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「笑 顔」

セカンドオピニオン

（看護副部長　深澤いく子）

　近年、医療が進歩して様々な治療法が生まれ、医師によって病気に対する考え方が違うことがあります。

また、医師や病院によって医療技術や診療に差があることもあります。患者さんにとっての最善の治療を、

‘患者さんと主治医’で決めるために主治医以外の意見を聞くこと、これがセカンドオピニオンです。

　セカンドオピニオン外来を受診する際は、主治医に診療情報提供書を作成してもらう必要があります。意

見を求められた医師は、これまでの治療経過や検査結果、病状の推移を把握できないと適切な助言が難し

いからです。

　セカンドオピニオン外来は、診療ではなく相談のため、全額自己負担になります。

　当病院のセカンドオピニオンは完全予約制となっています。事前に患者さんからのお申し込みが

必要ですので、医療サービス課地域医療連携係までご連絡下さい。

　明るく接しやすい「表情」や「態度」はどんな職場にお
いても重要なことです。特に病院においては、患者さんや
ご家族の多くが辛さや苦しみ、不安を抱えて訪れるわけで
すから、医療スタッフがタイミングよく自然な笑顔で接すれ
ば患者さんは安心して受診できると思います。また、自然
な笑顔を向けられると、話しかけやすくもなり、その後の
コミュニケーションも良好となり信頼関係にも発展させら
れます。「表情」や「態度」は言葉を交わす前の非言語的
コミュニケーションであり、良好な人間関係を築くための
第一段階なのだと思います。
　そうは言っても私たち医療者も人間ですので、喜怒哀楽
はあります。職場においても嫌な事や辛いと感じる事も少
なくありません。でも、そこはプロフェッショナルとしての誇
りを持ち、患者さんやご家族に対してはどんな時でも笑顔

で接するよう努めています。しかし、タイミングの悪い笑顔
は時として、患者さんの気分を害することもあることを私た
ちは知っていなければなりません。
　入院患者さんのベッド訪問の時、「看護師さんの笑顔を
見るだけで元気になれるよ。」「いつも笑顔でいてくれるか
ら安心できるよ。」など、たくさんの方からお言葉をいただ
きます。私たち看護師にとっても患者さんの笑顔を見るこ
とは、やりがいや勇気にも繋がり、看護師としての喜びを
感じる事ができます。『笑顔』って素敵ですね。

副院長　吉川大輔
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③予約申込み ①診療情報
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　作成依頼
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検査結果の提供

