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「鉗子（かんし）」
　「それでは手術を始めます。
メス。」ドラマの手術シーンは
こんな台詞で始まることが多
いように思う。だが、手術室に
入ると、整然と並べられた「鉗子（かんし）」という手術器具
の多さに驚かされる。手術になくてはならないもう一つの器
具は、実はこの鉗子である。
　鉗子はハサミの様な格好をしているが、切るための道具で
はない。人体の組織をつまんだり、引っ張り出したり、押えた
りするときに用いる手術器具である。例えば出血している部
位を鉗子の先でつまんですばやく血を止め、次に糸をかけて
完全に止血する、といった使い方をする。鉗子はまさに手術
者の指先の延長として、用途に応じ様々なものが考案されて

きた。「コッヘル」、「ペアン」など開発した外科医の名前を
冠したものを含め、当院で使用される鉗子は200種類にも及
ぶという。先の長いもの、短いもの、曲がっているもの、真っ
直ぐなもの、独特な先端を持つものなど、その形態は機能美
をたたえているように感ずる。
　ところで、最近では皮膚を大きく切ることなく、幾つかの小
さな穴を開け、テレビカメラや柄の長い手術器具を差し込ん
で行う、いわゆる鏡視下手術が増えてきた。手術者の指先の
作用点はさらに遠くなり、遠隔操作で簡単に処置できる器具
が数多く開発されつつある。これらの器具はプラスチックを
多用し、無骨で角張っているものが多い。
　金属製で銀色に輝き、どこか優美な曲線をもつ鉗子のいく
つかは、医療技術の進歩の渦の中に消えていく運命なのか
もしれない。

