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江東区医師会
会長 

井上　仁

　近年の医師会と病院との関係は、医療連携というルールを活用しながら医療資源の
確保を進める事で、生き残りを図らねばならない時代になってきました。
　江東区医師会では墨東病院の他、東部地域、順天堂江東高齢者、癌研有明、聖路加、
賛育会、臨海との連携が既に行われ、更に三井記念が申し込みを行い中であります。
　江東区医師会と墨東病院との連携は医師会の前身である城東医師会に遡り、かなり
前から続いておりました。当時は現在の様な「連携協定」や「情報提供書」「逆紹介」「予
約制」といったシステマティックな運用が行われていたわけではなく、主に医師会上
層部と病院幹部のコネクションが中心の「仲良しクラブ」的で、一般の会員には目立っ
た医療連携が行われていた事業ではなかったと記憶しています。更に旧深川医師会で
は城東地区に比べ、病院との医療連携は希薄で紹介率も低かったと聞いておりました。
私も墨東病院即「混んでいて診察に時間がかかり、なかなか入院が出来ない病院」と
のイメージを持ち、紹介に躊躇することが有りました。紹介率も概ね 10％台に低迷し
ていたと聞いておりました。その後、城東医師会は『連携診療案内ファイル』を作成し
て医療機関情報や会員の専門科、特徴などの情報を提供し、足立院長のあたりから懇親
会や情報交換会等を積み重ね、徐々に顔の見える連携へと進展して行きました。
　平成 10 年、江東区医師会誕生を機に医師会と墨東病院では「医療連携協定」を結び、
本格的な連携がスタートしました。年 4回の医療連携推進委員会の開催による意見交換、年末の委員会懇親会、複数の
区東部医療圏講演会の開催など地道な医療連携を蓄積する事で、しっかりとした関係が構築され、当初 20%台だった
墨東病院の紹介率は平成 21年度（4月）には 65％にまで成長し、江東区からの紹介患者が常に最多の 1 ⁄ 3 を占める迄
になりました。それは幾つかの連携病院の中でも最も充実した関係が確立されているかの様に見えておりました。
　しかし平成 20 年 10 月の妊婦死亡事件が「週刊文春」にスッパ抜かれてから行政や世論、マスコミ等を巻き込んで
の全国的な大騒動に発展し、綿々と構築してきた医療連携の盲点が脆くも露呈してしまい、小林前院長や都病院経営本
部、区東部医療圏のすみだ、江戸川区の医師会長らと修復に奔走し、元の鞘に納めるのに数ヶ月間苦労しました。
　本件の関与因子を追求してみますと、根深い慢性的な勤務医師不足の姿や産科救急体制の連携不備等が浮き彫りにな
り、大きな社会問題を提示してくれました。そして国や世論の注目を集める結果を得、医学部定員の増員、周産期医療
システムの再構築へと予算づけなどの改善につながり、この事案は決して無駄ではなかったし、救急医療現場に貴重な
教訓を与えてくれたのでした。
　現在墨東病院は我々連携医のためにスムーズな連携予約システムや、特別予約枠、逆紹介制などを設けて格段の便宜
を図ってくれておりますが、果たして患者に対しての配慮は十分なのか私は常々疑問を持っております。科によっては
時間予約で受診した患者が 2時間、3時間と平気で待たされ、それが不満であっても不平も言えず耐えて診察を受け続
けている現状、そんな予約制は予約とは言えないのではないでしょうか？　患者のみならず医師を含む職員にとっても
大変な危機なのではないですか。それが負の連鎖に繋がっていることをもっと認識してほしいのです。即ち予約時間を
大幅に遅延しつつ毎日続いている診療は、食事や休息すらも制限され医師らの疲弊に直結し、しいては勤務医の離職に
と発展するのではないかと危惧されてならないのです。
　もし墨東病院が我々に対する予約への配慮を重視するあまり、キャパシティ以上の予約を取り続けるのであれば、いっ
そのこと 100％予約制病院にして勤務医にも患者にも余裕を持たせ、非紹介患者は開業医に委ねてはどうかと思ってい
ます。
　都立病院として果たすべき義務や都民の要望が過大なるがゆえに実現させることは困難かと思いますが、少しでも勤
務医の負担軽減と医療連携の一層の充実を促進して頂くための改革を、努力をお願いしたいし、しなければならないと
思っております。
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　医師会の先生方におかれましては平素より格