市民病院

市民病院セカンドオピニオン外来の予約

主治医（かかりつけ医）

患者さん

料金：5,250円
時間：30分程度

お問い合わせ・予約は：
　医療サービス課
　地域医療連携係
　内線２３５７
　平日8:30 ～17:15

（税込み）

　平成24年4月1日より病院

長に就任しました前副院長、

泌尿器科の小林です。私は

伊勢崎市で生まれて、高校生

まで伊勢崎市で育った地元出

身者です。長崎大学を卒業後、

群馬大学泌尿器科に入局し転

勤を重ねた後、伊勢崎市民

病院に就職して21年になりま

した。泌尿器科癌専門医として25年以上従事していますが、

医療の進歩は目覚ましく医療水準を保つのも大変な状況

です。

　公立病院も公共性のみでなく、民間病院と同様に経営

の効率化及び採算が問われる時代ですが、医療水準を確

保しながら不採算部門である救急、小児・周産期医療を

行い、健全な経営を行うには大変な労力を必要とします。

地域の患者さんに、良い医療を提供し、安定した経営を

維持するためには職員の労働環境も健全でなければなり

ません。特に医療職である医師、看護師の過重労働を軽

減するには地域住民の協力が欠かせません。病院は一度

壊れたら二度と元の状態には戻れないのです。

　当病院の役割は、急性期病院として入院治療の必要な

重篤な患者さんを受け入れるところにあります。その役割

を充分に果たすため症状が安定した患者さんには、自宅

または施設に戻り、家庭医が中心となって定期的な治療、

経過観察を行っていただく。また、救急患者さんについ

ては重症の方を優先して診療する。この2点は、当病院の

原則として皆さんにご理解いただきたいことです。皆さん

が、当病院の原則を守ることは病院の存続を可能にします。

　今後も、患者さん及び職員が快適な環境で治療や仕事

に専念できるように皆さんと共に頑張りますので宜しくお

願いします。

病院長就任あいさつ
小 林　幹 男

　市民病院では、平成２４年４月から「放射線診断科・放

射線治療科・緩和ケア内科・救急科」の４科を新設します。

　従来の放射線科を診療内容の区分化及び体制の充実を

図るため「放射線診断科」と「放射線治療科」に再編しまし

た。また、地域がん診療連携拠点病院としての機能向上の

ために「緩和ケア内科」を、救急医療体制の充実を図るた

めに「救急科」を新設します。

　今後も、地域の中核病院として地域医療連携を推進する

とともに医療の質の向上に努め、当病院の理念である「愛

ある医療、誠実な医療」を進めてまいります。

市民病院診療科新設のご案内



診療科紹介 ～ 内科・消化器専門外来～ 

◆ 診療内容 ◆

　内科・消化器専門外来は毎週水曜日の午後２時より消化

器内科を専門とする５名の医師で診療を行っています。当病

院は日本消化器病学会専門医制度認定施設、日本消化器内

視鏡学会専門医制度指導施設となっており、患者さんに専門

的な医療を提供できるよう努めています。

　また診断の結果、外科手術が必要となる患者さんもいらっ

しゃいますので消化器外科との連携が大切です。内科・外科

で随時連絡を取り合い、外科外来をご案内する体制をとって

います。

　食道・胃・大腸などのいわゆる胃腸の病気、胆のう・胆管・

膵臓の疾患を診療しています。内視鏡による診断や治療が著

しく進んでいる領域であることから、受診された多くの患者

さんに内視鏡検査や治療を行うことが日常業務となってい

ます。なお、胃内視鏡検査や大腸内視鏡検査は外来検査とな

りますが、胆・膵疾患の検査は入院が必要となります。

　胃・大腸・胆のう・胆管・膵などの癌患者さんの治療方針

については各学会のガイドラインに則り治療の提案をしてい

ます。内科での内視鏡治療が可能な場合や外科手術が必要

となる場合、あるいは抗がん剤治療を選択する場合などがあ

り得ます。抗がん剤治療においては、病状や治療内容に応じ

て入院治療を必要とすることがありますが、外来治療が可能

であれば外来化学療法センターを利用しています。

　以下に各分野の診療における特徴的なところをご紹介し

ます。

① 食道・胃・十二指腸
　通常の内視鏡検査で癌が疑われた際に、さらなる精密検

査としてＮＢＩ拡大観察（特殊な波長の光を用いて拡大観察

をする内視鏡検査）や超音波内視鏡検査（病変の深さを診

断する検査）などが可能です。当病院では、内視鏡的粘膜下

層剥離術（ＥＳＤ）を積極的に施行しており、従来よりも大き

な早期癌を内視鏡的に切除しています。

② 大腸
　便潜血検査で陽性となった場合、大腸癌や大腸ポリープの

存在が疑われますので全大腸内視鏡検査による精密検査が

必要です。当病院には、近隣の医療施設からの大腸内視鏡

検査の依頼が非常に多くなっています。発見されたポリープ

や早期癌は２泊３日の入院で内視鏡的切除しています。

◆ 患者さんへのお願い ◆

内科診療部長　押本　浩一
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　また、炎症性腸疾患といわれる潰瘍性大腸炎やクローン

