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ふれあいふれあい
伊勢崎市民病院だより

第24号

ＴＥＬ　0270-25-5022（代）　FAX0270-25-5023愛ある医療、誠実な医療

１．患者さんの意思を尊重し、信頼される安全な医療サービスに努めます。

２．地域医療連携を推進し、救急医療と高度な医療の充実に努めます。

３．医療従事者の育成と健全な経営に努めます。

４.  職員が働きやすい職場環境づくりに努めます。

理
念

基
本
方
針

外来サービス検討委員会から 　副委員長　土山良子

 当病院では患者さんへのサービス向上の為、平成19年５月に、医師や看護師、薬剤師、臨床検査技

師、診療放射線技師、医事課、地域医療連携室等の職員からなる外来サービス検討委員会が設置され

ました。主な取り組みについてご紹介します。

　待ち時間の短縮について

　当病院では予約患者さんの診察を優先し、その後に予約外患者さんを診察する体制をとっています。

このため長くなっている予約外患者さんの待ち時間短縮に取り組んでいます。

　救急センターとの連携について

 具合の悪い患者さんは、診察の順番を待つことなく救急センターで診察が出来るよう、配慮してい

ます。

　外来待合室の混雑解消について

 外来待合室が大変混雑しています。椅子を用意致しました

ので、診察になるまで1階ロビーでお待ち下さい。待ち時間

を利用して、患者さんが利用できるよう北側玄関脇に図書コ

ーナーを設置致しました。まだ十分に整ってはいませんが、

患者さんが有意義に過ごしていただけるよう、環境づくりに

取り組んでいます。

　その他、案内表示や院内掲示物等の検討も行なっています。

　外来サービス検討委員会では患者さんが安心して受診できるよう、更なるサービスの向上、改善に

努めたいと思っています。

　診察までの待ち時間表示について

  現在、診察までの待ち時間がわかり難いので、待合室にあ

るモニターを使って、診察の順番が映し出される表示システ

ムの導入に向け取り組んでいます。

外来ｻｰﾋﾞｽ検討委員会から･･1
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ふれあい

　伊勢崎市民病院は設備の整った病院ですが、多
くの救急・外来患者さんを診察しているため、現
在、入院患者さんに十分な医療サービスを提供し
きれないことがあります。このため外来において
は診療所など「かかりつけ医」の御利用をお勧め
しております。また入院においては地域連携パス
の利用を進めるなど、急性期医療は当病院、回復
期医療は地域の一般病院や診療所に協力をお願い
して伊勢崎地区が一体となり治療を行うなど、厚
生労働省の提唱する「地域完結型医療」を目指し
ています。当病院での治療が必要な時に十分な治
療を行わせていただくためにも是非ともご理解を
お願いいたします。

診療科紹介

　運動器という言葉をご承知でしょうか。身体活
動を担う筋・骨格・神経系の総称であり、筋肉、
腱、靭帯、骨、関節、神経、脈管系などの身体運
動に関わるいろいろな組織・器官によって構成さ
れており、その機能的連合が運動器です。
　運動器は人が自分の意志で活用できる唯一の組
織・臓器で、その身体活動を介して、人間として
の生活や活動を行っています。
　今までの、医学・医療は命を長らえる臓器の保
全に力を注ぐことが主流でした。しかし、命が長
くなってみると、どのように生きるかが大きな関
心事となり、日々の生活の過ごし方に意義を求め
始めています。整形外科は運動器の外傷と病気を
扱い、生活・人生の質（Quality of life）の向上
を目指し 、個人の尊厳を尊重する事にかかわる医
療分野です。

