連携講演会、医師会医学会など交流
の機会をいただきありがとうございます。
　さてすでに先の連携便りでもお知らせいたしましたように地
域医療再生計画に基づく感染症対策機能を中心とした改築、改
造計画もいよいよ周辺工事が開始されようとしております。診
療規模は維持したまま 4年間かけて整備を進めて参りますので
よろしくご理解ご協力のほどお願いいたします。
　また先生方や住民の皆様からの後押しもあり、区東部として
初めて東京都認定がん診療病院に指定されました。（平成 23年
4月より）
　さきだって｢がん療法に携わる医師に関する緩和ケア研修会 ｣
を昨年 12月に当院で開催いたしました。3医師会からも広報の
ご協力をあおぎ、連携診療所、病院の先生方にも多数参加して
いただき、まことに有り難うございました。がんによる死亡が
死因の第一位となり全死亡の半数を超える状況です。区東部に
おいてもがん医療の一層の充実が求められています。厚労省の
資料によれば高齢になった場合自宅で最期を迎えたいと望む国
民は 62％ですが、現状では約 80％が病院で亡くなり、在宅で亡
くなった方は 20％未満という結果です。昭和 25 年頃は、逆に
約 80％が自宅で亡くなり、病院で亡くなる人は 10％程度でした。
がんについていえば多くの患者さんや家族は、家では、痛みや
苦しみを十分に取ることができないと考えていることが、終末
期に入院することを希望する理由の一つです。実際は在宅と病
院と緩和技術に差はありませんし、むしろ精神的な面を考える
とより優れたケアができると考えられます。このような誤解を
とき啓蒙していくことも必要です。今後がん緩和を含めた在宅
療法の推進、制度作りが肝要であると思います。
　墨東病院は公立病院として多くの ｢行政的医療 ｣を提供すべ
く努力しておりますが、そのキャパシティには限界があります。
区東部保健医療圏は病院数や医師数が全国的にも少ない地域で
す。福祉保健局の資料によれば、区東部の既存病床数は 7,818
床で、東京都の設定する基準病床数　8,042 床よりわずか 200
床程度少ないだけのように見えます。しかし人口 10万人あたり
の一般病床数は501床で都全体の655床に比べて著しく少なく、
一般診療所も 71.5 施設（都 98.3）と同様です。区東部の人口
10 万人あたりの医師数は、160.9 人と東京都全体の 282 人を大
きく下回り、医師不足と言われるわが国の全国平均よりさらに
2割以上不足しています。一般病院数も54 施設であり、500 床
以上の病院は当院を含め 2施設だけです。救命救急センターも

人口 130 万人の区東部は当院
1施設のみですが、人口 60 万
人の区中央部には 4施設あり
他の区部も 2施設のところが
多くなっています。このように
区東部地域では総合病院の絶
対数が不足しており、病院の
受療割合をみると流入患者割
合 25.8％に対し流出患者割合
53.7％と大幅な流出超過となっ
ています。特に高血圧、糖尿病、
脳血管疾患、心疾患で流出超
過が著しくなっています。医療
圏内で受け入れが出来ない場
合には東京中央部に位置する病院との連携をとる必要がありま
す。私どもも他医療圏の都立、公社病院との連携を進めており
ます。医師会においても隣接区の病院との連携が進んでいると
お伺いしております。また東京都周産期搬送システムもこのよ
うな観点からも捉えることができます。
　しかし都民は身近なところで必要な保健医療サービスを適切
に受けることが理想です。できれば区東部の施設で診てもらえ
ればというのが患者さんの希望ではないでしょうか。そのため
には少ない医療資源の中では行政、医療機関が患者さんも含め
それぞれに求められる役割を果たすことが欠かせません。
　すなわち地域の病院、診療所が機能分担し地域住民のニーズ
にあった医療を提供する体制を作ることが必要です。医師会の
先生方が中心となり患者さんと病院の間に立ってシステムの構
築を主導していただければ、効率的なよい地域医療体制ができ
ていくと思います。今後首都圏の高齢者人口の増加は著しく、
一方病院、病床数を増やさない国の方針があり、現在のように
高度機能病院に軽症患者までも集中する状況は改善しなければ
なりません。連携により地域医療を充実し最高の医療圏の実現
をめざしたいと考えております。
　今年の干支は辛