病といった難治性・慢性の腸炎患者さんが多数通院されてい

ます。厚生労働省の治療指針に則って治療を提案しつつ、新

しい薬の臨床試験にも参加しています。

③ 胆のう・胆管・膵臓
　胆管結石や膵炎、胆のう癌・胆管癌・膵癌などの疾患があ

ります。これらの診断・治療には内視鏡的膵胆管造影検査（Ｅ

ＲＣＰ）が必要となりますが、当病院の症例数は、関東エリア

でトップクラスです。特殊な手技であることから県内のみなら

ず県外からも検査治療の依頼を受けております。

④ 小腸
　小腸の疾患は非常にまれですが、小腸出血の疑われる症

例にカプセル内視鏡検査が保険適応となったことで少しず

つ病変が発見されるようになりました。当院でもカプセル内

視鏡による検査を行っています。内視鏡治療が必要になった

際には小腸内視鏡による処置が可能となっています。

　当病院は地域医療支援病院の承認を受け、「かかりつけ

医」との適切な役割分担と連携を図りより良い医療を提供し

ていく方針となっています。限られた時間内にできるだけ多

くの新たな患者さんの診療を行うために、病状の安定してい

る患者さんには「かかりつけ医」をご紹介しています。精密

検査や入院治療が必要な際に当病院を受診いただき、普段

の治療は「かかりつけ医」に通院していただく仕組みについ

てご理解ご協力をお願いします。

災害医療活動訓練

・被災者の受入れ
　トリアージ（※）センターを設置し、搬送されてくる傷病者をカラーで区分された「重症＝赤」「中等症＝黄」「軽
傷＝緑」「救命不能＝黒」エリアに振り分け、状態に応じた必要な処置を行いました。
※トリアージとは、緊急度により傷病者を振り分け治療の優先度を決めることです。

　当病院は「災害拠点病院」に指定されており、災害時には多数の傷病者の対応をすることが予想されます。状
況により診療能力を遥かに上回る傷病者への対応が必要になるかもしれません。そういった状況においても、一
人でも多くの患者さんを救うことができるよう今後も定期的な訓練を重ね、消防などの関係機関との連携を深め、
有事に備えていきたいと思います。

実施日　　　　平成２３年１１月２５日（金）
訓練想定概要　震度６強の地震により多数の傷病者が発生し、伊勢
　　　　　　　崎市消防本部より複数の傷病者の受入要請が入る。
活動内容
・災害対策本部の設置
　病院長の指示により災害対策本部を設置し、指揮命令系統の確
認や役割分担の指示を行いました。

　医療技術の進歩や高度化により、また国民の健康に対する関心の高まりや
価値観の多様化が、病院で行う業務にも影響を及ぼしています。そのため、
様々な職種の医療スタッフが互いに手を結び仕事をする「チーム医療」が行わ
れるようになりました。
　病院勤務の医師や看護師等の負担を少なくすることを目的に平成22年の
診療報酬改定で、初めて、地域の急性期医療に対して、看護の補助業務を行う看護助手を配置する体制が認めら
れました。当病院でも、同年8月より75：1（入院患者さん75人に対して看護助手を1名配置）。さらに、平成23年
12月より50：1が許可され、一病棟あたり3から4名の看護助手を配置しています。
　その結果、看護師は病棟にいられる時間が増加し、本来業務の入院患者さんのベッド訪問やケアに関わる時間
が増えました。看護師とともに看護助手も入院患者さんに関わるケアの時間が増えました。
　必要な患者さんに必要なケアができる環境になりつつあると考えています。
　看護助手も「チーム医療」の一員であり、大活躍しています。これからもさらに患者さんやご家族に安心してま
かせていただける体制を整えていきたいと思います。　

看護助手の『チーム医療』活動について
副院長兼看護部長　坂田みゆき

医療サービス課主査　高柳　哲也

軽症エリア 中等症エリア 重症エリア

トリアージセンター 災害対策本部傷病者が到着
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る患者さんには「かかりつけ医」をご紹介しています。精密

