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立体視
　立体視とは、物が立体的に見える感覚のことです。両目で見

る機能がしっかりしていないと立体的に見ることができませ

ん。幼少期に、左右の視力に極端な差があったり、目の視線

が合わないまま（斜視）、気づかずに放置してしまうと立体視

は育たないままになってしまいます。人間の目の成長は6～7

歳までに大人とほぼ同じにまで発達してしまいますから、それ

までに異常を発見することができれば、早期治療・訓練をする

ことで立体視を得ることができます。

　異常が見つかった時の治療は、良好な視力を得るために眼

鏡でピント合わせをした後、良い方の目を隠して悪い方の目を

使う訓練や、立体視を得るために、斜視になっている目を眼鏡

あるいは手術により矯正し、両目を使えるようにする訓練をし

ます。訓練には多くの時間と根気が必要ですし、ご家族の方

や周りの方々の理解や協力がとても大切になります。

　今年4月から伊

勢崎市では三歳児

健診の一環として、

強い近視や遠視・

乱視などがないか

の検査と、目の動き

や位置に異常がな

いかの検査を始め

ました。私達視能訓練士は各保健センターに出向き、その検

査のお手伝いをしています。

　子どもたちが将来“目”のことで辛い思いをしないよう、私達

視能訓練士はこれからもご家族の方と信頼関係を結びなが

ら子どもたちと粘り強く向き合っていきたいと思います。

（文　眼科　視能訓練士　中嶋　千恵）
患者搬送順位の検討中

両眼視検査器具

伊勢崎市民病院ＤＭＡＴ

平成26年度　政府総合防災訓練に参加しました。

■ＤＭＡＴ（Disaster Medical Assistance Team）とは
　主として超急性期の災害現場において、迅速かつ機動的に
医療活動ができる医療チームで、災害拠点病院には設置が義
務づけられています。１チームあたり医師・看護師・調整員4～
5名で構成されていて、当病院は現在２チームを編成していま
す。
■「厚生労働大臣表彰」
　平成26年５月１日に東日本大震災の被災地内での活動に
対して、厚生労働大臣から表彰を受けました。

　この訓練は、「南海トラフ大地震」を想定して国が主催したもので、九州地方（熊本・大分・宮崎・鹿
児島）で行われ、全国から多くのＤＭＡＴが参加しました。通常、ＤＭＡＴの訓練は被災状況のみが設
定され、訓練内での役割などはなく、状況に応じて役割や活動も変化し、臨機応変な活動をするもの
となっています。
　今回参加した訓練は、大分医療センターにて病院支援業務を行いました。訓練想定は、この病院は
海沿いのため、津波の被害により多数の患者を早急に設備の整った他の医療機関へ搬送する必要に
迫られており、患者の搬送順位の決定と速やかな搬送対応でした。早速、患者の搬送順位決定の検討
に加わり、搬送を必要とする約20名の中から最優先患者３名を決定しました。また、搬送手段について

は、衛星電話を使用しＤＭＡＴ本部と調整を図り、自
衛隊の大型輸送用ヘリコプターを確保しました。
　今年度は、11月末に「関東ブロックＤＭＡＴ訓練」
が群馬県全域の災害拠点病院にて行われ、当病院も
訓練会場の一つとなる予定です。　
　有事に備え、しっかりと訓練を行いたいと考えてい
ます。

「あなたの痛みや不安を教えてください」

専門分野のエキスパート　専門・認定看護師紹介
～がん性疼痛看護認定看護師～

看護部外来　看護副主任　石井　美希

　現在は、2人に１人が「がん」になる時代と言われて
います。皆さんは、「がん」と聞くと、どのような症状を
思い浮かべますか。また、「モルヒネ」という言葉から
は、どのようなことを思い浮かべるでしょうか。
　私は、痛みで苦しんでいる患者さんが少しでも苦痛
や不安なく、ご自宅で過ごしていただきたいと考えて
います。そのため、がんの痛みに対する専門的な資格
である「がん性疼痛看護認定看護師」を取得し、緩和
看護外来で患者さんの治療や療養場所などの選択
ができるよう活動をしています。がんの痛みと聞くと、
どうしても怖くて辛い症状と捉える方が多く、「痛みは
我慢するもの」、「薬はあまり使わない方が良い」と
いった誤った情報を持たれている方も多くいます。が
んの痛みを我慢することは、日常生活だけでなく治療
にも悪影響を及ぼすことがあります。そのため、ご本