（写真・文　　医療副部長　小林裕幸） 

病院の今後のあり方、方向性について病院の今後のあり方、方向性について
副院長　小林幹男

　市町村合併後、伊勢崎市民病院も５年を経過しまし

た。その間、小泉政権下での財政の小負担、低福祉政

策によって、救急医療など不採算部門を担っている公

立病院の７割以上が赤字経営に陥り、病院の閉鎖、縮

小が相次ぎ、医療崩壊を招きました。市民病院も赤字

経営でしたが、公立病院財政健全化５カ年計画（総務

省令）に従い、平成21年度から改革に取り組み、経常

収支が好転し始め、経営の改善の兆しが見えています。

市民病院は公営企業ですが、人の健康と命を守る点で、

他の公営企業とは異なります。病院は医師、看護師、

技師などの医療技術職と事務職が協同で患者さんに医

療を提供する特殊な仕事環境にあります。病院の使命

は患者さんに適切な医療を提供することであり、利益

を追求することではありません。市民病院はそれらの

使命を公的に果たすことで、存在意義があります。今

後の目標は、入院医療を中心に、地域の不採算部門と

称される救急（二次）、小児、周産期（産科等）医療

を維持し、一方では、癌、循環器（心臓血管系）医療

など、他の地域や病院にできない高度な医療を行う事

です。そのために、地域の病院、医院、老人保健施設、

介護施設との連携（医療の役割分担）をさらに強化し、

当病院が目標とした診療を行える環境整備を行ってい

ます。最も大切なことは、医療を受ける患者さん自体

にそれらを理解していただき、適正な受診を行っても

らう事です。「市民病院には税金を払っている!　だか

ら全部診るのが当り前。」という考えは止めましょう。

市民病院への適切な受診が、病院の使命（目標）の達

成につながり、その結果、財政面での健全化と質の高

い医療を担保できます。

　現状では、救急を例にとると、当病院の救急は入院

が必要な患者を扱う救急（二次救急医療機関）である

はずですが、多数の軽症患者のコンビニ受診が絶えな

いために、重症患者の受け入れができないという矛盾

を生じています。医師も昼は専門医、夜は救急医とし

て働き、翌日に帰宅するまで30時間以上の連続勤務に

なる事があります。軽症の患者さんは初期救急医療機

関（※）に受診するのが正しい選択と考えます。現在、

病院は財政の健全化の目的で、専門業務の仕分けと組

織の合理化、また、質の高い医療を提供するために医療

機器の更新、高度医療機器の導入、医療安全の推進、医

師・看護師の負担軽減などの環境の整備、高度医療（重

粒子）との連携、高度医療（ロボット手術等）の将来へ

の導入に取り組んでいます。

　地域の皆さんのご協力もよろしくお願いします。

※伊勢崎市、玉村町地域の初期救急医療機関

　　休日夜間急患センター…伊勢崎佐波医師会病院

　　休日歯科診療所…伊勢崎佐波歯科医師会休日歯科診療所

インフルエンザは？

　インフルエンザが話題となる季節がきました。昨年は、新型インフル

エンザの流行で、外来がとても込み合い、入院する患者さんも多く、マ

スコミも含め大変な騒ぎとなりました。幸い子どもたちは皆元気に退院

していきました。

　さて、今年のインフルエンザはどうなるのでしょうか？

　今まで、新型のインフルエンザが出現すると、3年間は同じ型のインフルエンザが流行すると言われて

いました。すると、今年も新型インフルエンザが流行するはずですが、昨年は30歳以上でインフルエンザ

に罹った人は非常に少なく、流行は小中学生が主体でした。実は、このインフルエンザは新型といいなが

ら、20数年前に流行したソ連型のインフルエンザに近い型で、成人の多くが抗体を持っていた可能性があ

ります。そのため、流行は小児に偏りました。そして、昨年の流行で小中学生の7割近くが既にこのイン

フルエンザに罹り抗体をもっているので、今年はもしかするとインフルエンザの流行は無いかもしれませ

ん。WHO（世界保健機関）は新型インフルエンザについては終息宣言をだしました。また、現在冬の時

期である南半球でもあまり流行はなかったようです。ただし、昨年は5歳以下の乳幼児の流行が少なかっ

たことが少し心配です。また、昨シーズン（今年の3月まで）は、B型のインフルエンザが全くというほど

流行しませんでした。そこで、今年のシーズンは、B型が流行する可能性があります。これもすこし心配

です。

　そこで、ワクチンの接種をお勧めします。今年用いられるインフルエンザワクチンは、昨年流行した新

型インフルエンザと他のA型1種、B型の3種類が混合されたワクチンです。特に昨シーズン新型インフル

エンザに罹らなかった子どもたちには、ワクチンの接種をお勧めします。

小児科　医療副部長　前田昇三

今年の
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◆ 泌尿器科の役割・特徴 ◆

◆ 泌尿器科の診療内容 ◆

◆ 患者さんへ一言 ◆

◆泌尿器科外来・入院の現状 ◆
　泌尿器科は、腎移植などの特殊医療を除いたほとんどすべ
ての泌尿器科領域の疾患に対応しています。透析医療も泌尿
器科で行っています。
　また、３名の泌尿器腹腔鏡技術認定医がおり、腹腔鏡手術
が充実しています。今まで大きな傷をつけて行った手術を小
さな傷で行うことができ、患者さんの負担が軽くなります。

①各種泌尿器癌の治療
：副腎腫瘍、腎臓癌、腎盂尿管癌、膀胱癌、前立腺癌、尿道癌、陰茎癌、精巣癌

②排尿障害、排尿困難（前立腺肥大症、神経因性膀胱など）
：尿が出にくい、尿が近い、夜間おしっこに起きるようになったなど

③尿失禁（腹圧性尿失禁、切迫性尿失禁など）
：咳やくしゃみをすると尿がもれる、トイレまで我慢が出来ないなど

④排尿痛、頻尿、下腹部痛、背部痛など尿路に関わる諸症状
：膀胱炎、尿道炎、前立腺炎、性感染症、腎盂腎炎、尿路結石、間質性膀胱炎など

⑤血尿（尿潜血）の精査
：健診等にて異状を指摘された方の２次検査など

⑥勃起障害（ＥＤ）などの性機能不全
⑦その他、泌尿器及び男性性器に関する問題

　一日平均、約120人の外来患者さんを診察しています。午
前は新患予約外及び紹介患者・再診、午後は前立腺・膀胱・
腎などの専門外来を行っています。
　また、一日あたり平均30人の入院患者さんの診療を行って
います。

