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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。

理
念

基
本
方
針

最新血管造影撮影装置
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最新血管造影撮影装置のご紹介

  

 

Ｓ社製血管造影撮影装置（AXIOM Artis dBA）

　平成20年４月に最新の血管造影撮影装置が導入さ
れました。この装置では、X線透視画像で確認しな
がらカテーテルという細い管を血管内に挿入し、病
気の検査や治療を行う事ができます。血管内に造影
剤という薬を流して血管像を映し出す他、細くなっ
たり詰まりかけた血管を広げたり、出血している血
管や腫瘍に栄養を送っている血管に特殊な物質を詰
めて血流を遮断したり、腫瘍に抗がん剤を直接送り
込んで死滅させる事も出来ます。IVRと呼ばれるこ
の治療方法は、外科手術とは異なり患者さんの体の
負担を少なくする方法として、現在の医療では主流
となっています。
　この装置は同時二方向撮影が可能であり、脳血管
撮影では正面と側面の画像を一回の造影で得ること
ができます。また、最新技術であるX線平面検出器
を用いているため、ゆがみの少ない高精細な透視・
撮影画像を得ることが出来ます。最大の特徴は体のまわりをX線管球が回転できるため、CT類似画像が得ら
れるようになったという事です。画像再構成により、検査中に立体的に血管像を観察する事が可能となりま
した。これまでは血管造影撮影装置とCT撮影装置が同じ室内になくては出来なかった事がこの装置一台で済
むことになり、安全で正確な検査と治療が期待できます。

中央放射線科　技師長　関根一正

脳動脈瘤術後のクリップ
脳動脈瘤の治療として、クリップ
で動脈瘤への血流を止め、破裂を
予防している状態の三次元画像。

頚動脈ステント挿入後
狭くなった頚動脈を広げるため、
ステントと呼ばれる筒状の金網を
血管内へ入れ血管を広げている状
態の三次元画像。

肝細胞癌の濃染像
腫瘍部位が鮮明に写しだされてい
る画像。このようにＣＴのような
画像も得る事ができます。
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　産婦人科は、妊娠や出産にかかわる「産科」と、
女性特有の疾患を扱う「婦人科」に大きく分けら
れます。さらに「産科」では正常な妊娠、出産だ
けではなく、妊娠悪阻・流早産・妊娠高血圧症候
群（妊娠中毒症）・前置胎盤などの異常妊娠、合
併症妊娠、骨盤位・弛緩出血などの異常分娩、産
褥熱・乳腺炎などの産褥期異常も扱います。また
「婦人科」では、無月経・月経周期異常・月経困
難症などの月経異常、性感染症、子宮内膜症・子
宮筋腫・卵巣のう腫などの良性腫瘍、子宮頚がん
・子宮体がん・卵巣がんなどの悪性腫瘍、更年期
障害、不妊症などを扱います。
　女性の一生は、胎児・新生児・乳児期を経て小
児期、思春期、成熟期、更年期、老年期に分けら
れますが、それぞれの時期に特有の疾患がありま
す。したがって、女性にとって産婦人科という診
療科は非常に身近なものであり、産婦人科を上手
に利用、活用することが快適な生活を過ごす上で
大切なことであると考えられます。

そのうち子宮癌や卵巣癌などの悪性腫瘍手術は60
件前後となっています。
　その他にも祝・休日や夜間の出産に対応する日
当直業務も行っていますので、とても大変な日々
ですが患者さんの安全管理を第一に考え診療に励
んでいる毎日です。

　外来では限られた時間内に数多くの患者さんの
診療を行わなければならないため、待ち時間が長
くなり、患者さんに多大なるご迷惑をおかけして
おります。そのための解決策として、患者さんに
いわゆる「かかりつけ医」を作っていただき、「か
かりつけ医」と当科が連携しながら診療を継続し
ていくことを考えておりますので、皆様のご理解
をいただきたいと思います。

診療科紹介 ～産婦人科～
産婦人科主任診療部長　竹中恒久

◆産婦人科とは◆

◆当病院産婦人科の現状◆

　日常の業務は、外来診療、病棟回診、人間ドッ
ク、分娩、手術に分けられます。
　外来診療は、一般外来を午前中に3人の医師で行
い、午後に特殊外来を行っています。また、月・
水・金曜日には助産師外来を行っています。
　なお、一般外来は予約患者さんを優先に診察を
行っているため、新患や予約外の再来患者さんは
診察までお待ちいただいたり、午後の診察とさせ
ていただくなどご不便をおかけしていますが、症
状の強い患者さんについてはできる限りお待たせ
をしないような工夫もしております。
　病棟回診は、主治医制をとっていますが曜日ご
とに病棟担当医を決めて行っています。
　人間ドックは、病棟担当医が病棟回診前あるい
は昼休みに検診センターで行なっています。
　分娩数は、年間600件前後で、そのうち帝王切
開は130件前後です。近年、母体搬送や紹介も多
く、ハイリスク妊娠、分娩の割合が増加してきて
いるため、緊急帝王切開の数も増えてきています。
　手術数は、産婦人科全体で年間600件前後で、