人が抱える痛み
に関する不安、
辛さやご家族の
悩みをご相談く
ださい。専門的
な立場から対応
させていただき
ます。
　痛みが軽減できた時の患者さんの笑顔はすばらし
く、私はその時の患者さんとご家族の笑顔を忘れる
ことができません。一人でも多くの患者さんの笑顔が
見られるように、薬剤や日常生活の工夫などについて
患者さんやご家族と一緒に、より良い方法を見つけて
いきたいと思います。
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中央検査科 お仕事紹介 中央検査科　技師長　野本　豊

　皆さんは伊勢崎市民病院ボランティアをご存じでしょうか。毎日、

正面玄関で元気に挨拶し、ボランティア活動に励んでいる姿を見た

ことがある方も多いと思います。平成14年から始まった市民病院ボ

ランティアは、車いす乗降のお手伝いや受付方法がわからない方へ

の案内などの活動を行っていて、今や当病院になくてはならない存

在となっています。

　このような活動が評価され、10月16日（木）に伊勢崎市境総合文

化センターで開催された平成26年度伊勢崎市社会福祉大会におい

て、伊勢崎市社会福祉協議会から市民病院ボランティアへ感謝状が

贈呈されました。団体の代表である堀川氏は「これからも患者さんと

の関わりやボランティア同士の交流を通じ、病院のみならず伊勢崎

地域の福祉にも貢献できるよう活動を続けていきたい」と今後の抱

負を語っていました。

　当病院では、さらに充実した活動をしていただけるよう支援に努

めてまいります。

　皆さんは血液検査をしたことがありますか？

　１本の採血管で全部の検査ができると良いのですが、検査項目によっては専用採血管を使う

ので数本取ることもあります。

　採血管はフタの色を見ることによって、検査の種類が解るようになっています。

　当病院での主な採血管は次の5種類です。

　　・茶色のフタ　　　生化学検査（肝臓、腎臓等諸臓器の状態を調べます）

　　・ピンク色のフタ　感染症、薬物濃度 (肝炎ウイルス、血液中の薬の濃度を調べます）

　　・紫色のフタ　　　血液検査（血液中の赤血球や白血球の数等を調べます）

　　・黒色のフタ　　　凝固系検査（血液の止血の状態を調べます）

　　・灰色のフタ　　　ヘモグロビンＡ１ｃ（糖尿病検査の１つです）

　採血の時に時間が掛かってしまったり、量が不足して再度採血をお

願いしたりすることがありますが､正しい検査結果を出すために必要

なことですので、ご理解とご協力をお願いします。

　採血が済むと検査室で検査が始まります。検査室には外来や病棟か

ら採血管を含む１日1,000を超す検体が送られてきます。これだけの数を人間が手作業で検査

をするのはとても時間が掛かってしまうので、どの病院にもそれぞれの検査項目に特化した分析

機があります。当病院の主な分析機は生化学検査が4台、血液検査が3台、免疫検査が3台、一般

検査が3台、細菌検査が2台です。中央検査科では分析機の測定値の確認及び判断をして医師等

に結果を渡しています。また、基準値からあまりにもかけ離れた検査結果についてはその都度、

担当科に電話連絡をします。

　血液検査以外でも尿検査、生理検査、細菌検査などを行っています。尿検査では主に尿中に含

まれる赤血球、白血球、細菌等を調べています。

　生理検査は心電図検査や超音波検査等を行っていて、超音波診断装置が７台、心電計が４台

あり、他にも肺機能検査や脳波検査等があります。

　細菌検査は肺炎、腸炎等、生体内で炎症等を起こしている菌の種類を確定し、その菌にどの抗

生物質が効くのかを調べています。

　中央検査科では患者さんのために検査結果を早く正確に届けるよう心掛けています。

伊勢崎市民病院ボランティア
明るい笑顔に感謝状!!