　７月３日（土）伊勢崎市民プラザにて、内科、外科

の医師をはじめ８名のスタッフにより「もし、あなた

が　がんになったら　～市民病院がサポートできるが

ん診療～」をテーマに『公開講演会』を開催しました。

当日は、391名の市民の方にご参加いただき、多くの

質問もあり大盛況のうちに終えることができました。

　市民病院では、地域がん診療連携拠点病院として、

がん診療の充実を図るとともに、今後も『公開講演

会』を行い、市民の皆様と一緒にがんについて考えて

いきたいと思います。

がん診療委員会　根岸　健

　泌尿器科では、泌尿器科医6名で診療を行っています。患者さんに最善の泌尿器科医療が提供できるように日々努めております。
　ここで、皆様にお願いがあります。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掛けしております。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
だきますようお願いします。

泌尿器科　主任診療部長　竹澤　豊

家庭でできる応急処置について
　秋の行楽シーズンを迎えるにあたり、外出される機会が増える方もいらっしゃるのではないでしょうか。そんな時
に注意したいのが予期せぬ怪我です。お出かけの機会が多い週末や遠出をする場合など、すぐに病院にかかることが
できない事態も予想されます。そこで今回、御家庭や外出先でのけがの応急処置について簡単に御説明します。
①すり傷、切り傷など：傷口をきれいにすることが第一です。清潔な水でよごれを洗い流しましょう。消毒薬を無理
に使用する必要はありません。出血がみられる場合はガーゼやタオルなどで直接傷口を圧迫します（血が止まったの
を確認するため何度も圧迫を解除すると効果がありません。3～5分はそのままじっと圧迫しましょう）。また傷口に
軟膏等を塗布するのは、病院での傷の処置の妨げになりますので控えてください。
②捻挫や骨折：捻挫と骨折の判断は難しいものですが、患部が変形したり、痛みや腫れがひ
どかったりするときは骨折の疑いがあります。少しでも骨折ではないかと疑われるときは、
骨折として応急処置をすることが大切です。手足の骨折は添え木で固定します。添え木は段
ボール・週刊誌・傘・物差しなど身近なもので代用が可能です。骨折部分の上下の関節に届
く長さがあるものを選び、布などで結んで固定します。捻挫の場合はまず患部を動かさない
ようにし、濡れタオルやビニール袋に入れた氷水などで冷やしましょう。応急処置の後は、
なるべく速やかに医療機関を受診するようにしてください。

③尿失禁（腹圧性尿失禁、切迫性尿失禁など）

④排尿痛、頻尿、下腹部痛、背部痛など尿路に関わる諸症状

⑤血尿（尿潜血）の精査

⑥勃起障害（ＥＤ）などの性機能不全
⑦その他、泌尿器及び男性性器に関する問題

地域がん診療連携拠点病院事業地域がん診療連携拠点病院事業
『公開講演会』を開催しました『公開講演会』を開催しました

外科　医長　酒井　真

1. 性別・年齢

2. 職業

6. この公開講演会をどこでお知りになりましたか？（複数回答あり）

7. 今回の公開講演会はいかがでしたか？

8. 今後、どのような公開講演会をお聞きになりたいですか？（複数回答あり）

3. どこにお住まいですか？

4. 今までに「がん」の治療を受けたことがありますか？

伊勢崎市民病院で治療を受けたことがありますか？ 伊勢崎市民病院で治療を受けたことがありますか？

男 女 無回答

20歳未満 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代

自営業 会社員・公務員 医療関係 主婦

伊勢崎市 群馬県内 群馬県外

はい いいえ 無回答

無回答

無職 その他 無回答

無回答
0 4 14 23 57 144 82

23 43 17 143

270 49 11

83 247 1

リーフレット・ポスター 広報回覧 新聞
71 200 19

知人・友人
37

その他
28

無回答
1

146 149

はい いいえ 無回答
140 180 11

はい いいえ 無回答
80 50 10

はい いいえ 無回答
60 20 3

1

88 14 3

7

90 237 4

とてもよかった 参考になった あまり参考にならなかった 全く参考にならなかった 無回答
7 0 29

135 143
専門家の講演 がん経験者の講演 市民病院医師などの講演 その他 無回答

171 9 17

●アンケ－ト配布　３９１枚　　●アンケ－ト回収　３３１枚　　●回収率　８４.７％

アンケート集計結果

32

5. ご家族にがん患者さんがいらっしゃいますか？
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ての泌尿器科領域の疾患に対応しています。透析医療も泌尿
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さな傷で行うことができ、患者さんの負担が軽くなります。

