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● Dr.マツムラの持ちつ持たれつ地域連携 第１回

● 新型ＣＴ内覧会のご案内

これが、『７対１看護』。
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新年のご挨拶
　新年あけましておめでとうございます。

　日頃より、医師会の先生方には何かと当院をご利用いただきまして大変

感謝しております。

　昨年４月に院長代理となりましたが、いきなり熊本地震に始まり６月の

集中豪雨、１０月には阿蘇山の大爆発、暮れには鳥インフルエンザまで

発生しました。私にとって、一生忘れられない年になりました。

　不思議なもので日々の移り変わりと異なり１年の変わり目である節目は

年が改まることもあり少しは気持ちが安らぎ、新しい年への希望が湧いて

きました。我々はこの節目を大切にし、困難に堪えうる力を養いたいと思っ

ております。

　当院は救急医療、災害医療を中心とした医療を行うために７対１看護を

維持すると決めました。みんなで決めた７対１看護を維持することができ、

八代医療圏における高度急性期および急性期医療を支える基盤を守るこ

とができました。

　看護部の新しい試みとして、高齢化時代に対応し「院内デイサービス」

なるものを立ち上げ病棟看護師の負担軽減と業務改善さらに患者ケアの

向上に努めております。今後は医療設備や医療技術の充実のみでなく、

病院全体としての医療の質の向上、さらには院内外を含めたチーム医療

の充実を図りたいと思っております。

　病病・病診連携サービス実態調査でも指摘されましたように医療水準

に関しましては皆様から高いご評価をいただきましたが、システムや対応

面について再度ご指摘をいただきました。

　システムや対応面については職員の意識改革が必要だと思っておりま

す。旧態依然とした考えではこれからのニーズについていけないと思って

おります。昭和の時代のサービスでは笑われます。システムや対応面も含

めまして皆様のご指摘に対応できるよう改善していきたいと思っております。

　今年も皆さんに愛され、信頼される病院を目指して、八代の医療のた

めに職員みんなで頑張ります。

　本年もよろしくお願い申し上げます。

　最後に当院の新しい診療と医療機器を紹介します。

　昨年９月から、浜田呼吸器科内科クリニックの山村雄治先生に毎週木

曜日、リウマチ膠原病の診察をしていただいております。熊本で数少ない

リウマチ膠原病の専門家です。お手伝いできることがありましたら山村先

生にご紹介ください。

　また、平成２９年１月４日より胸部外科に新たな助人（柴田英克先生）

が加わりました。今まで以上に呼吸器疾患の外科治療が可能になりまし

たのでご利用ください。

　さらに、放射線科に次世代 CT が導入されました。２月に内覧会を予

定しております。期待してください。

金 子  泰 史院長代理
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特集これが、『７対１看護』。
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急性期医療の現場から看護部対談

中迎副部長　熊本労災病院は急性期病院ですが、
入院患者さんのうち41％が75歳以上と、後期高齢
者が高い割合を占めています。そうなると、認知症で
あったり生活習慣病であったりに対するケアも求め
られてくると思います。そういう意味で病棟は大変だ
と思うけれど、どうですか。

高野師長補佐　病棟としては、入院される前のADL
（日常生活機能）を可能な限り維持した状態で退院
していただけるようスタッフ一丸となって努力してい
ます。患者さんやご家族に入院後早い段階から食事
指導など退院後の日常生活で留意していただきたい
ことについてお伝えすることで、スムーズな退院へつ
なげられるよう工夫しています。
　あとは、高齢者の占める割合が高い以上、やはり
認知症の問題というものが出てきます。それに対し
て何か出来ないかなと思い、「院内デイケア」を始め
たところですね。

中迎副部長　院内デイケアについてはまだ始まった
ばかりですけど、どうにか軌道に乗せたいなと思っ

ています。認知症高齢者の患者さんが病院で見せる
顔とデイケアで見せる顔って本当に全然違って。昨日
もびっくりしたんだけど、みんなで年賀状を作ってた
らそれはもう上手にお孫さんの似顔絵を描く方がい
らしたり、自己紹介で相撲甚句を披露してくださる方
がいらしたり。そんな風に個々の患者さんが持って
いる素晴らしい能力というものをどんどん見つけ出
していきたいなぁと思っています。
　退院調整については「住み慣れた町の住み慣れた
環境へ速やかに帰していく」という考え方であるべ
きだと思います。そういう点においては地域連携室
の力というものが大変重要になっているけれど、中
島さんどうですか。