◆産婦人科からのお願い◆

５階Ｂ病棟

産婦人科外来
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救急室紹介 救急室看護長　池田　富美江

救急患者受診依頼の連絡

救急隊：67歳男性 30分前より胸痛が出現し、その後吐血しています！！

看護師：バイタルを教えてください。

救急隊：ＪＣＳⅡ桁。血圧80／30・脈拍110でショック状態です！

看護師：受け入れ可能です。何分後に到着しますか？

救急隊：１５分位で到着です。

看護師：お待ちしています。

１．救急隊より患者受診依
頼後、医師の指示のもとに
必要物品を準備し、患者の
受診に備えます。

２．救急隊からの情報を聴
取し、医師の診察と処置
が開始となります。

緊急内視鏡の場面
医師：｢今から胃カメラをはじめます。
　　　苦しいけどちょっと頑張って下
　　　さい。｣
看護師：｢肩の力を抜いてください。ゆっ
　　　くり鼻から息を吸って口から吐
　　　いて下さい。｣
医師：｢胃の中から出血しています。こ
　　　れから止血をしますので、もう少
　　　し頑張って下さいね。｣

緊急心臓カテーテルの場面
医師：「順調に進んでいますよ。」

（痛みで患者さんの顔は蒼白で血圧は60まで低下している）

（看護師がやさしく声をかける）

看護師：「胸の痛みはどうですか？」

（医師が励ますように声をかける）

医師：「○○さん頑張って！これから
　　　詰った血管を広げる処置を始め
　　　ますよ。」

　当病院は、二次救急の医
療機関として、入院を必要
とする比較的症状の重い救
急患者さんに対応していま
す。

救急室看護師

救急受診要請から
対応まで

　救急室は、救急外来・内視鏡室・中央放射線科を担当して
おります。24時間いつでも緊急対応のできる内視鏡（内視鏡
下での止血術）・血管造影検査や治療に対応できるベテラン
スタッフを常時配備しています。
　救急車の受け入れ台数は月平均330台です。看護師の平均年
齢は？全員昭和生まれで、総勢27名です。
　最近ニュースで問題になっている「救急車の受け入れ不能
による患者さんの死亡」という最悪の事態が起きることのな
いよう、私たちは救急患者さんを積極的に受け入れる体制を
整えています。しかし、救急車搬送される患者さんの中には
軽症であることを自覚しながら救急車をタクシー代わりに使
用しているような悲しい現状もあります。また、「昼間は用事があるから」などの理由で夜になってから受
診する患者さんもみられ、24時間気軽に利用できるコンビニ化が進んでしまっています。緊急を要する患者
さんの対応に影響がでないように皆様のご理解、ご協力をお願いいたします。さまざまな患者さんが来られ
るなか、私たちは救急患者さんの的確・迅速な対応を心掛けており、ＢＬＳ（一次救命処置）・ＪＰＴＥＣ（
外傷病院前救護）などの研修へ参加して技術の向上に努めています。

　このように、当病院の救急室では緊急かつ
症状が重い患者さんの対応を中心におこなっ
ています。
　現在全国的に問題となっている「救急外
来のコンビニ化」が進んできますと、この
事例のような症状の重い患者さんの診察・
処置がその分遅れてしまうのです。それが
皆様のご家族だったらとお考えください。
二次救急を円滑に行えるように、軽症の場
合などは日頃かかっている「かかりつけ医」
へ通常受診されるようご協力をお願いいた
します。
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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

地域医療連携の仕組みについて

　地域医療連携とは、急性期医療や高度医療など
を受け持つ基幹病院と、身近なかかりつけ医とが
それぞれの機能・特性を活かして連携しながら、
患者さんの症状に応じた適切で安全な医療を提供
するシステムです。

＜地域医療連携とは＞

　かかりつけ医とは、気軽に病気の相談ができ、
患者さんの日頃の健康状態がわかっている身近な
医院、診療所の先生のことです。専門的な検査や
入院治療が必要と診断された場合は、かかりつけ
医から当病院へご紹介いただけます。

＜かかりつけ医とは＞

　病院に比べ待ち時間が短く、受診の手続きも簡
　単です。
　精密検査や入院治療が必要な場合などに、適切
　な病院を紹介していただけます。
　生活習慣へのアドバイスにより、疾病予防、健
　康増進につながります。
　仕事帰りや土曜日に、診療を受けることができ
　ます。

＜かかりつけ医のメリットは＞

　地域医療連携室では、紹介患者さんが円滑に安心して受診していただけるよう、当病院各診療科と地域
医療機関の先生方とのパイプ役として、かかりつけ医の推進に努めています。
　市民の皆さんや地域医療機関の先生方を対象とした公開講演会、合同検討会などを開催し、地域全体で
質の高い安全な医療サービスが提供できるよう連携強化に努めています。

＜地域医療連携室では＞

地域医療連携の仕組み

Ｈ

伊勢崎市民病院

市　民（患者）

かかりつけ医

紹　介　状

受診

研究会、
講演会の
案内

専門的な検査や
入院が必要なとき

治療が終了し
安定したとき

病院機能情報
の提供、収集

公
開
講
演
会
の
案
内

～地域医療連携室から～～地域医療連携室から～

(急性期医療や高度医療)