別の御高配をいただきましてありがとうござい

ます。ご存じの様に日本人女性の 20 人に 1人

が乳癌に罹患し、その 4人に 1 人は乳癌死す

る時代です。欧米と比較しますと、罹患率は低

いのですが、欧米では乳癌死亡率は低下してき

ており、先進国の中で死亡率が増加しているの

は日本だけといわれております。これは日本人

の乳癌検診受診率が非常に低く 20 ～ 30％しか

なく、欧米の 70 ～ 80％にはるかに及ばないた

めといわれています。早期に発見すれば治癒す

る確率も高く、乳房を失わずにすむ病気ですの

で、検診受診率の向上を何とかしなくてはいけ

ないのが現状です。

　墨東病院外科は、救急病院としての使命を果

たしながら、外科としての専門性も確保してい

くという展望の基に診療体制を築いて参りまし

た。乳腺外科としましては、2006 年より日本

乳癌学会認定施設を取得し、日本乳癌学会専門

医 2名、女性医師 1名（認定医取得予定）、日

本外科学会指導医 1名にて乳腺外来を行って

おります。乳房検査としましては、視触診に加

えて、マンモグラフィと超音波が基本です。超

音波でしか指摘されない 5mm前後の小病変に

対しては、超音波検査下穿刺吸引細胞診を積極

的に行い、病変の検出に努めております。また

MRI、CT、シンチグラフィも病変の広がりや

遠隔転移の有無の検出として行っております。

マンモグラフィは年間 1,000 件以上、乳腺超音

波検査は 1,500 件前後行っております。

　今までは月曜日、水曜日の週 2回の外来初診

枠 15 件での乳腺外来で、予約が取りづらくご

迷惑をおかけしておりましたが、2009 年 11 月

より乳腺初診枠を新たに木曜日と金曜日に新設

しましたので、1週間前後で受診できるように

なっております。もちろんご都合により、他の

初診外来を受診されましても、乳腺担当医が結

果説明と治療に当たらせていただきます。お仕

事の都合上休みにくい方には、待ち時間はかか

りますが、関係部署の協力により、当日中に画

像診断を行い、結果をご説明する体制を 2～ 3

枠作り、サービス向上を図っております。

　基本的な治療方針としましては、患者さんの

ご希望を最優先としますが、病巣の確実な切除

を第一としております。無理な温存手術に放射

線治療を行うよりは、乳房切除と乳房再建を

外科部長
宮本　幸雄
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図 1. 手術症例の年次推移

2000 5 16 1 60 1 83 25.3 

2001 7 16 2 53 0 78 29.5 

2002 4 28 4 38 0 74 43.2 

2003 5 34 5 49 0 93 41.9 

2004 4 35 7 58 3 107 36.4 

2005 4 52 3 34 0 93 60.2 

2006 4 55 13 27 0 99 59.6 

2007 4 45 6 45 0 100 49.0 

2008 1 47 3 35 0 86 55.8 

2009 6 26 1 32 0 65 49.2 
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表 1. 術式内訳と年次推移



乳腺外科乳腺外科
行った方が整容性が良いと判断される場合もあ

ります。乳癌治療は多様化しております。術前

化学療法により腫瘍の縮小を図り、温存手術の

可能性を高めたり、将来的な再建を考慮した乳

頭温存皮下乳腺全摘術、ご希望がある場合には

腹直筋皮弁による一期的乳房再建、下腹部遊

離脂肪片による一期的乳房再建なども行って

おります。ただし、シリコンプロテーゼによ

る乳房再建、非触知石灰化病変に対するステ

レオガイド下のマンモトーム生検は施行して

おりません。

　2009 年の乳癌の年間手術件数は 65 件で、乳

房切除術 33 件、乳房温存手術 32 件でした。

例年より減少してしまいましたが（図 1、表 1）、

より紹介しやすく、また受診しやすい体制作り

と、肌理の細かい治療を行ってまいりますので

よろしくお願い申し上げます。先にも述べまし

たように、乳癌は早期に発見、治療すれば治せ

る癌です（表 2）。

　日本女性の乳癌死を減らすためには、地域で

の検診受診を啓蒙して行く必要性があります。

先生方の御協力により、1人でも多くの方に検

診をお勧めいただければ幸です。

皮膚・排泄ケア認定看護師による
『ストーマ外来』と『スキンケア専門外来』

0 I IIA IIB IIIA IIIB

 5 年生存率（％）

10年生存率（％）

症　例　数

94.8

85.3

323

98.3

98.3

219

100

3

87.9

79.3

142

41.7

33.6

44

40.5

5

67.2

59.5

65

82.8

79.3

43

IIIC IV

表 2.　墨東病院外科　乳癌症例病期別生存率（1999-2008）

 皮膚・排泄ケア認定看護師の外来における役割

　墨東病院看護部では 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のケア・排
泄管理・スキンケア等を専門として、適切な創傷ケアや
褥瘡予防ケア、ストーマ装具の選択と個別性に合わせ
たケアを行っています。そのなかでもストーマケアは、
入院中のセルフケア指導はもちろんですが、退院後の継
続した支援が重要になります。『ストーマ外来』では当
院でストーマを造設した患者さんを対象に、皮膚・排泄
ケア認定看護師が中心となり、退院後も自分らしい生活
が出来るように装具選択や食事・生活指導等を行って
います。