中島看護師　昨年から、担当ケアマネージャーがつ
いている患者さんについては、入院時にすぐに連絡
を入れ、情報提供を行うことを始めました。それまで
はケアマネージャーに敷居の高さを感じさせてし
まっていたようなのですが、この取り組みを始めてか
らは「連絡をいただくことで病棟を訪ねやすくなっ
た」といった声をたくさん頂いています。

中迎副部長　高齢者の安全・安楽な入院生活を守
るという意味で、医療安全の視点から柏木師長、ど
うですか。

柏木師長　さっきの話でも出てきたケアマネー
ジャーや施設との密な連携というのも有効な手段
で、そこから普段の患者さんの様子を掴んでいくこ
とができますよね。入院前のADLを落とさないように
…ということについては、もちろんそれも重要なので
すが、認知機能の低下がある患者さんの場合はあま
り動きが活発すぎると転倒転落のリスクが高まるし
…という気もして、難しいところだなと思っています。
だからやっぱり院内デイケアというのはいいですよ
ね。目の届くところで活動していただけますからね。

中迎副部長　他はどうですか。看護ケア、ここをがん
ばってる！なんて話はありませんか。

柿本師長補佐　私事ですが、認知症ケアの認定をと
ろうと勉強しています。超高齢社会においては、急性
期病院としても、認知症の受け入れ体制というもの
を整備する必要があると思います。やはり認知症は
在宅から病院へと環境が変わると悪化する傾向が
あるので、なるべく症状が変わらないままでまた在
宅へ帰っていけるようにケアしていかなければなら
ない。だからまずは私が認定をとって当院の看護師
を教育して、そして地域へと発信していきたいなと
思っています。

荒川師長　私の病棟（外科病棟）なら、ストマケアで
すかね。ストマを作る患者さんは今かなり増えてい
て、常時5，6人は入院している状況です。今はストマ
のある患者さんでも受け入れてくれる施設も多いの
ですが、処置の難しい場合の連携が大事だなと思い
ます。患者さんが施設にいらっしゃる間に困った場
合、バックアップのできる病院でありたいですね。

西村師長　今は、そういったトラブルが生じた場合

には、外科外来のスタッフと師長の私とで対応してい
ます。外科病棟が専門ではあるけれど、私たちも勉
強しながら取り組んでいます。ストマが増えている時
代だから、外来ががんばらないと。

野田部長　皮膚排泄ケアに限らず、認定看護師はど
んどん増やしていきたいですよね。専門性の高いス
タッフたちに「知識の連携」という面でも活躍してほ
しい。知識といえば、教育面ではどうですか。

松本師長　もちろん力を入れています。当院職員の
みならず、外部の病院の新人看護師も一緒になって
の集合研修を、年間を通して実施しています。近隣
だけでなく、球磨郡などの遠方からも参加してもらっ
ています。

西村師長　そこには、「労災病院のわたしたち」も
「他の病院の看護師さんたち」もみんな、「同じ地域
の看護師」としてレベルアップしていきたいという思
いがあります。この地域のどこの病院・医院にかかっ
ても同じような高い質の看護を受けることができ
る。そういうふうになっていけばいいなと思って、一
緒になって勉強しているつもりです。

野田部長　院内デイケアは、患者さん本人はもちろ
んだけど看護者側としても有難いんですよね。14日と
いう短い在院日数でどこまで出来るか。これからは
地域で高齢者を支えていこうという時代だから、こ
れからボランティアも来てくれるようになるといいん
だけど。

柏木師長　ボランティアが来てくれることになれば
また整備が必要になってくるでしょうね。
　今、当院では、患者さんが入院される時期、お家や
施設で暮らされる時期、そのふたつの時間をつなぐ
連携の流れというものが明確にできてきていると思
います。これからも看護と介護が地域ぐるみでうまく
合わさって流れていけばいいですね。

