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東邦病院

地域医療連携室便り 「窓」

【基本方針】昨日を反省し 今日を考え 明日に備える【病院理念】 

1. 私達は、患者様の人権と意思を尊重し納得と同意に基づく患者様本位の医療を心がけます

2. 私達は、地域住民の皆様の健康維持増進に寄与し、安全で信頼を得る医療を実行します

3. 私達は、日々研鑽し働きがいのある職場をつくり良質で高度の医療を目指し努力します

4. 私達は、当院における診療機能を積極的に広報し、地域の医療機関、高齢者・福祉施設との連携を推進致します

5. 私達は、院内情報を共有し、健全で安定した運営を　継続するため努力します
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歯科口腔外科外来表
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9：00～12：00 後藤英之 後藤英之

2：00～5：00 後藤英之

後藤英之

後藤英之

吉川秀明

吉川秀明

歯科口腔外科 後藤英之･荻野未来

後藤英之･荻野未来

後藤英之･吉川秀明

後藤英之･吉川秀明

火曜日・水曜日の午後は手術になる場合があります

曜日時間 月 火 水 木 金 土

予約受付　９：００～１７：１５　歯科口腔外科直通 TEL：０２７７-８８-００１９

　勉強会の名称は、当院の看護部の象徴である“ひまわり”にちなみ「ひまわり地域連携勉強会」

としました。ひまわりの花言葉は「あなたを見つめる」、ひまわりの中心を患者様、患者様をと

りまく花びらを各施設にたとえ、勉強会を通じて他病院・施設の関係職種の皆様と一緒に地域医

療連携を推進して行きたいと考えております。第 1 回目は、皮膚・排泄ケア認定看護師による「褥

瘡ケア」についての勉強会となりました。参加して頂いた皆様からは、「褥瘡に対する理解が深まっ

た」「ぜひまた参加したい」など、大変好評でした。

　今後も、皆様のご意見やご要望を取り入れ、有意義な勉強会を企画し、発信して参りますので

今後ともご協力をよろしくお願いいたします。

　私は平成 23 年に、皮膚・排泄ケア認定看護師（WOCN 注 1）の資格を取得

しました。WOCN の活動は褥瘡や創傷などのスキントラブルに対し、予防的ケ

アや治療的ケアを提供します。また、ストーマケアや失禁ケアなど排泄にかか

わる分野において、患者様の尊厳を保ちつつ、苦痛を取り除くケアを行います。

患者さんはもちろん、その患者さんを取り巻くご家族や療養環境など考慮し、

その人らしく生活していくために専門的知識と技術を用い、援助し看護するこ

とが WOCN の役割だと考えております。

　今年の 7 月 16 日から、WOCN として専従で業務を組織横断的に行ってい

ます。院内をラウンドしながら相談を受け、直接現場に出向き、看護ケアを実

践しスタッフの指導を行っています。また、褥瘡対策チームや褥瘡対策委員会、

NST 委員会、排泄検討委員会などを担い実践・指導・相談を受け、一人一人の

患者様にとって最適なケアが、どのようにしたら提供できるか、いろいろな職

種のスタッフと協働して、試行錯誤しながら日々、看護にあたっています。今

後は、院内のみに関わらず、近隣の地域と連携し、スキンケアなどの大切さを

　日頃より、地域の医療機関の諸先生をはじめ、関係職種の皆様

には大変お世話になっております。

　当院では、地域医療連携を推進する中で、新たな取り組みとし

て、去る 7 月 11日に「第 1 回ひまわり地域連携勉強会」を開催

いたしました。初めての試みにも関わらず、４４名の看護師・介

護職の皆様に参加して頂き、大変うれしく思っております。勉強

会は、当院で活躍している認定看護師が各専門看護分野の看護技

術と知識を活かして、地域で活躍されている医療・介護従事者の

皆様に情報提供することで、看護ケアの広がりと質向上に貢献で

きればと考え企画しました。

看護部長
島崎 すえ子

ひまわり地域連携勉強会開催
医療福祉連携士が誕生しました

ひまわり地域連携勉強会開催
医療福祉連携士が誕生しました

ご挨拶

　この度、地域医療連携室から医療福祉連携士が誕生しました。
医療福祉連携士とは、２０１１年に特定非営利活動法人日本医療マネジメント学会の認定制
度で誕生した連携実務者向けの認定資格になります。
　「地域の医療及び福祉の切れ目のない連携を図ることにより、限られた医療及び福祉機能
の効率化を推進し、国民の医療及び福祉に資する」ことを目標として創設されました。期待
される主な役割は、多職種統合能力を発揮し、地域の医療・福祉・介護と連携を図り、患者
様が必要なサービスを受けながら、住み慣れた地域で暮らすお手伝いをすることです。

　資格取得の過程において、医療・福祉・介護の網羅的な知識を学ぶとともに、全国から集
まった多職種の連携実務者（医師、看護師、医療相談員、ケアマネージャー、事務等）と活
発な意見交換や交流をすることが出来ました。
　また、急性期病院（急性期医療、連携室、地域連携クリティカルパス）、回復期病院、特
別養護老人ホーム、小規模多機能施設、保健センター、地域包括支援センターで実習させて
いただきました。各施設の現場において、仕事内容を見学し体験出来たことは、貴重な経験
となりました。実習でお世話になった各施設の方々へこの場をかりて厚く御礼を申し上げま
す。

　連携室が開設され 10 年以上が経ち、全国で地域性を活かした多職種協働によるネットワー
クが構築されております。今後更に、連携室は、前方から後方までの流れをしっかりと把握
した連携、地域に視点をおいた調整が期待されております。
　私達も、学んだ知識・技術に加え、全国の連携士たちから得られる、さまざまな取り組み
を参考にさせていただきながら、地域の先生方を始め、皆様と共に「形式的でなく血の通っ
た連携」を図り、地域貢献へ繋げられるよう尽力していきたいと思います。今後とも宜しく
お願い申し上げます。