 『ストーマ外来』では、年間延べ 150 人程度のストー
マ造設患者さんが来院し、ストーマや周囲皮膚の観察か
ら、食事や生活指導等を行っています。特にストーマ周
囲の皮膚障害は、ストーマ造設直後よりも退院後に発生
することが多くみられます。放射線治療や化学療法など
治療の影響もありますが、多くは体型の変化やスキンケ
ア不足等が原因で発生しています。体型にあった装具を
選択し、自己流になってしまいがちなケアを指導するこ
とでほとんどが解決していきます。

 スキンケア専門外来

　平成21年10月からは、皮膚科と外科の医師と連携し、
入院中・通院中の患者さんを対象とした『スキンケア専
門外来』を開設しました。創傷や瘻孔ケア、ドレーン留
置中の皮膚の管理、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目的と
した外来です。
※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。

　墨東病院で手術やストーマ造設を行い、訪問看護を受
けている患者さんは多くいます。皮膚障害の発生や、装
具が安定して貼付できない場合等、ストーマ外来までご
連絡ください。
　今後も、創傷管理やストーマケア・スキンケアに対し
て不安を抱え悩ん
でいる患者さんに
対して相談しやす
い窓口となり、退
院後も安心して生
活していけるよう
支援していきたい
と思います。

 ストーマ外来における指導



　東京都は、今年度、「経済上の連携
に関する日本国とフィリピン共和国
との間の協定（略称：日・フィリピ

ン経済連携協定）（EPA）」に基づき、日本で初めてフィリ
ピン人看護師候補者2名を受け入れることとなりました。
具体的には、平成 20年度のインドネシア人 4名（広尾病
院 2名・駒込病院 2名）に続き、21年度フィリピン人 4
名（墨東病院 2名・大塚病院 2名）の受け入れを決定し
ました。当墨東病院には、マリア・クリスティナ・サント
ス・ラモスさんと、ミカエラ・サン・アグスチン・ベリ
ソンさんの 2名を受け入れることになりました。この二
人は、財団法人海外技術者研修協会（AOTS）における
6ヶ月間の日本語研修を受けた後、雇用された医療機関
で看護補助者として就労しながら 3年以内に日本の看護
師国家試験を受けて看護師免許を取得すること、資格取
得ができない場合は帰国することとなっています。

　現在、二人は、病棟で看護補助者として、患者さんの搬
送や、入浴・食事・排泄の援助などの業務を行っていま
す。毎週金曜日には、日本語の学習と国家試験の勉強に取
り組んでいますが、言語の壁は厚く、とくに漢字は難解で
習得は容易ではありません。日々の業務における患者さ
んや職員とのコミュニケーションも、国家試験も、まず
は、日本語の習得からです。2月からは、毎週火曜日に、
都立病院の外国人看護師候補者 8名を対象とする、病院
経営本部の企画する「日本語研修」を受講していくことと
なり、二人は、よりいっそう、はりきって、日本語の習得
に力を注いでいます。病棟では、スタッフがマリアさんと
ミカエラさんの二人を暖かく受け入れ、患者さんからも
声をかけていただき、二人は、すっかり墨東病院の一員と
なっています。
　二人の自己紹介です。

平成 21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。

区東部医療圏地域医療講演会平成
２１年度

ＣＰＣ（臨床病理検討会）

人 事 異 動 昇　任 平成 21年 12月1日付 外科部長 宮本　幸雄（みやもと　ゆきお）

３月の講演会等のご案内
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 3 月 10 日（水）19：30～

日　　　時
墨東病院14F講堂

会　場
乳癌検診について

演　　　題
東京臨海病　外科　鈴木貴久 医長

講　　　師
江戸川区医師会

主催医師会

墨東病院14F講堂 カブキメイクアップ症候群の一例 墨東病院脳神経外科 3 月 19 日（金）19：00～ 21：00

マリア　クリスティナ　サントス　ラモス ミカエラ　サン　アグスチン　ベリソン
　私の趣味は、映画を観ること、読書、音楽
を聴くことです。フィリピンの家族は、両親
と兄、弟、妹、私の 6 人家族です。父は警
察官で、母は店を経営しています。兄弟も看
護師をしています。
　2002年看護大学を卒業し、AGO  FOUNDA-
TION  HOSPITAL の内科病棟で 3年間働きま
した。その後 2年間プライベートナースと
して働き、ICUに 1年間勤務しました。

　ニックネームはエラです。フィリピンでは
5年看護師として働いていました。私は 8人
兄弟の5番目です。日曜日に教会へ行きます。
趣味は買い物と映画を見たりすることです。
皆さんには教えていただくことが沢山ありま
す。皆に声を掛けてもらい、支えてもらって
います。本当にどうもありがとうございます。
日本語がまだまだですが、一生懸命頑張りま
すのでよろしくお願いします。