中迎副部長　「地域医療支援病院」っていうのは要
するにそういうことよね。私たちには、日々新しい知
識を吸収して、地域へ浸透させていくという使命が
あるのだということを理解しておかなければならな
いなと思います。

白石副部長　勉強会といえば、前回開催したNST勉
強会は良かったですね。半分くらいは外部から参加
してくださり、個人病院からだけでなく、施設からの
出席というのも結構ありました。看護師だけでなく
多職種での事例検討ができて、終了後アンケートの
結果も良かったです。

中迎副部長　最後に、労働者健康安全機構として
勤労者医療という部分についてもアピールしておく
必要があるのかなとも思いますが、たとえば脳卒中
の患者さんがリハビリに通いながら、がんの患者さ
んが化学療法に通いながら仕事を続けていくとき、
私たちはそこにあるひとりひとりの「生活」を見つめ
て支援していきます。
　そんな私たちにとっては当たり前の看護の姿勢
が、労災病院では「勤労者医療」という形になって見
えてくるので、医療における人々の暮らしを守るとい
う点において、私たちはより高い意識で看護にあた
ることができているのだと思います。

看護部長 野 田 敬 子 看護副部長 白石 三保子 外来師長 西村 みどり 医療安全管理者 柏木 美佐子 手術室師長 松 本 春 美

病棟師長 荒 川 直 美 退院調整看護師 中島 真由子 病棟師長補佐 柿 本 里 美 病棟師長補佐 高野 さおり 看護副部長 中 迎 昭 子

特集 これが、『７対１看護』。
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多彩な知識と技術で、さらなる高みへ
̶ 活躍する認定看護師たち ̶ 特集これが、『７対１看護』。

慢性呼吸器疾患看護認定看護師

菅 原 　真 澄

Ｑ.  「慢性呼吸器疾患看護」とは？

Ａ.  よりよい呼吸をサポート

救急看護認定看護師

村 田 　英 徳

Ｑ.  「救急看護」とは？

Ａ.  予測性　即応性　迅速性

集中ケア認定看護師

寺瀬  真利子

Ｑ.  「集中ケア」とは？

Ａ.  生命の危機状態にある患者様、ご家族に適切な
　   アセスメントと看護実践を行うこと

脳卒中リハビリテーション看護認定看護師

水 町 　広 恵

Ｑ.  「脳卒中リハビリテーション看護」とは？

Ａ.  生活の再構築

脳卒中リハビリテーション看護認定看護師

福 本 　砂 織
Ｑ.  「脳卒中リハビリテーション看護」とは？
Ａ.  自立支援とセルフマネジメント
　   患者様が『出来ること』を見つけ出し、その喜びを
　   共有すること。

脳卒中リハビリテーション看護認定看護師 田 中 　孝 樹

Ｑ.  「脳卒中リハビリテーション看護」とは？

Ａ.  脳卒中疾患における障害をもった方が元の生活に戻れるように、
　   また、すべての人が健康状態を維持できるように導くこと

がん化学療法看護認定看護師 梅田 知寿子

Ｑ.  「がん化学療法看護」とは？

Ａ.  抗がん剤治療を続けるためのサポートツール

糖尿病看護認定看護師 本 山 　詔 誇

Ｑ.  「糖尿病看護」とは？

Ａ.  生活者である患者さんの心と体に寄りそうこと

緩和ケア認定看護師 岡 山 　浩 子
Ｑ.  「緩和ケア」とは？
Ａ.  辛い症状を軽減するという観点において、全ての疾患の患者に提供
　   される治療やケア。あまりに身近で当たり前、普通のケアだからこそ
　   私たちは、基本的なことを忘れているのかもしれません。

感染管理認定看護師 和久田 容子

Ｑ.  「感染管理」とは？

Ａ.  縁の下の力持ち

皮膚・排泄ケア認定看護師 坂 田 　 　舞

Ｑ.  「皮膚・排泄ケア」とは？

Ａ.  Wound Ostomy Continence（創傷・オストミー・失禁）領域の
　   全人的ケア。

※育児休業中
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　２人の看護師がパートナーを組むことで、互いの知識・
能力を補完しあいながら協力して看護に臨むことを目的
としたシステム。常に２人の目が入ることから高い安全性
の確保が期待できることに加え、看護師の心理的・肉
体的負担軽減にも貢献している。