検査や入院治療が必要な際に当病院を受診いただき、普段

の治療は「かかりつけ医」に通院していただく仕組みについ

てご理解ご協力をお願いします。

災害医療活動訓練

・被災者の受入れ
　トリアージ（※）センターを設置し、搬送されてくる傷病者をカラーで区分された「重症＝赤」「中等症＝黄」「軽
傷＝緑」「救命不能＝黒」エリアに振り分け、状態に応じた必要な処置を行いました。
※トリアージとは、緊急度により傷病者を振り分け治療の優先度を決めることです。

　当病院は「災害拠点病院」に指定されており、災害時には多数の傷病者の対応をすることが予想されます。状
況により診療能力を遥かに上回る傷病者への対応が必要になるかもしれません。そういった状況においても、一
人でも多くの患者さんを救うことができるよう今後も定期的な訓練を重ね、消防などの関係機関との連携を深め、
有事に備えていきたいと思います。

実施日　　　　平成２３年１１月２５日（金）
訓練想定概要　震度６強の地震により多数の傷病者が発生し、伊勢
　　　　　　　崎市消防本部より複数の傷病者の受入要請が入る。
活動内容
・災害対策本部の設置
　病院長の指示により災害対策本部を設置し、指揮命令系統の確
認や役割分担の指示を行いました。

　医療技術の進歩や高度化により、また国民の健康に対する関心の高まりや
価値観の多様化が、病院で行う業務にも影響を及ぼしています。そのため、
様々な職種の医療スタッフが互いに手を結び仕事をする「チーム医療」が行わ
れるようになりました。
　病院勤務の医師や看護師等の負担を少なくすることを目的に平成22年の
診療報酬改定で、初めて、地域の急性期医療に対して、看護の補助業務を行う看護助手を配置する体制が認めら
れました。当病院でも、同年8月より75：1（入院患者さん75人に対して看護助手を1名配置）。さらに、平成23年
12月より50：1が許可され、一病棟あたり3から4名の看護助手を配置しています。
　その結果、看護師は病棟にいられる時間が増加し、本来業務の入院患者さんのベッド訪問やケアに関わる時間
が増えました。看護師とともに看護助手も入院患者さんに関わるケアの時間が増えました。
　必要な患者さんに必要なケアができる環境になりつつあると考えています。
　看護助手も「チーム医療」の一員であり、大活躍しています。これからもさらに患者さんやご家族に安心してま
かせていただける体制を整えていきたいと思います。　

看護助手の『チーム医療』活動について
副院長兼看護部長　坂田みゆき

医療サービス課主査　高柳　哲也

軽症エリア 中等症エリア 重症エリア

トリアージセンター 災害対策本部傷病者が到着
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「笑 顔」

セカンドオピニオン

（看護副部長　深澤いく子）

　近年、医療が進歩して様々な治療法が生まれ、医師によって病気に対する考え方が違うことがあります。

また、医師や病院によって医療技術や診療に差があることもあります。患者さんにとっての最善の治療を、

‘患者さんと主治医’で決めるために主治医以外の意見を聞くこと、これがセカンドオピニオンです。

　セカンドオピニオン外来を受診する際は、主治医に診療情報提供書を作成してもらう必要があります。意

見を求められた医師は、これまでの治療経過や検査結果、病状の推移を把握できないと適切な助言が難し

いからです。

　セカンドオピニオン外来は、診療ではなく相談のため、全額自己負担になります。

　当病院のセカンドオピニオンは完全予約制となっています。事前に患者さんからのお申し込みが

必要ですので、医療サービス課地域医療連携係までご連絡下さい。

　明るく接しやすい「表情」や「態度」はどんな職場にお
いても重要なことです。特に病院においては、患者さんや
ご家族の多くが辛さや苦しみ、不安を抱えて訪れるわけで
すから、医療スタッフがタイミングよく自然な笑顔で接すれ
ば患者さんは安心して受診できると思います。また、自然
な笑顔を向けられると、話しかけやすくもなり、その後の
コミュニケーションも良好となり信頼関係にも発展させら
れます。「表情」や「態度」は言葉を交わす前の非言語的
コミュニケーションであり、良好な人間関係を築くための
第一段階なのだと思います。
　そうは言っても私たち医療者も人間ですので、喜怒哀楽
はあります。職場においても嫌な事や辛いと感じる事も少
なくありません。でも、そこはプロフェッショナルとしての誇
りを持ち、患者さんやご家族に対してはどんな時でも笑顔