かのとう

卯ですが、その意味は互いの助け合いにより
新たな飛躍を得る年とのことです。連携により新たな医療圏を
発展させるにふさわしい年であります。また墨東病院が設立さ
れ今年 4月で 50周年を迎えます。長きにわたり先生方に支えて
いただいたお陰と存じます。今後ともご協力のほどお願いいた
します。

墨東病院医療連携室よりのご挨拶

墨東病院　副院長

梅北 信孝

医療連携で実現する最高の医療圏をもとめて



緩和ケアチーム緩和ケアチーム
今回は、がん性疼痛看護認定看護師が専従として活
動している緩和ケアチームをご紹介します。

緩和ケアと緩和ケアチーム
　緩和ケアと聞くと皆さんは「治療がもはや有効で
なくなった患者に対する医療」「末期医療」をイメー
ジされるかもしれません。しかし、現在では「がん
と告知された時からの全人的苦痛の緩和ケア」と定
義が変わっています（下図）。

　当院を受診されるがん患者さんも様々な病期の方
がいらっしゃいます。中には、「痛み」や「息苦しさ」
「だるさ」などの「身体のつらさ」を感じたり、「眠
れない」「気分が落ち込む」などの「気持ちのつらさ」
を感じる方もいます。また、療養上の金銭面の不安
をお持ちの方もいらっしゃいます。これら療養中に
生じる様々な問題を、がんになったその時から主治
医・看護師と協力して支援するのが緩和ケアチーム
の役割です。

緩和ケアチームのメンバー
　緩和ケアチームは、複数の職種で構成されていま
す。具体的には、医師（外科・内科・麻酔科・精神科）、
看護師（がん性疼痛看護認定看護師 1名と看護師 2
名）、薬剤師、心理士、ソーシャルワーカーです。

活動内容
　当チームは主治医・看護師からの依頼を中心とし
たコンサルテーション型活動をしています。患者さ
んの苦痛緩和について、随時ご相談をお受けしてい
ます。実際の依頼例をご紹介します。

　その他の活動としては、毎週火曜日に緩和ケア事
例に関するチームカンファレンス、医療用麻薬使用
患者を中心とした病棟ラウンド等を実施していま
す。病棟ラウンドは医療用麻薬が効果的に使用され
るよう、患者さんのカルテを拝見して苦痛緩和や便
秘などの副作用対策、ケアなどについて改善点を提
案しています。
　当院は平成 23 年 4 月より、東京都認定がん診療
病院に指定されます。がん診療の充実とともに、緩
和ケアの充実が重要となります。また、平成 22 年
12 月に厚生労働省の日本緩和医療学会委託事業、
医師対象緩和ケア研修「PEACE」第 1回を開催し
ました。今後も毎年実施するこの研修に緩和ケア
チームが協力していきます。
　最近は医療用麻薬を使って在宅療養に移行する患
者さんが増加し、退院調整部門との連携活動も増え
ています。緩和ケアチームは、各部署と連携したチー
ム医療の実践に向け努力してまいりますので、地域
医療機関の皆様方のご支援・ご協力を賜りますよう、
どうぞよろしくお願いいたします。

（がん性疼痛看護認定看護師　土田 真樹子）

緩和ケア医　　療

緩和ケア医　療

告知 死

告知 死

腰部の痛みが強く、
トイレ歩行にも支障がある患者さん
　現在使用中の鎮痛薬の効果を評価し、疼痛時の
屯用薬（レスキュードーズ）の適切な使用方法に
ついて提案しました。患者さんには痛みは我慢せ
ずに医療者に教えてほしいことを説明しました。
これらの介入を通して、患者さんは腰の痛みが緩
和され、動けるようになりました。

ケース

1
◦緩和ケアチームへの相談ついて
ご相談を希望の場合は、がん相談支援センターが窓
口となっております。

	 都立墨東病院　がん相談支援センター
	 ◦電　　話：03 － 4461－ 6272（直通）
	 ◦相談時間：平日 10〜 12時　13〜 16時
	 ※面接による相談は要予約