患者さまを守る、“二人三脚”の心。

パートナーシップ・ナーシング（ＰＮＳ）制度

当院では今日も、二人三脚の看護で
　　患者さまの安全が守られています。

特集これが、『７対１看護』。

Special Thanks

　当院の東西棟と中央棟とをつなぐ長い廊下「ホスピタルギャラリー」
には数々の鮮やかな写真が展示されており、来院される皆様の目と
心を楽しませています。
　展示されているものはすべて、八代白百合学園高等学校写真部の
作品。「写真甲子園」と呼ばれる全国高等学校写真選手権大会に 9
回の出場歴（出場回数全国2位）を誇る強豪です。
　今号の特集「これが、７対１看護。」に掲載した写真についてはす
べて、そんな白百合学園写真部の皆さんに撮影していただきました。
　生き生きとしたたくさんのすばらしい表情を切り取ってくださったみ
なさんへ、感謝をこめて。

八代白百合学園高等学校写真部

池田 鈴麻さん
井上 真希さん
髙岡 美希さん

顧問　中西 琢也 先生

西坂 　羽さん
前田 彩花さん
村上 美月さん（五十音順）
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■ “医療水準”に関しては高い評価をいただいた
　90％を超える多くの開業医の先生が医療水準

（診断レベル、治療レベル等々）を重要視されて

いたのですが、うれしいことに熊本労災病院への

満足度は、それぞれの項目でほぼ90％を超えて

いました。我々は、この結果に満足することなく、

更に質の高い医療を患者様に提供できるように

日々努力していかなければなりません。

■ 病病・病診連携サービスは有用である
　田渕先生より「我々八代の開業医としては労災病院という

のは八代医療圏のトップ、つまり治療レベル・診断レベルとも

に最高峰の医療機関であると認識しています。それであるか

らこそ、今以上に病診連携を強化していきたいですね。」とい

うお言葉をいただきました。もちろん現状の労災病院の問題

点も指摘していただきました。その一つは、医師、事務員、看

護師等の対応の稚拙さであります。これは今回のアンケート

調査でも多くの先生からご指摘をうけていることで、一段の

改善が必要であると考えました。

Dr.マツムラの
持ちつ持たれつ地域連携

平成２８年度
病病・病診連携サービス実態調査 結果報告

第１回

　熊本労災病院では地域医療連携強化の取組みの一環として毎年、「病病・病診連携サービス実態調査」

を実施しています。今年は八代周辺の地域医療機関245施設にアンケートをお願いしてご回答をいただ

きました。主たる調査目的は、開業医の先生方が当院に対して何を重視され、我々がそれにきちんとお答

えできているかどうかということです。

　田渕八代市医師会長、保田八代郡医師会長に平成28年度の調査結果をご報告させていただきました。

■ 今後ますます強化する必要がある地域医療連携
　アンケート調査にお答えいただいた先生皆様から、今後も熊本労災病院との連携を続けていきたいとの嬉

しいご回答をいただきました。過去の実態調査と比較しても、さまざまな項目で満足度は改善傾向にあり、昔

ながらの田舎の大病院といったイメージは払拭されつつあるのかもしれません。ただし、改善しなければいけ

ない悪しき習慣も多く存在するのも事実です。保田先生から「まずは、1.診療情報提供書を簡潔にして、読み

やすくする、2.外来医師担当表を毎月各診療所・クリニックに送付する、などの簡単なことから手をつけてみて

はどうですか。」という助言をいただきました。

　私が、熊本労災病院の地域医療連携室長になり、初めて八代市郡医師会長とお話をする機会を得ることが

出来ました。両先生からは「よく頑張っているよ」とのお褒めの言葉をいただいた一方、普段なかなか気づくこ

とができない“病病・病診連携サービス”の問題点についてもご指摘いただきました。大先輩医師のありがたい

お言葉です。ますます頑張ろうとファイトが湧いてきました。

保田八代郡医師会長

松村地域医療連携室長

田渕八代市医師会長

項　目

診断レベル

治療レベル

手術レベル

検査レベル

撮影レベル

画像診断レベル

94.9

96.2

96.2

96.1

90.8

93.4

94.9

93.7

92.4

93.4

86.7

90.5

重視度 満足度

▼ 高い評価をいただいた「医療水準」の項目一覧

Ｑ. 当院の病院・病診連携システムは先生が
　  診察を行う上でどの程度有用ですか。

Ｑ.今後の当院との連携について

（％）

非常に有用
である … 17％

積極的に連携して
いきたい … 46％

今後も連携を
続けたい … 33％

どちらともいえない
 … 17％

あまり役立って
いない … 1％

有用である … 53％

病病・病診連携サービス実態調査 結果報告
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新
型
CT
、稼
働
。

