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「看護師の仕事」

MRI装置を更新しました 

（文　看護副部長　
　　　　主代　信子）

　当病院では昨年9月から工事が行われ、11月下旬よりGE社製signa HDXt 1.5T optima editionが2台稼働し

ています。2台そろって最新機種に更新できたことで、より患者さん本意の医療を提供できるようになりました。

また、機種の違いによる画質や検査時間の差もなくなり、スタッフ一同喜んでいます。

　新しいMRI装置は今までと比べ色々な事ができるようになりました。

　たとえば、造影剤を使わずにおなかや手足の動脈が表現できたり、より細かく撮影できることで小さなもの

がくっきりし、また、動いてしまう患者さんの脳を動いていないかの様に撮影できたりします。 

　さらにこのMRI装置はテーブルが外れるので、車いすやベッドで来た患者さんが移動する負担が半分に減った

り、緊急時の避難がすばやく行えます。最新機種になりましたが、相変わらずせまく、うるさい検査です。トン

ネルに20分～40分程度入った状態でまわりからトントン、カンカンと騒音が

します。狭いところが苦手な人には大変な検査であることは変わりません。な

るべく患者さんの負担を減らし最適な画像を提供できるようにスタッフ一丸と

なって努力しています。しかし至らないところもあると思いますので、お気づ

きの点がございましたら遠慮なくお教えください。

　質問等ございましたらお気軽に中央放射線科スタッフにお声がけください。 

　今から10年位前になるでしょうか、ナースのお仕事という
テレビ番組がありました。主人公が患者さんに笑顔で熱を計
ったり、体を拭く姿、先輩看護師として悩みながら新人看護
師を指導している姿が印象的なドラマでした。
　では、看護師の仕事とは、何をするのでしょうか。看護を広
い意味でとらえると、子供を育み、弱い者・傷つき病める者の
世話をするという行為です。これは、特別に教育・訓練を受け
なくても、経験によってある程度行うことができます。それを
正確な知識と技術に裏付けされ、より安全でより安楽な方
法で実施するのが看護技術学です。看護技術学を用いて患
者の生活の自立支援を行うことが看護師の仕事です。
　それでは、看護師はどんな場面で仕事をしているのでしょ
うか。医療機関では、保健師・助産師・看護師・准看護師が、
患者さんの日常生活援助や治療に伴う処置などを行ってい

ます。地域では、住民の健康を増進する保健師・企業での健
康管理を行う保健師・在宅療養を支援する訪問看護ステー
ションの看護師がいます。教育の場面では養護教諭や、看護
師を志す学生に対して専門的知識や技術を教える看護教員、
現場での経験を活かし研究を積み重ね新たに看護に携わる
人材の育成に携わる研究者もいます。このように、看護師の
仕事は多方面にわたっています。
　ナースのお仕事とい
うのは、様々な場面で
あらゆる人々が安心し
て安全で快適に生活
できるように、日々研
鑽し質の高い看護を
提供することなのです。

新年のあいさつ 病院長　荒井　泰道

中央放射線科　高橋　雅彦

　皆様、新年おめでとうございます。
　いよいよ平成24年に入りました。新たな気持ちで新年をお迎えのこと
と思います。昨年は東日本大震災、福島原発事故さらに秋には水害とま
さに災害史上歴史に残る１年でした。亡くなられたみなさんに哀悼の意を
ささげるとともに被災地の一日も早い復興を願ってやみません。
　そうした年ではありましたが、市民病院は昨年また一歩大きく前進しま
した。まず平成22年度決算において14年ぶりに経常収支の黒字化が達
成されました。市民の皆様に今後も良質な医療サービスを提供するためには経営の健全化なくし
て不可能です。経営の安定こそ医療機器の整備をはじめとして皆様のご要望にそった病院医療の
向上が可能となります。また、６月には地域医療支援病院の承認も受けることができました。この
ことは市民病院の役割をより明確にすることとなりました。
　当病院の果たす役割は地域中核病院として急性期入院医療、高度な専門的医療、救急医療や
災害医療などがあげられます。これらを実践するためには通常診療はかかりつけ医の先生にお願
いし、市民病院は入院治療が必要となった患者さんや専門医療が必要となった患者さんをご紹介
いただき診断及び治療を行います。症状が安定した後はまたかかりつけ医に戻っていただき経過
観察、必要に応じてまた来院していただく、いわゆる病診連携、病病連携の推進です。現在多く
の診療所や病院の先生に連携医として登録いただいております。
　また本年は、診療報酬と介護報酬の同時改定が行われます。震災の影響もあり多くは望めな
いと思いますが、勤務医が疲弊しないような改定の方向を期待しております。
　本年も医療需要にこたえるべく高度医療機器の更新、諸設備の充実等様々な課題に取り組ん
でまいります。全職員一丸となって地域医療の発展に貢献できるよう誠心誠意努力する所存で
す。最後になりましたが皆様のますますのご健康とご多幸を祈念いたしまして、年頭のご挨拶とさ
せていただきます。



