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伊勢崎市民病院だより

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、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。
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より良い医療・看護の提供に向けて
副院長兼看護部長　木暮悦子
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　当病院では、「７対１の看護体制」の看護を提供しています。「７対１の
看護体制」とは、１日２４時間を平均して入院患者さん７人に対して看護師

１人が勤務していることを意味します。平成１８年に新設されたこの看護配

置基準を目指し、多くの病院で看護師の増員がおこなわれたため、新聞など

で「大病院への看護師の集中」「中小病院から看護師が消えた」と騒がれま

した。当病院におきましても、より良い看護の提供のため従前の「１０対１

の看護体制」から新たに「７対１の看護体制」を確保すべく準備を進めてき

ました。当病院は急性期医療を担っていることから、これまでも８対１くら

いの割合で看護師が勤務していましたが、平成１９年１１月にようやく７対

１に必要な看護師を確保できました。これからも入院患者さんに必要な時に

必要な看護が提供できる体制づくりに努めていきたいと考えています。

　また今年度は、「がん診療総合センター」構想のもと、緩和ケア病棟、

がん化学療法センター、内視鏡センターの工事が始まりました。小規模（１７床）の緩和ケア病棟では、静かな雰

囲気の中で療養に専念できると思います。悪性腫瘍の方たちの痛みや不安の苦痛を和らげ、患者さんと家族の方々

をきめ細かくケアすることが可能になると考えています。

　がん化学療法センターでは、化学療法(抗がん剤治療)を外来で行なうためのベット数を現在の７床から２０床

へと増床し、より多くの患者さんを治療することが可能になります。化学療法は、医師、薬剤師、看護師でチー

ムを組んで行なっていますが、さらに看護師数を増やし、また専門性を加味して認定看護師の導入も考えていま

す。以前は入院して行なうことが多かった化学療法が外来で可能となるため、患者さんの負担が軽減できるもの

と思います。

　内視鏡センターは現有施設より

広く患者さんのプライバシーが確

保され、落ち着いて検査を受け説

明を聞くことができる施設になる

予定です。胃や大腸の内視鏡検査

は、がんの発見率が高く、早期発

見を目指す上で、今後ますますそ

の必要性が高まってくることと思

います。

　より良い医療の提供のためには

患者さんと医療従事者の意思疎通

が基本となります。患者さんと家

族を中心としたチーム医療の実践

を心掛け、お互いに意見を出し合

い、納得のいく医療・看護の提供

を目指していきます。

副院長兼看護部長
木暮悦子

看護副部長
坂田みゆき

看護副部長
土山良子

看護部の理念・基本方針

理念

　当病院の理念・基本方針に基付き、豊かな心と優れた知識

　技術をもって地域の皆さまに、それぞれの健康状態に沿って、

　日常生活の自立をめざす個別性のある看護を提供します。

基本方針

　①入院から退院・在宅まで、患者の主体性を尊重し、責任ある看護を実践します。

　②院内外の教育に積極的に参加して新しい知識を吸収し、看護に活かします。

　③問題意識をもって看護研究に取り組み、患者ケアに活かします。

　④各学校の教育課程を尊重し、看護学生の教育に努めます。

　⑤魅力ある職場作りに取り組み、看護実践を通して、自己実現を目指します。
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診療科紹介　
内科診療部長　石原　真一

　皆様もご存知の通り、内科では様々な

病気の患者さんを診察しています。当病

院の内科の専門分野は消化器・肝臓、呼

吸器、内分泌・代謝、循環器（循環器科

が担当）、神経（神経内科が担当）に大

きく分かれています。今回はその中で呼

吸器の診療についてお話します。

◆呼吸器の病気◆

　毎週木曜日の午後に呼吸器専門外来を行って

います。呼吸器の病気で当病院を訪れる方の多

くは、外来通院で治療または経過観察が可能で

す。入院が必要なケースは呼吸困難などの症状

が強い場合、病気の原因がよくわからない場合、

がんの精密検査や治療を行う場合などがありま

す。当病院は地域がん診療連携拠点病院に指定

されています。肺がんの診断・治療については

外科や放射線科と協力し、より充実した診療が

行えるよう努力しています。肺がんの診断のた

めの気管支鏡検査、化学療法（抗がん剤治療）

を内科が担当しています。

◆当院内科における
　　　呼吸器診療の現状◆

◆内科・呼吸器担当
　　　　　からのお願い◆

　当病院では3名の常勤呼吸器内科医が診療を担

当しています。専門外来などを通じ、なるべく多

くの患者さんの診療ができるように努力しており

ますが、現実には患者さんの数の増加により、呼

吸器専門外来では診療待ち時間が長くなってしま

い患者さんに大変ご迷惑をおかけしています。伊

勢崎佐波地区において当病院に託された二次医療

機関としての使命(入院を必要とする患者さんへ

の対応)に専念するため、病状が安定している患

者さんは診療所（開業医）などへ紹介させていた

だくとともに、「かかりつけ医」をもつことをお

勧めしています。ご協力をお願いいたします。

～内科・呼吸器～

内科外来

　呼吸器の病気が見つかるきっかけには、咳、

痰、発熱、息切れ、呼吸困難、胸痛などの症状を

自覚する場合と、健康診断などの胸部レントゲン

写真で異常を指摘される場合に分けられます。疾

患の内容は感染症、アレルギー性疾患、腫瘍（が

ん）、慢性肺疾患など多岐にわたります。いわゆ

る「かぜ」のような軽症のものもあれば、最終的

に命に関わる怖い病気もあります。わが国におい

て肺炎は死因の第4位でありますし、肺がんはが

ん死因の第1位です。肺は生

命を維持するために大切な

臓器です。呼吸器の病気を

甘く見てはいけません。日

頃からの禁煙は呼吸器の病

気を予防するために非常に

大切です。

９階Ａ病棟
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特定健診から保健指導判定の流れ（対象者４０～７４歳）