連 絡
方 法

医療用麻薬開始後にせん妄を
発症した患者さん
せん妄の原因について、主治医に医療用麻薬だけ
でなく電解質異常や脳転移等の検索を提案し、共
に評価しました。その結果を受けて医療用麻薬の
種類の変更を提案し、看護師にはせん妄の患者に
対する接し方と家族への支援について具体的に指導
しました。その結果、せん妄は改善しました。また
せん妄症状が改善するまでの期間、看護師も安定
したケアを提供することができました。

ケース

2



皮膚･排泄ケア認定看護師による

とスキンケア専門外来 ストーマ外来

区東部医療圏地域医療講演会 平成２３年度 日程

5 /11（水） PM7：30～

日　　時

墨東病院　外科医長　志田 大 すみだ医師会

講　　　師

｢大腸癌治療の現況／最新の大腸癌治療｣

7 /13（水） 墨東病院　感染症科部長　大西 健児 江戸川区医師会｢食中毒」

9 / 7（水） 墨東病院（神経内科医師） すみだ医師会｢パーキンソン病の診療について」（仮）

6 / 8（水） 墨東病院　内分泌代謝科医員　木下 博之 江東区医師会｢注意したい薬の副作用：ARB／
サイアバイド合剤による低ナトリウム血症｣

演　　　題 主催医師会

4月 ～～ 9月❖❖ ❖❖

※ 開催はいずれも墨東病院 14F講堂で、講演時間は概ね 1時間程度です
平成 23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。　

　墨東病院では 2名の皮膚 ･排泄ケア認定看護師が、創傷・褥瘡ケアからストーマ造設患者へのケアと
共に排泄管理やスキンケア等を専門とし活動しています。院内では、褥瘡予防ケアから褥瘡発生後の除
圧やスキンケア及び創傷管理、ストーマ造設時のセルフケア指導や適切な装具選択などを中心に活動し
ています。
　また、退院後に創傷やストーマの管理、スキンケア方法で不安を抱えている患者さんが多いことから、
『スキンケア専門外来』と『ストーマ外来』で継続した支援を行っています。
　当院の入院患者の多くは、加齢に伴う皮膚の老化に加え、急性期で循環動態が不安定な状態、低栄養、
がん終末期など、皮膚の耐久性が低下した方に、質の高い予防的スキンケアの充実が求められています。

　主な受診患者さんの特徴は、褥瘡、下腿潰瘍、治癒までに時間を要する創傷など多岐にわたります。
創傷管理はもちろんですが、自宅で安心して入浴できる方法や、除圧マットの使用方法、効果的なスキ
ンケアの方法等を指導しています。

※現在、当院に入院・通院している患者さんのみを対象としているので、初診患者の外来予約はできません。

スキンケア用品の紹介
　効果的なスキンケア方法の指導とともに、スキンケア用品（洗浄剤から保護・保湿剤、軟便専用のオ
ムツパッドなど）もご紹介しています。
　今後も、創傷管理やストーマケア・スキンケアで不安を抱えている患者さんが安心して療養生活が送
れるように支援していきたいと思います。

（皮膚・排泄ケア認定看護師　萩原 智美）

◇スキンケア専門外来◇
スキンケア専門外来は毎週火曜日に皮膚科と外科外来において行っています。平成 21
年 10 月から開設し、平成 21年度は延べ 50名程度、平成 22年度は延べ 150 名の患
者さんが受診しています。外来では、皮膚科と外科の医師と連携し、入院・通院中で創
傷や褥瘡処置及び予防ケア、術後の創傷とストーマ管理、皮膚トラブル等を発生してい
る患者さんに対して専門的なスキンケアの提供と指導を行っています。