内覧会開催
第一部　13：30 ～ 14：30
第二部　14：30 ～ 15：30

熊本労災病院

※ 第一部と第二部は同じ内容です。お時間の都合が良い方にご出席ください。

● 略歴
　  ■  栃木県出身
　  ■  2000年　杏林大学医学部卒業

● 資格・所属学会
　  ■  医学博士
　  ■  日本外科学会（専門医）
　  ■  日本呼吸器外科学会（専門医）
　  ■  日本呼吸器内視鏡学会（指導医・評議員）　など

胸部外科部長
柴 田 英 克
しば た ひで かつ

胸部外科部長

新任医師のご紹介

　肺癌は、罹患数、死亡数ともに上位の
疾患です。早期の発見と治療介入により、
根治または予後の改善が期待できるように
なってきました。
　また、手術も胸腔鏡の使用により低侵
襲化が進んでいます。少しでも貢献できれ
ばと考えております

２月２５日
１．講演

２．装置紹介と症例提示

土

最新型２管球CT

プ
ロ
グ
ラ
ム

シーメンスヘルスケア株式会社 CT事業部
シニアプロダクトスペシャリスト 大西 哲夫 先生
「革新的技術を搭載したSIEMENS社製2管球CTによる新しい検査内容」
“先生、こんな事できるようになりました。”
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曜日診療科 月 火 水 木 金

内　科

午
　
前

呼吸器内科 伊藤　清隆 安道　　誠 伊藤　清隆 安道　　誠 伊藤　清隆
総合内科/再診 山根　宏美 持永　崇惠 杉原　一明 大津　可絵 坂本一比古
神経内科 幸崎弥之助 天野　朋子 幸崎弥之助 天野　朋子 村端　秀映

糖尿病･代謝内科 櫻井　希美 金子　健吾 金子　健吾 金子　健吾 櫻井　希美
再　　診 今村　美幸 坂本一比古 櫻井　希美 蔵野宗太郎 杉原　一明
消化器内科 佐々木雅人

大津　可絵
田中　秀紀 佐々木雅人 田中　秀紀

山根　宏美
佐々木雅人

再　　診 ― 丸山　広高 丸山　広高
PEG作成相談 今村　美幸／蔵野宗太郎 ― 今村美幸／蔵野宗太郎 ― ―

午　

後
特殊外来 ─

腎臓内科
（14：00～16：00）
原　　道顯

禁煙外来
（14：00～15：30）
山根　宏美
（要予約）

腎臓内科（9：00～15：00）
神吉　智子

リウマチ膠原病内科
（14：00～16：00）
山村　雄治

金子　健吾
（要予約）

（13：30～16：00）

肝疾患センター 佐々木雅人 ― 佐々木雅人 ― 佐々木雅人

精神科 ）約予要（）科内療心（ 宮川　太平
（第２週　午後）

荒木　幹太
（午後） ─ ─ 本田　荘介

（院内紹介のみ）

心臓血管
センター

循環器内科 髙嶋　英夫 長谷川　潤 松村　敏幸 阿部　浩二 岡部宏樹／小森田貴史
心臓血管外科 ― 森山　周二 ― 森山　周二 ―

総合血管
外来科

内科 土井　英樹 土井　英樹
(午前中･紹介のみ) ― 土井　英樹 土井　英樹

(午前中･紹介のみ)