腹囲　男性85cm以上
女性90cm以上

いいえ

ＢＭＩ数値が25以上ですか
※ＢＭＩ＝体重(kg)÷身長(m)÷身長(m)

次のうちいくつ当てはまりますか

●血糖・空腹時血糖100mg/dl以上またはHbA1ｃ5.2％以上

●脂質・中性脂肪150mg/dl以上またはHDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ40m/dl未満

●血圧・収縮期血圧130mgHg以上または拡張期血圧85mmHg以上

①で２つ以上該当
または
②で３つ全部該当

①で１つ該当
または
②で２つ該当

②で１つ
該当

該当
なし

65歳以上ですか

はい① はい②

い
い
え

たばこは吸いますか
(吸っていた)

特
定
健
診

特定保健指導対象者

はい

いいえ

はい
いいえ

メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）とは？
　内臓脂肪が蓄積した場合をいいます。内臓脂肪が蓄積すると、糖尿病・高血圧・脂質異常症（高脂血症）を起こしや
すく、動脈硬化が進行して、心筋梗塞・脳梗塞の危険が高くなります。メタボの診断基準に該当する人は、該当しない
人に比べて、ほぼ３～５倍も心筋梗塞や脳梗塞になりやすいといわれています。ウエスト周囲径（へその高さでの腹囲）
が男性で８５ｃｍ・女性で９０ｃｍ以上の人で、血糖・血圧・脂質の３項目が基準値を超えるとメタボと診断されます。
心筋梗塞や脳梗塞を予防するために、食生活を改善し運動をこころがけましょう。

メタボにならないために

　間食・夜食をやめ、油や砂糖の多い食べ物を控え
て腹８分目にしましょう。短い距離なら歩く、エス
カレーターやエレベーターは使わず階段を上る、な
どちょっとした工夫がメタボを予防できるのです。

１．食事量を腹八分目に減らす

２．規則正しい食事時間、１日３回の食事

３．ゆっくりよくかんで食事を

４．間食をひかえる

５．緑黄色野菜を多く食べ、
　　食物繊維をふんだんにとる

６．食前に生野菜を大量に食べる

７．ｱｲｽｸﾘｰﾑや甘い清涼飲料水
  （ｼﾞｭｰｽやｽﾎﾟｰﾂﾄﾞﾘﾝｸ）の摂取を減らす

８．就寝の３時間前までに食事を終える

　検診センターでは1日ドック・2日ドックに加え、平成20年4月から40
歳～74歳の被保険者・被扶養者を対象とした特定健診・特定保健指導
を実施しています。従来の健診・保健指導は、個別疾患の早期発見、早
期治療が目的でしたが、今後は「内臓脂肪型肥満」に着目し、要因と
なっている生活習慣病を改善する為の保健指導を行なうことで、糖尿病等の有病者・予備群の減少を図ること
を目的とします。当検診センターでも個々のデータを階層化し、リスクに応じて医師・保健師・管理栄養士に
より「情報提供」「動機付け支援」「積極的支援」を行なっています。新たに保健師も増員となりました。今
後もさらに市民の健康増進にお役に立てるよう、生活習慣病予防に取り組んでいきます。当病院、検診センタ
ーをぜひご利用ください。

あなたは
積極的支援の
対象者です

医師、看護師、管
理栄養士の面接に
より、行動計画を
つくり、生活習慣
改善の目標達成を
支援。３ヶ月以上
の継続的な支援を
実施します。

あなたは
動機付け支援の
対象者です

医師、看護師、管
理栄養士の面接に
より、行動計画を
つくり、生活習慣
改善に取り組む動
機づけを支援。6ヶ
月後に行動の変化な
どを評価します。

情報提供のみ

健診結果の見方や
健康的な生活習慣
への理解を深める
ための、基本的な
情報を提供します。

検診センターサポーター
マメタボ君

メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）
あなたの腹囲は大丈夫？

～検診センターから～～検診センターから～

検診センター



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

《 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

４

～地域医療連携室から～

　地域医療連携室には、下記の内容などの相談を受ける専門の医療ソーシャルワーカー(相談員)がおり、
患者さんに限らず、ご家族や関係者などの相談をお受けしています。プライバシーを尊重したうえでご相
談をお伺いし、社会福祉の立場からより良い支援ができるよう努めています。

● 相 談 内 容 ●

退院時の不安や心配ごとについて

・退院後に自宅で療養生活をしていけるか不安なので
　すが･･
・転院先をどこにしたらいいのか･･

医療費などの経済的な問題について

・入院治療で高額な費用がかかると言われたのですが･･

・高額療養費について聞きたいのですが･･

各種制度の説明や紹介について

・介護サービスの利用を考えているのですが、仕組み
　が分らなくて･･

・障害者制度の適用について聞きたいのですが･･

受診や療養上の不安や心配ごとについて

・定期的な通院が困難なのですが･･

・他の医療機関へのセカンドオピニオンを希望したい
　のですが･･

当病院へのセカンドオピニオンについて
・他の医療機関へ受診中なのですが、治療法などにつ
　いてこちらの医師の意見を伺いたいのですが･･

月～金曜日(祝日は除く)　
午前９時～午後４時３０分

相談受付時間

　このようなご心配で相談をご希望の方は、
ソーシャルワーカーをご利用ください。詳
しくは、お近くの院内スタッフまでお申し
出ください。

地域医療連携室
０２７０－２５－５０２２（内線２３５７）

お問い合せ

医療ソーシャルワーカー(相談員)のご案内について

中島室長大和担当主幹 山田相談員

石井相談員 細谷相談員 荒川相談員