◇ストーマ外来◇
ストーマ外来は毎週月曜日（第１月曜日を除く）に外科外来で行っています。平成21
年度は延べ115名、平成22年度は1月現在延べ117名の患者さんが受診しています。
当院でストーマを造設した患者さんを対象に、皮膚障害発生の対応や装具選択、退院後
の日常生活指導、精神的フォローを中心にケアを提供しています。中でも、ストーマ造設
後に化学療法・放射線療法を実施する患者さんは、皮膚障害が生じやすいので、予防的
スキンケアの実施方法や剥離刺激の少ない装具への変更などを指導しています。

岩舘 美登里

萩原 智美
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NICU・GCU看護長　谷澤 京子

ご協力ありがとうございました（電子カルテ更新）
　去る平成 23 年 2 月 11 日から 13 日にかけての当院電子カルテ更新時の診療体制（制限）に際しましては、近隣の
医師会様および医療機関さまから多大なるご協力を賜り、誠にありがとうございました。
　期間中は、救急診療を初めとして多々ご不便をおかけしたことと存じますが、おかげさまをもちまして、無事にシ
ステムの更新を行うことができました。改めて御礼申し上げます。
　新システム稼動を機に、当院としてもこれまで以上に地域の医療機関の皆様との連携を深めていきたいと存じます
ので、今後とも一層のご支援、ご鞭撻を賜りますようお願いいたします。

墨東病院院長　古賀 信憲

　墨東病院では、平成 22 年度から東京都のモデル事業として
「東京都 NICU 退院支援モデル事業」が始まり、在宅への移
行支援や移行後も継続した支援をするための取り組みが始
まっています。NICU・GCU に長く入院している赤ちゃんが
少しでも早くご両親の元へ帰れるように、いろいろな取り組
みを開始してきました。今回ご紹介する在宅シミュレーショ
ンもその一つです。
　赤ちゃんがおうちに帰れる状態になってきても、お母様お
父様がなかなか育児に慣れずそのまま退院していただくのは、
ご両親・スタッフともども不安が残ることもあります。また、
医療ケアが必要なお子様で、ご両親はマスターしていても実
際に自宅に帰った時に実践できるかが心配なこともあります。
それらの不安を解決する第一歩として在宅シミュレーション
を開始しました。9B 病棟のキッズルームを借りて、できるだ
け家庭的な雰囲気を出すように家具なども設定し、ご両親と
赤ちゃんが一晩一緒に過ごします。ご自宅にいるときと同じ

ことを実践して慣れていただき、育児に自信を持って退院し
ていただけるようにしています。ご両親からは安心して退院
を迎えられたという言葉が聞かれています。
　しかし、ご両親がいくら育児をマスターし在宅シミュレー
ションがうまくいったとしても、実際にご自宅で生活ができ
なくては意味がありません。自宅に帰ったときはいろいろな困
難に遭遇することも考えられます。それらの解決に向けては、
私たちの力では限界があり、かかりつけ医をはじめとする地
域の医療機関、訪問看護ステーション、保健所・子供家庭支
援センターなどの方々の連携のとれた支援が欠かせません。
　問題を一つ一つ解決し、少しでも不安なく出来るだけ早く
赤ちゃんがおうちに帰れるように、サポート体制を地域の皆
様と緊密に連携をとりながら確立していきたいと思います。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

東京都NICU退院支援モデル事業
　　　　　　　在宅シュミレーションについて
東京都NICU退院支援モデル事業
　　　　　　　在宅シュミレーションについて

墨東病院人事異動（医師） 

感染症科医長 中村ふくみ昇　任
平成 22年
10月1日付

外 科 医 師

泌尿器科医師

救命救急センター

救命救急センター

ファン　バオゴク

向山　佳宏

阿部　裕之

安野　雅統

整形外科医師 田中　祐治採　用
平成 22年
12月1日付 

産婦人科医長

小 児 科 医 師

深田　幸仁

井口　洋美

採　用
平成 22年
10月1日付

循環器科医師

耳鼻咽喉科医師

淺見　貞晴

小川　慶

採　用
平成 23年
1月1日付 

なかむら

ふか だ　     ゆきひと

むかいやま　    よし ひろ

た  なか   　ゆう  じ

あさ み     　さだはる

お  がわ　   けい

あ   べ　     ひろゆき

あん の　     まさ  とい  ぐち　   ひろ み