①各種泌尿器癌の治療
：副腎腫瘍、腎臓癌、腎盂尿管癌、膀胱癌、前立腺癌、尿道癌、陰茎癌、精巣癌

②排尿障害、排尿困難（前立腺肥大症、神経因性膀胱など）
：尿が出にくい、尿が近い、夜間おしっこに起きるようになったなど

③尿失禁（腹圧性尿失禁、切迫性尿失禁など）
：咳やくしゃみをすると尿がもれる、トイレまで我慢が出来ないなど

④排尿痛、頻尿、下腹部痛、背部痛など尿路に関わる諸症状
：膀胱炎、尿道炎、前立腺炎、性感染症、腎盂腎炎、尿路結石、間質性膀胱炎など

⑤血尿（尿潜血）の精査
：健診等にて異状を指摘された方の２次検査など

⑥勃起障害（ＥＤ）などの性機能不全
⑦その他、泌尿器及び男性性器に関する問題

　一日平均、約120人の外来患者さんを診察しています。午
前は新患予約外及び紹介患者・再診、午後は前立腺・膀胱・
腎などの専門外来を行っています。
　また、一日あたり平均30人の入院患者さんの診療を行って
います。

　７月３日（土）伊勢崎市民プラザにて、内科、外科

の医師をはじめ８名のスタッフにより「もし、あなた

が　がんになったら　～市民病院がサポートできるが

ん診療～」をテーマに『公開講演会』を開催しました。

当日は、391名の市民の方にご参加いただき、多くの

質問もあり大盛況のうちに終えることができました。

　市民病院では、地域がん診療連携拠点病院として、

がん診療の充実を図るとともに、今後も『公開講演

会』を行い、市民の皆様と一緒にがんについて考えて

いきたいと思います。

がん診療委員会　根岸　健

　泌尿器科では、泌尿器科医6名で診療を行っています。患者さんに最善の泌尿器科医療が提供できるように日々努めております。
　ここで、皆様にお願いがあります。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掛けしております。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
だきますようお願いします。

泌尿器科　主任診療部長　竹澤　豊

家庭でできる応急処置について
　秋の行楽シーズンを迎えるにあたり、外出される機会が増える方もいらっしゃるのではないでしょうか。そんな時
に注意したいのが予期せぬ怪我です。お出かけの機会が多い週末や遠出をする場合など、すぐに病院にかかることが
できない事態も予想されます。そこで今回、御家庭や外出先でのけがの応急処置について簡単に御説明します。
①すり傷、切り傷など：傷口をきれいにすることが第一です。清潔な水でよごれを洗い流しましょう。消毒薬を無理
に使用する必要はありません。出血がみられる場合はガーゼやタオルなどで直接傷口を圧迫します（血が止まったの
を確認するため何度も圧迫を解除すると効果がありません。3～5分はそのままじっと圧迫しましょう）。また傷口に
軟膏等を塗布するのは、病院での傷の処置の妨げになりますので控えてください。
②捻挫や骨折：捻挫と骨折の判断は難しいものですが、患部が変形したり、痛みや腫れがひ
どかったりするときは骨折の疑いがあります。少しでも骨折ではないかと疑われるときは、
骨折として応急処置をすることが大切です。手足の骨折は添え木で固定します。添え木は段
ボール・週刊誌・傘・物差しなど身近なもので代用が可能です。骨折部分の上下の関節に届
く長さがあるものを選び、布などで結んで固定します。捻挫の場合はまず患部を動かさない
ようにし、濡れタオルやビニール袋に入れた氷水などで冷やしましょう。応急処置の後は、
なるべく速やかに医療機関を受診するようにしてください。

