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黒石病院の基本理念
当院は公的な立場から地域の医療機関や行政機関等との連携を図りながら、地域住民から
信頼される良質で安心・安全・満足が得られる医療を提供することに積極的に取り組むとと
もに、健康の維持・増進なども図ることにより、地域住民の生活の向上・発展に貢献する事
を使命とする。また、将来の医療を担う医師を養成することも責務とする。

佐藤

皮膚・排泄ケア認定看護師は、別名ＷＯＣ（ウオック）とも
呼ばれ、ウンド（創傷）、オストミー（ストーマ保有者）、コン
チネンス（失禁）の領域を、新生児から高齢者までカバーして
います。
歴史は古く、1958 年米国の外科医師が患者自身をストーマ
ケアテクニシャンとして養成したことに始まりますが、医学的
知識の必要性から、ケアは訓練された看護婦に特化しました。
現在のスキンケアや創管理はストーマケアから得られた技術や知識が発展したもの
で、その一例が今は常識である「創は湿潤環境で」という考え方です。

地域医療支援センター長ご挨拶

また、最近は東日本大震災で、ＷＯＣが連携し、創傷ケア用品、ストーマ用品、おむ
つ、経腸栄養剤、マットレスなどの手配、スキントラブル、褥瘡処置の実施などで各地

センター長

三上

貴史

に入ったと報告されています。
私はこの時期、宮城認定看護師スクールを卒業し認定の受験勉強中でした。同期生は

2013 年 4 月から地域医療支援センター長に就任し２年
が経過しました。地域医療に貢献しようと日々、努力して
おります。いたらない事が多く、皆様にはご不便ご迷惑を
おかけしていると思いますが何卒よろしくお願いします。
一昨年から登録医制度が始まり、地域医療との連携を
より密にしていければと考えています。在宅医療について
は近年減少傾向にありますので、もし対象の患者様がいま
したらご連絡いただければと思っています。
また、相談業務の充実にも努めており、医療相談においてもお気軽にご相談く
ださい。南黒地区を主体とした地域医療をささえる基幹病院として精一杯努力す
るつもりでおります。関係各方面の皆様の温かいご支援ご指導をよろしくお願い
いたします。

25 人中 19 人が被災しながらもケアにあたり、今もＷＯＣのいない被災地などに入り
褥瘡管理や、ケアの指導を継続しています。
私はＷＯＣとして 3 年目入り 7 月から「ＮＳＴ・褥瘡管理室」の専従となります。
災害の対応はもちろんですが、中南黒地域の患者や関係者の力になれるよう、ストーマ
外来開設、訪問看護への同行、勉強会の開催など計画を進めております。
ＷＯＣの分野は進化しており、最新の知識や情報を提供したいと思っていますので、
ぜひ私を活用してください。
まだまだ種々の場面で未熟さを痛感する毎日ですが、今後も課せられた役割や責任
を再認識して自己研鑽に努めていきたいと考えています。この場をお借りし、よろしく
お願いいたします。

診療支援部門①・②でご紹介しました認定看護師は、
脳神経外科外来となりの地域医療支援センター内におります。
なにかご相談などありましたら気軽にお声がけください。

当院ではホームページを開設しております。
随時新しい情報を提供するよう心がけており
ますので、ぜひ一度ご覧ください。
◆外来診療担当表や、医療関係者向けの勉強会の
ご案内なども掲載しておりますのでご活用ください。

哲子

登録医療機関のご紹介

診療支援部門のご紹介①

日頃より、当院の運営につきまして、ご理解とご協力いただきありがとうございます。
さて、平成２４年度４月より開始した登録医制度ですが、前号より登録医の先生方のご紹介
をさせていただいております。

「がん相談支援センター・緩和ケアチーム」について
緩和ケア認定看護師

今回は、工藤さとる整形外科クリニックの工藤悟先生に
クリニックのご紹介と登録医制度を活用してのご感想を
お願いいたしました。

高橋

こんにちは。私は、院内において「がん相談支援センター・緩和ケア

工藤さとる整形
外科クリニック

前くまざわ整形外科クリニックを引き継いでから 9 年が過ぎました。
整形外科診療所の悩みとしては、大腿骨頚部骨折など救急車で救急搬送されるこ
との多い患者を、自家用車で連れてくることがよくあることです。これは病院へす
ぐ転送するしか方法がないため、黒石病院の先生には無理を言って引き受けていた
だいております。お忙しいところに電話連絡をして大変申し訳なく思っておりま
す。
緊急でない患者さんは、これまでは診療情報提供書を渡して後は勝手に受診して
もらうことになるため、実際は受診しなかったり、他医を受診したりということも
ありました。しかし地域連携制度で確実に受診が出来ることとなり、安心して紹介
できるようになりました。
これからも黒石病院の先生方と協力しながら地域の医療へ貢献していきたいと
思っております。

工藤 悟 先生

チーム」を担当しております。しかし・・。
「がん相談支援センター」
や「緩和ケアチーム」が発足してまだ 2 年目であり、試行錯誤しなが
ら毎日が過ぎていくのが現状です。
「がん相談支援センター」では来訪
や電話での相談を中心に、がんの診断・治療に関する相談、療養場所や
医療費に関する相談、その他、身体的・精神的苦痛などについての相談
があります。件数はまだまだ少ないですが、相談内容に応じて、地域医
連携室のスタッフや関連部署と連携しながら取り組んでいます。
「緩和ケアチーム」では、
療
院内の患者さんを中心に、がんと診断された時からのケア(告知に伴う精神的苦痛や治療
方針等においての意思決定支援など)や、在宅での生活を希望される時は、自宅での看取り
を考慮しながら訪問看護に同行するなどしています。緩和ケアとは、緩和ケア病棟だけで
実施されるものではなく、又、治療を終えてから実施するものでもなく、がんと診断され
た時から実施され、診断、治療、在宅医療など様々な場面で切れ目なく継続していくこと
が大切だと思っています。今後は、様々なことから、在宅での看取りや施設内での看取り

現在、登録されている先生方は以下のとおりです。
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などが多くなっていくことが予想されます。身体的苦痛(痛みだけでなく、病状の進行とと
もに現れる様々な症状)や精神的苦痛の軽減だけでなく、患者や家族が切れ目のないケア
を受けられるように、地域の皆様のご理解とご協力のもと、連携しながら院内外の患者様
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や勉強会なども計画し、地域の皆様と顔の見える関係を築いていきたいと思っています。
何かありましたら、いつでもご連絡下さい。宜しくお願いします。
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にも関わってサポートをしていきたいと思っています。又、今後は、ミニカンファレンス
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『がん相談支援センター』への相談方法について
・相談日時 ：

月曜日～金曜日（祝日を除く）13：30～16：30

・対

患者さん、ご家族、地域の方々

象

：

※ご相談は予約制となります。

・相談場所 ： ２階 がん相談支援センター
・利用方法 ：

総合案内・各外来・各病棟にある「相談申込用紙」に、必要事項を記入していただき、総合案内・各
外来・各病棟の看護師にお渡し下さい。相談日時については、がん相談支援センターのスタッフがお
電話でご連絡させていただきます。

※相談費用相談にかかる料金は無料です。相談内容については、秘密を厳守いたしますので、安心してご相談下さい。

《お問い合わせ窓口》 黒石病院がん相談支援センター

平成 26 年 7 月３1 日現在

登録医師４５名、登録歯科医２７名

電話：０１７２－５２－２１２１（内線７０１）

由香子