～整形外科～

【整形外科と運動器】

【整形外科の現状】

　整形外科外来は一般外来と小児及び成人股関節
外来、膝関節外来の専門外来を週4日間に分けて行
っています。脊椎疾患、骨・軟部腫瘍などは必要
に応じ専門病院への紹介を行っています。救急患
者さんを含め、毎日たくさんの患者さんが来院さ
れており、待ち時間も長時間になりご迷惑をおか
けしています。
　手術は四肢骨折等の外傷手術、変形性関節症へ
の人工関節置換術や、膝靭帯損傷に代表されるス
ポーツ外傷への再建手術を年間700例ほど行ってい
ます。
　整形外科病棟は6階北にあり、主に術後の患者さ
んが約50名入院されております。また当病院は急
性期病院のため、一定期間のリハビリの後、転院
となる方が半数おられます。

【整形外科からのお願い】

患者さん

伊勢崎市民病院

日常的な診療

専門的な検査
入院治療が必要

整形外科外来

6階Ｂ病棟（整形外科）

地域医療連携のイメージ図

かかりつけ医

整形外科主任診療部長　長田　純一

容態が安定した
患者さんを逆紹介

紹介状

在宅治療

（かかりつけ医への推進）

紹介状

「精度の高い検査等の実施＆入院治療」

「病院とかかりつけ医との役割に応じた医療の推進」

受診報告
紹介患者の返事
（経過・結果）

患者さんの流れ

書類･情報の流れ
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　7月より｢WOC看護認定看護師｣から  

｢皮膚・排泄ケア認定看護師｣へと名称

が変更となり、群馬県内では、皮膚・

排泄ケア認定看護師は８名となりまし

た。

　活動内容は、｢床ずれ｣と言われる 

「褥瘡」のケアを中心として、皮膚と

排泄に関する全般的ケアを提供してい

ます。その他にも人工肛門・尿路スト

ーマの皮膚トラブルや装具の相談など

も受けています。

皮膚・排泄ケア認定看護師　周藤浩子

　がんと診断された時から治療（手術

･放射線治療･化学療法など）や療養生

活において生じる身体的な苦痛や心の

問題に対してサポートいたします。患

者さんとそのご家族がより豊かにその

人らしさを持ちながら日常生活を送る

事ができるよう、緩和ケアチームの専

従看護師として活動しています。

　活動内容は、患者さんやご家族との

面談やリラクゼーション目的のマッサ

ージ､散歩、在宅支援などのお手伝い

を行っています。いつでも声をおかけ

ください。

　　　　　　　　　　

 　 緩和ケア認定看護師　須永知香子

認定看護師紹介
「皮膚・排泄ケア認定看護師」

　最近、生活習慣病などといわれ健康を気にする方々が増えておりますが、食生活を見直してみてはいかがでしょう

か。見直さなければならない方はいませんか。あなたの食事（バランス・カロリー・脂肪・塩分）は大丈夫？ 必要エ

ネルギーと摂取カロリーの差はないですか？

あなたの食生活大丈夫！！

　必要エネルギーを3食に等分

に分けて食べましょう。現在、

あなたはどの位摂取しています

か、最近の食品はエネルギー表

示をされているものが多くなっ

てきていますので、計算してみ

ましょう。レストランなどで食

事をすると好物ばかりになり、

バランスを崩します。楽しみ程

度の回数にしましょう。

　これから少しずつ寒くなりま

す。温野菜にした根菜類（大根

や人参等）を食べると体が温ま

り免疫力が上がり風邪の予防に

なります。旬の物は低価格で、

その時に必要とされている物ば

かりなので心掛けて食べましょ

う。

【標準的なエネルギーの求め方】　　　

野菜サラダ 焼き茄子 さといもの煮物

大根の煮物 ほうれん草のごまあえ ひじき煮

野菜サラダ(肉加工品入)ブロッコリーのお浸し 冷奴

酢の物 いんげんの煮物 オレンジ

五目煮豆 納豆 青菜の卵とじ

主　菜主　食

汁もの

栄養科担当主幹　小保方京子

「緩和ケア認定看護師」

身長(ｍ)×身長(ｍ)×22＝標準体重　　標準体重×30カロリー＝必要エネルギー

食事は、ご飯を主食に主菜の蛋白質類を1～2品、副菜の野菜等を1～2品、

バランスを考えて食べるようにしてください。

副　菜
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エネルギー700Kcal　蛋白質26.9ｇ
脂質19.8ｇ　食塩相当量3.0ｇ