地域がん診療連携拠点病院事業地域がん診療連携拠点病院事業
『公開講演会』を開催しました『公開講演会』を開催しました

外科　医長　酒井　真

1. 性別・年齢

2. 職業

6. この公開講演会をどこでお知りになりましたか？（複数回答あり）

7. 今回の公開講演会はいかがでしたか？

8. 今後、どのような公開講演会をお聞きになりたいですか？（複数回答あり）

3. どこにお住まいですか？

4. 今までに「がん」の治療を受けたことがありますか？

伊勢崎市民病院で治療を受けたことがありますか？ 伊勢崎市民病院で治療を受けたことがありますか？

男 女 無回答

20歳未満 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代

自営業 会社員・公務員 医療関係 主婦

伊勢崎市 群馬県内 群馬県外

はい いいえ 無回答

無回答

無職 その他 無回答

無回答
0 4 14 23 57 144 82

23 43 17 143

270 49 11

83 247 1

リーフレット・ポスター 広報回覧 新聞
71 200 19

知人・友人
37

その他
28

無回答
1

146 149

はい いいえ 無回答
140 180 11

はい いいえ 無回答
80 50 10

はい いいえ 無回答
60 20 3

1

88 14 3

7

90 237 4

とてもよかった 参考になった あまり参考にならなかった 全く参考にならなかった 無回答
7 0 29

135 143
専門家の講演 がん経験者の講演 市民病院医師などの講演 その他 無回答

171 9 17

●アンケ－ト配布　３９１枚　　●アンケ－ト回収　３３１枚　　●回収率　８４.７％

1. 性別・年齢

アンケート集計結果

32

5. ご家族にがん患者さんがいらっしゃいますか？
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「鉗子（かんし）」
　「それでは手術を始めます。
メス。」ドラマの手術シーンは
こんな台詞で始まることが多
いように思う。だが、手術室に
入ると、整然と並べられた「鉗子（かんし）」という手術器具
の多さに驚かされる。手術になくてはならないもう一つの器
具は、実はこの鉗子である。
　鉗子はハサミの様な格好をしているが、切るための道具で
はない。人体の組織をつまんだり、引っ張り出したり、押えた
りするときに用いる手術器具である。例えば出血している部
位を鉗子の先でつまんですばやく血を止め、次に糸をかけて
完全に止血する、といった使い方をする。鉗子はまさに手術
者の指先の延長として、用途に応じ様々なものが考案されて

きた。「コッヘル」、「ペアン」など開発した外科医の名前を
冠したものを含め、当院で使用される鉗子は200種類にも及
ぶという。先の長いもの、短いもの、曲がっているもの、真っ
直ぐなもの、独特な先端を持つものなど、その形態は機能美
をたたえているように感ずる。
　ところで、最近では皮膚を大きく切ることなく、幾つかの小
さな穴を開け、テレビカメラや柄の長い手術器具を差し込ん
で行う、いわゆる鏡視下手術が増えてきた。手術者の指先の
作用点はさらに遠くなり、遠隔操作で簡単に処置できる器具
が数多く開発されつつある。これらの器具はプラスチックを
多用し、無骨で角張っているものが多い。
　金属製で銀色に輝き、どこか優美な曲線をもつ鉗子のいく
つかは、医療技術の進歩の渦の中に消えていく運命なのか
もしれない。