で接するよう努めています。しかし、タイミングの悪い笑顔
は時として、患者さんの気分を害することもあることを私た
ちは知っていなければなりません。
　入院患者さんのベッド訪問の時、「看護師さんの笑顔を
見るだけで元気になれるよ。」「いつも笑顔でいてくれるか
ら安心できるよ。」など、たくさんの方からお言葉をいただ
きます。私たち看護師にとっても患者さんの笑顔を見るこ
とは、やりがいや勇気にも繋がり、看護師としての喜びを
感じる事ができます。『笑顔』って素敵ですね。

副院長　吉川大輔

④予約・案内

③予約申込み ①診療情報
　提供書
　作成依頼

②診療情報
　提供書作成

画像（CD・フィルム）
検査結果の提供

市民病院

市民病院セカンドオピニオン外来の予約

主治医（かかりつけ医）

患者さん

料金：5,250円
時間：30分程度

お問い合わせ・予約は：
　医療サービス課
　地域医療連携係
　内線２３５７
　平日8:30 ～17:15

（税込み）

　平成24年4月1日より病院

長に就任しました前副院長、

泌尿器科の小林です。私は

伊勢崎市で生まれて、高校生

まで伊勢崎市で育った地元出

身者です。長崎大学を卒業後、

群馬大学泌尿器科に入局し転

勤を重ねた後、伊勢崎市民

病院に就職して21年になりま

した。泌尿器科癌専門医として25年以上従事していますが、

医療の進歩は目覚ましく医療水準を保つのも大変な状況

です。

　公立病院も公共性のみでなく、民間病院と同様に経営

の効率化及び採算が問われる時代ですが、医療水準を確

保しながら不採算部門である救急、小児・周産期医療を

行い、健全な経営を行うには大変な労力を必要とします。

地域の患者さんに、良い医療を提供し、安定した経営を

維持するためには職員の労働環境も健全でなければなり

ません。特に医療職である医師、看護師の過重労働を軽

減するには地域住民の協力が欠かせません。病院は一度

壊れたら二度と元の状態には戻れないのです。

　当病院の役割は、急性期病院として入院治療の必要な

重篤な患者さんを受け入れるところにあります。その役割

を充分に果たすため症状が安定した患者さんには、自宅

または施設に戻り、家庭医が中心となって定期的な治療、

経過観察を行っていただく。また、救急患者さんについ

ては重症の方を優先して診療する。この2点は、当病院の

原則として皆さんにご理解いただきたいことです。皆さん

が、当病院の原則を守ることは病院の存続を可能にします。

　今後も、患者さん及び職員が快適な環境で治療や仕事

に専念できるように皆さんと共に頑張りますので宜しくお

願いします。

病院長就任あいさつ
小 林　幹 男

　市民病院では、平成２４年４月から「放射線診断科・放

射線治療科・緩和ケア内科・救急科」の４科を新設します。

　従来の放射線科を診療内容の区分化及び体制の充実を

図るため「放射線診断科」と「放射線治療科」に再編しまし

た。また、地域がん診療連携拠点病院としての機能向上の

ために「緩和ケア内科」を、救急医療体制の充実を図るた

めに「救急科」を新設します。

　今後も、地域の中核病院として地域医療連携を推進する

とともに医療の質の向上に努め、当病院の理念である「愛

ある医療、誠実な医療」を進めてまいります。

市民病院診療科新設のご案内