広報に関するご意見、ご感想がありましたらお知ら
せください。
Emailまたは、1階エントランスホールなどに設置し
てあります「希望の声」をご利用ください。

Email:kouhou@hospital.isesaki.gunma.jp

嗜好調査結果について

ご飯の硬さについて パン食の回数(1週間)について

パンの好みについて おかずについて（量）

おかずについて（味） 汁物について 残す時はどんなとき

11％

18％

67％

4％

かたい

やわらかい

ちょうどよい

無回答

0回

1回

2回

3回

7％

22％

30％

31％

3％
4％ 3％

4回

毎日

無回答

食パン

バターロールパン

菓子パン

その他（複数回答）

18％

32％

28％

4％

12％

64％

9％ 15％

多い

少ない

ちょうどよい

無回答

24％

7％5％

64％

濃い

うすい

よい

無回答

16％

5％5％

74％

熱い

ぬるい

よい

無回答

食欲がないから

きらいだから

量が多いから

まずいから

46％

21％

17％

1％

15％

無回答

　病院食について、患者さんがどのように感じていらっしゃるかを把握し、サービスの向上を図るための参考とする

ため、7月4日に一般食の入院患者さん124名を対象に嗜好調査を行いました。結果をお知らせするとともに、個別にお

寄せいただいた意見に対する改善内容について、一部ご報告させていただきます。

改善内容（一例）
・常食の選択食用紙の配布が毎週水

　曜日でしたが、患者さんの病状に

　より随時選択できるように、改善

　いたしました。また、パンの種類

　を増やすとともに、主食について

　はおにぎりやパンへの変更もして

　います。　

一般食例（朝食・昼食・夕食） 合計 2118Kcal

《 権 利 》

《 責 務 》

患者さんの権利と責務

１.一人の人間として尊重され、公平に、良質な医療を受ける
　 ことができます。

２.病気、検査、治療、見通しなどについて、十分に説明を受
　 けることができます。

３.納得できるまで説明を聞いた上で、治療方針を自分で決め
　 ることができます。

４.診療に関する個人の情報を知ることができ、また個人の情
　 報は保護されます。

５.セカンドオピニオンを求めることができます。

６.研究途上の医療に関して、十分説明を受けた上で、その医
　 療を受けるかどうか決めることができ、いつでもその医療
　 を拒否することができます。

１.自らの健康に関する情報を正しく医療者に伝えてください。

２.納得できる医療を受けるために、医療に関する説明が良く　 
　 理解できない時は、十分理解できるまで質問してください。

３.院内の秩序や医療者の指示を守る責務があります。

伊勢崎市民病院・職業倫理

①患者の人格と権利を尊重し、信頼される医療に努めること

②医療の公共性を重んじ地域医療に貢献し、医療を通じて社会
　の発展に尽くすこと

③自らの職務と責任を自覚し、人格を高め、知識と技術の習得
　に努めること

④互いに助け合い、協力して医療を行うこと

⑤自ら心身の健康保持と増進に努めること

エネルギー763Kcal　蛋白質27.1ｇ
脂質31.8ｇ　　食塩相当量3.8ｇ

エネルギー655Kcal　蛋白質25.5ｇ
脂質18.1ｇ　　食塩相当量1.6ｇ

パン
ハムエッグ
付)フライドポテト
きゃべつソテー
トマト

ごはん
味噌汁
焼魚
ごぼう炒煮

牛乳
お浸し

ヨーグルト

ごはん
魚の竜田揚
付)ししとう揚げ
フレンチサラダ

果物
胡麻和え

４