（写真・文　　医療副部長　小林裕幸） 

病院の今後のあり方、方向性について病院の今後のあり方、方向性について
副院長　小林幹男

　市町村合併後、伊勢崎市民病院も５年を経過しまし

た。その間、小泉政権下での財政の小負担、低福祉政

策によって、救急医療など不採算部門を担っている公

立病院の７割以上が赤字経営に陥り、病院の閉鎖、縮

小が相次ぎ、医療崩壊を招きました。市民病院も赤字

経営でしたが、公立病院財政健全化５カ年計画（総務

省令）に従い、平成21年度から改革に取り組み、経常

収支が好転し始め、経営の改善の兆しが見えています。

市民病院は公営企業ですが、人の健康と命を守る点で、

他の公営企業とは異なります。病院は医師、看護師、

技師などの医療技術職と事務職が協同で患者さんに医

療を提供する特殊な仕事環境にあります。病院の使命

は患者さんに適切な医療を提供することであり、利益

を追求することではありません。市民病院はそれらの

使命を公的に果たすことで、存在意義があります。今

後の目標は、入院医療を中心に、地域の不採算部門と

称される救急（二次）、小児、周産期（産科等）医療

を維持し、一方では、癌、循環器（心臓血管系）医療

など、他の地域や病院にできない高度な医療を行う事

です。そのために、地域の病院、医院、老人保健施設、

介護施設との連携（医療の役割分担）をさらに強化し、

当病院が目標とした診療を行える環境整備を行ってい

ます。最も大切なことは、医療を受ける患者さん自体

にそれらを理解していただき、適正な受診を行っても

らう事です。「市民病院には税金を払っている!　だか

ら全部診るのが当り前。」という考えは止めましょう。

市民病院への適切な受診が、病院の使命（目標）の達

成につながり、その結果、財政面での健全化と質の高

い医療を担保できます。

　現状では、救急を例にとると、当病院の救急は入院

が必要な患者を扱う救急（二次救急医療機関）である

はずですが、多数の軽症患者のコンビニ受診が絶えな

いために、重症患者の受け入れができないという矛盾

を生じています。医師も昼は専門医、夜は救急医とし

て働き、翌日に帰宅するまで30時間以上の連続勤務に

なる事があります。軽症の患者さんは初期救急医療機

関（※）に受診するのが正しい選択と考えます。現在、

病院は財政の健全化の目的で、専門業務の仕分けと組

織の合理化、また、質の高い医療を提供するために医療

機器の更新、高度医療機器の導入、医療安全の推進、医

師・看護師の負担軽減などの環境の整備、高度医療（重

粒子）との連携、高度医療（ロボット手術等）の将来へ

の導入に取り組んでいます。

　地域の皆さんのご協力もよろしくお願いします。

※伊勢崎市、玉村町地域の初期救急医療機関

　　休日夜間急患センター…伊勢崎佐波医師会病院

　　休日歯科診療所…伊勢崎佐波歯科医師会休日歯科診療所
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インフルエンザは？

　インフルエンザが話題となる季節がきました。昨年は、新型インフル

エンザの流行で、外来がとても込み合い、入院する患者さんも多く、マ

スコミも含め大変な騒ぎとなりました。幸い子どもたちは皆元気に退院

していきました。

　さて、今年のインフルエンザはどうなるのでしょうか？

　今まで、新型のインフルエンザが出現すると、3年間は同じ型のインフルエンザが流行すると言われて

いました。すると、今年も新型インフルエンザが流行するはずですが、昨年は30歳以上でインフルエンザ

に罹った人は非常に少なく、流行は小中学生が主体でした。実は、このインフルエンザは新型といいなが

ら、20数年前に流行したソ連型のインフルエンザに近い型で、成人の多くが抗体を持っていた可能性があ

ります。そのため、流行は小児に偏りました。そして、昨年の流行で小中学生の7割近くが既にこのイン

フルエンザに罹り抗体をもっているので、今年はもしかするとインフルエンザの流行は無いかもしれませ

ん。WHO（世界保健機関）は新型インフルエンザについては終息宣言をだしました。また、現在冬の時

期である南半球でもあまり流行はなかったようです。ただし、昨年は5歳以下の乳幼児の流行が少なかっ

たことが少し心配です。また、昨シーズン（今年の3月まで）は、B型のインフルエンザが全くというほど

流行しませんでした。そこで、今年のシーズンは、B型が流行する可能性があります。これもすこし心配

です。

　そこで、ワクチンの接種をお勧めします。今年用いられるインフルエンザワクチンは、昨年流行した新

型インフルエンザと他のA型1種、B型の3種類が混合されたワクチンです。特に昨シーズン新型インフル

エンザに罹らなかった子どもたちには、ワクチンの接種をお勧めします。

小児科　医療副部長　前田昇三

今年の