外科 ─ 原　　正彦 金子　泰史 ─ 原　　正彦

胸部外科 柴田　英克 原　　正彦 柴田　英克 ─ 原　　正彦

小児科

吉牟田純一郎
大崎　琢磨
永沼　節子
井伊千絵子
平江　健二

吉牟田純一郎
大崎　琢磨
井伊千絵子
平江　健二

吉牟田純一郎
大崎　琢磨
永沼　節子
井伊千絵子
平江　健二

吉牟田純一郎
大崎　琢磨
永沼　節子
井伊千絵子
平江　健二

吉牟田純一郎
大崎　琢磨
永沼　節子
井伊千絵子
平江　健二

慢性疾患外来（午後） ○ ○ ○ ○ ○
予防接種／１カ月健診（午後） ─ 予防接種（紹介のみ） １カ月健診 ─ ─

外　科
外科/消化器外科 富安真二朗 堀野　　敬 ― 飯坂　正義 井上　光弘
乳腺外来 ― 中野　正啓 ― 中野　正啓 ―

整形外科
脊椎センター

診察室 ２ 川添　泰弘 
（脊椎外科）

宮﨑　眞一 
（関節外科）

川添　泰弘 
（脊椎外科）

大山　哲寛 
（整形外傷）

池田　天史 
（脊椎外科）

診察室 ３ 土田　　徹 
（手外科）

池田　天史 
（脊椎外科） 担当医 土田　　徹 

（手外科）
宮﨑　眞一 
（関節外科）

診察室 ４ 二山　勝也
（整形外傷）

大山　哲寛 
（整形外傷）

二山　勝也
（整形外傷） 緒方光次郎 担当医

診察室 ５ 担当医 担当医 担当医 担当医 担当医
診察室 ６ 担当医 担当医 担当医 担当医 担当医

脳神経外科
新　　患 築城　裕正 築城　裕正 築城　裕正

築城　裕正
築城　裕正

再　　診 築城　裕正 ―
―

吉田　顯正 吉田　顯正
脳ドック 八代市委託 八代市委託 八代市委託 八代市委託 八代市委託

形成外科
①　診 小倉　　猛 ― 伊方　敏勝 小倉　　猛 ―

レーザー治療 ○ ―

―

○ ○ ―

皮膚科
①　診 守屋千賀子 守屋千賀子 ― 守屋千賀子 守屋千賀子
②　診 中嶋　泰治 中嶋　泰治 担当医（再診予約診療のみ） 中嶋　泰治 中嶋　泰治

泌尿器科 宮本　　豊 宮本　　豊 冨永成一郎 宮本　　豊

産婦人科
①　診 東矢　俊光 松尾　勇児 東矢　俊光 桑原　三郎
②　診 桑原　三郎 東矢　俊光 松尾　勇児 松尾　勇児

桑原　三郎
松尾　勇児

助産師外来 午後（要予約） 午後（要予約） 午後（要予約） 午後（要予約） 午後（要予約）
眼　科 平川　沙織 平川　沙織 平川　沙織 平川　沙織 平川　沙織

耳鼻咽喉科 増田　聖子 増田　聖子 増田　聖子 増田　聖子

草場　雄基 草場　雄基 草場　雄基

湯本　英二
（第２週　予約のみ）
（１０：００～１２：００）

草場　雄基
リハビリテーション科 担当医 担当医 担当医 担当医 担当医

―

放射線科
①　診

①　診

②　診

荒木　裕至 中村　信一 立石真知子 荒木　裕至 荒木　裕至

特殊外来 ─ 放射線治療外来
村上　龍次（要予約） ─ ＩＶＲ外来(午後)

田村　吉高（要予約） ─

麻酔科（術前外来） 成松　紀子 成松　紀子 成松　紀子 成松　紀子 成松　紀子
緩和ケア外来

（13：00～16：00） 伊藤　清隆（要予約） ─ ─ 伊藤　清隆（要予約） ─

熊本労災病院外来診療担当医表 平成29年1月１日現在

※小児科と整形外科は紹介状が必要となります。 ）金～月（でま時１１～分５１時８もと来再、患新 ：  間時付受
（ただし、予約患者、急患はこの限りではありません。）

〒866－8533　熊本県八代市竹原町1670
独立行政法人労働者健康安全機構  熊本労災病院  院長代理  金子泰史

電話  0965－33－4151　FAX 0965－32－4405（代表）
FAX  0965－34－5799（地域医療連携室、救急、時間外受付）