　10月11日（土）・12日（日）の二日間にわたり開催された「リレー・フォー・ライフ・ジャパン2014ぐん

ま」に、がん診療連携拠点病院の当病院からも様々な職種の有志が参加しました。

　リレー・フォー・ライフ（命のリレー）は、がんと闘う方々の勇気を称え、がん患者や家族、友人、支援者

と共に地域一丸となってがんと闘う連帯感を育み、がんで悩むことのない社会を実現するために、夜通

し交代で歩きながら行うチャリティーイベントです。

　群馬県での開催は、今年で２回目になり、昨年と同様に多くの参加者が、がんに立ち向かうため命の

リレーをつなぎました。

リレー・フォー・ライフ・ジャパン2014ぐんまに参加！
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日本乳がんピンクリボン運動（休日マンモグラフィ検診）に
賛同参加しました。
日本乳がんピンクリボン運動（休日マンモグラフィ検診）に
賛同参加しました。

　育児・介護・仕事などで乳がん検診を平日受診出来ない女性のために、10月19日（日）に乳腺・甲
状腺がん個別検診を実施し、多数の方が受診されました。
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対して、厚生労働大臣から表彰を受けました。

　この訓練は、「南海トラフ大地震」を想定して国が主催したもので、九州地方（熊本・大分・宮崎・鹿
児島）で行われ、全国から多くのＤＭＡＴが参加しました。通常、ＤＭＡＴの訓練は被災状況のみが設
定され、訓練内での役割などはなく、状況に応じて役割や活動も変化し、臨機応変な活動をするもの
となっています。
　今回参加した訓練は、大分医療センターにて病院支援業務を行いました。訓練想定は、この病院は
海沿いのため、津波の被害により多数の患者を早急に設備の整った他の医療機関へ搬送する必要に
迫られており、患者の搬送順位の決定と速やかな搬送対応でした。早速、患者の搬送順位決定の検討
に加わり、搬送を必要とする約20名の中から最優先患者３名を決定しました。また、搬送手段について

は、衛星電話を使用しＤＭＡＴ本部と調整を図り、自
衛隊の大型輸送用ヘリコプターを確保しました。
　今年度は、11月末に「関東ブロックＤＭＡＴ訓練」
が群馬県全域の災害拠点病院にて行われ、当病院も
訓練会場の一つとなる予定です。　
　有事に備え、しっかりと訓練を行いたいと考えてい
ます。

「あなたの痛みや不安を教えてください」

専門分野のエキスパート　専門・認定看護師紹介
～がん性疼痛看護認定看護師～

看護部外来　看護副主任　石井　美希

　現在は、2人に１人が「がん」になる時代と言われて
います。皆さんは、「がん」と聞くと、どのような症状を
思い浮かべますか。また、「モルヒネ」という言葉から
は、どのようなことを思い浮かべるでしょうか。
　私は、痛みで苦しんでいる患者さんが少しでも苦痛
や不安なく、ご自宅で過ごしていただきたいと考えて
います。そのため、がんの痛みに対する専門的な資格
である「がん性疼痛看護認定看護師」を取得し、緩和
看護外来で患者さんの治療や療養場所などの選択
ができるよう活動をしています。がんの痛みと聞くと、
どうしても怖くて辛い症状と捉える方が多く、「痛みは
我慢するもの」、「薬はあまり使わない方が良い」と
いった誤った情報を持たれている方も多くいます。が
んの痛みを我慢することは、日常生活だけでなく治療
にも悪影響を及ぼすことがあります。そのため、ご本

人が抱える痛み
に関する不安、
辛さやご家族の
悩みをご相談く
ださい。専門的
な立場から対応
させていただき
ます。
　痛みが軽減できた時の患者さんの笑顔はすばらし
く、私はその時の患者さんとご家族の笑顔を忘れる
ことができません。一人でも多くの患者さんの笑顔が
見られるように、薬剤や日常生活の工夫などについて
患者さんやご家族と一緒に、より良い方法を見つけて
いきたいと思います。
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