　　　　　地域医療連携室　　　　　
　吉田宗紀
川辺裕美

が誕生しました
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ひまわり地域連携勉強会

第１回ひまわり地域連携勉強会　アンケート集計結果
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　今年の 7 月 16 日から、WOCN として専従で業務を組織横断的に行っています。院内をラウンドしな

がら相談を受け、直接現場に出向き、看護ケアを実践しスタッフの指導を行っています。また、褥瘡対

策チームや褥瘡対策委員会、NST 委員会、排泄検討委員会などを担い実践・指導・相談を受け、一人一

人の患者様にとって最適なケアが、どのようにしたら提供できるか、いろいろな職種のスタッフと協働

して、試行錯誤しながら日々、看護にあたっています。今後は、院内のみに関わらず、近隣の地域と連携し、

スキンケアなどの大切さを少しでも多くの方にお伝えできたらと、考えております。

注１）Wound Ostomy and Continence Nurses 

私は平成 23 年に、皮膚・排泄ケア認定看護師（WOCN 注 1）の資格を取

得しました。WOCN の活動は褥瘡や創傷などのスキントラブルに対し、予

防的ケアや治療的ケアを提供します。また、ストーマケアや失禁ケアなど排

泄にかかわる分野において、患者様の尊厳を保ちつつ、苦痛を取り除くケア

を行います。患者さんはもちろん、その患者さんを取り巻くご家族や療養環

境など考慮し、その人らしく生活していくために専門的知識と技術を用い、

援助し看護することが WOCN の役割だと考えております。

　　　私の職場では、褥瘡が少しでも疑われる場合 2時間毎に

体位変換を行っていますが、頻度としてはどうなのでしょうか？

利用者様によっては「眠れない」と言われてしまうこともあり

ます。

　　　2時間毎の体位変換が推奨されていますが、日本褥瘡学

会においても Bランク：１（行っても良い）という推奨度です。

利用者様の QOL や認知度、好みなどによって変わってきますの

で、絶対 2時間でということはないかと思われます。体圧分散

効果のあるマットレスを優先的に使用するとか、体位変換に使

用した枕やクッションをそっと摩擦やずれが起きないように抜

いてあげるとか、本人に褥瘡の発生リスクを簡単に説明し 2時

間にとらわれず、また安眠を損なわないよう行っていく必要が

あるかと思います。本人の意思も尊重して行っていく必要があ

るかと思います。しかし、褥瘡が少しでも疑われる場合 2時間

毎に体位交換を行っていたということですが、褥瘡発生が起き

ないよう利用者様に対し、常に注意深くケアにあたっておられ

たんであろうと感慨深く思います。

質疑 ・ 応答

　　　施設では、尾骨部の褥瘡が多いです。ガーゼが便で汚

れてしまうことが多く、良い対応があれば教えてください。

小さなもの、かぶれにはサトウザルベを厚めに塗っています。

　　　尾骨は肛門に近く、排泄物が褥瘡処置部にもぐりこみ

やすいですよね。ガーゼはどんなテープで貼付されているで

しょうか？当院では、ガーゼにフィルムドレッシング（商品名：

パーミロール、テガダーム他…）をトップドレッシングとし

て使っています。フィルムドレッシングは一枚をべたっと貼

付するのではなく、殿裂に合わせて 2～ 4枚にカットして使

用しています。褥瘡周囲皮膚および褥瘡部を洗浄し、優しく

水分を押さえ拭きし、（水分をよくとってから）フィルムドレッ

シングを貼付します。必要があれば貼付した後、撥水剤（セ

キューラ PO、サニーナ他…）を使用します。

　サトウザルベ、良いと思います。皮膚の保護やびらん・潰瘍・

湿潤面の治療に使用されます。

84%

7%
9%

はい いいえ どちらでもない

　　アンケート回収率　…　97.7％（参加 44 名中 43 名）

　　アンケート内容集計　

質問：今回（平日の夜）は参加しやすい日程でしたか。

回答：「はい」…36 件　「いいえ」…3 件

　　　「どちらでもない」…4 件

※「いいえ」に対するコメント…18：00 からが良い（1 件）

　　　　　　　　　　　　　　　18：30 からが良い（1 件）

2．講演内容について

61%
7%

16%

16%

わかりやすかった 難しかった どちらでもない 未記入

質問：講演内容はわかりやすかったですか。　

回答：「わかりやすかった」…26 件　「難しかった」…3 件

　　　「どちらでもない」…7 件　「記入なし」…7 件

1．開催日程・時間について

講演・資料はわかりやすかったですか？

  ・もう少しスライドをゆっくり進めてもらうとさらに良かった(2)
  ・実演があってわかりやすかった(2)
  ・細かいところまで説明してもらえてわかりやすかった。（2）
　・写真や絵が入っていてわかりやすかった
  ・資料の内容だけでなくコメントが面白くわかりやすい。
　・もう少し時間が長くても良かった
　・進みが速く聞き取れないところがあった
　・施設へ出張して講演していただけるともっと多くの職員が参加
　　できるのでぜひお願いしたいです。
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参加しやすい日程でしたか？

●貼付するテープを数枚用意し、四隅

の角を丸くカットします。そうする事

ではがれにくくなります。

●殿部のしわやくぼみを無理のないよ

う伸展させテープを貼付します。
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皮膚・排泄ケア認定看護師

菊池　美智子

講師よりご挨拶
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