診療科紹介 ～ リハビリテーション科 ～

◆ リハビリテーションとは ◆

◆ スタッフ ◆

◆ それぞれの役割 ◆

　リハビリテーションをアルファベットで書くと

『Rehabilitation』で、 Re(再び)・habilitate（ふさわし

い、適した）・ation（「状態」にする）が一つになった言

葉です。病気やケガの症状によって機能低下に陥った

患者さんが機能回復訓練により再び社会に適した体

を取り戻すために行う医療を意味しています。

　矢内由美科長（脳外科医）を中心に理学療法士７名、

作業療法士４名、言語聴覚士１名が勤務しており、

合ったリハビリをそれぞれの分野の療法士が専門的

に診療します。

　脳卒中やケガ、寝たきりなどによって起こるマヒや

筋力低下などに対して筋力増強や回復訓練により思

いどおりに動けるよう基本動作練習を行います。

　

◆ 外来リハビリの対象 ◆

◆ 入院リハビリが始まるまで ◆

リハビリテーション科　係長　丸橋　俊弘
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理学療法

作業療法

言語療法

　

　私たちが日頃、生活するうえで行っている「食べる」

「着替える」「字を書く」など、より実践的で細かな動作

の回復を目指します。

　

　

　「言いたい言葉が出てこない」「ろれつがまわらな

い」「食べるとむせてしまう」などに対して個々の症状

に合わせた言葉や飲み込みの練習を行います。

　

　当病院入院中にリハビリを行っていた患者さんが

退院後、継続する場合が対象となります。

　

　主治医が病状を判断し、リハビリが必要な場合、指

示箋を出し、矢内科長が処方した後、療法士のリハビ

リが開始されます。

　これからの季節は、かぜ、インフルエン

ザ、嘔吐下痢症などが流行します。今回は

毎年流行するインフルエンザについてお話

したいと思います。インフルエンザは毎年

11月下旬～12月上旬にシーズンが始まり、

1～3月にピークを迎えて4～5月にかけて

減少します。インフルエンザウイルスは、患

者のくしゃみや咳・痰などで吐き出される

微粒子（飛沫）を介して感染します。症状は

悪寒、発熱、頭痛、鼻水、咳・痰、関節痛など

が特徴ですが、嘔吐・下痢・腹痛などを認め

ることもあります。

　症状からインフルエンザが疑われると、

小さな検査器具を使って鼻やのどからの拭

い液（ぬぐいえき）を取って調べます。イン

フルエンザと診断されると、治療として抗イ

ンフルエンザ薬が処方されます。基本的に

は外来治療なので処方された薬をしっかり

と服用して自宅療養してください。インフル

エンザにおいては、何よりも日常生活での

感染予防が大切と考えられます。手洗い・う

がいをしっかり行って十分な栄養を摂取

し、休養・睡眠を十分にとって規則正しい生

活を心がけましょう。また、室内が乾燥して

いることも好ましくないので適度な湿度を

保つようにしましょう。

　もし可能であればマスクを着用すること

が望ましいと思います。健康な人は自分が

ウイルスに感染しないために、また発熱・

咳・痰などの症状がある人は他人にうつさ

ないようにするためにもマスクを着用する

のがよいでしょう。

　また、インフルエンザワクチン接種はイ

ンフルエンザの発症を予防する効果と重

症になるのを予防する効果がありますの

で、まだ受けていない人は検討してくださ

い。インフルエンザに負けないようにしっか

りと感染予防して、この冬を元気に過ごし

ましょう。

内科医長　鈴木　邦明

冬の感染症について
～インフルエンザの対策～

100nm

インフルエンザウイルスの電子顕微鏡像
国立感染研究所感染症情報センターホームページより
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成されました。市民の皆様に今後も良質な医療サービスを提供するためには経営の健全化なくし
て不可能です。経営の安定こそ医療機器の整備をはじめとして皆様のご要望にそった病院医療の
向上が可能となります。また、６月には地域医療支援病院の承認も受けることができました。この
ことは市民病院の役割をより明確にすることとなりました。
　当病院の果たす役割は地域中核病院として急性期入院医療、高度な専門的医療、救急医療や
災害医療などがあげられます。これらを実践するためには通常診療はかかりつけ医の先生にお願
いし、市民病院は入院治療が必要となった患者さんや専門医療が必要となった患者さんをご紹介
いただき診断及び治療を行います。症状が安定した後はまたかかりつけ医に戻っていただき経過
観察、必要に応じてまた来院していただく、いわゆる病診連携、病病連携の推進です。現在多く
の診療所や病院の先生に連携医として登録いただいております。
　また本年は、診療報酬と介護報酬の同時改定が行われます。震災の影響もあり多くは望めな
いと思いますが、勤務医が疲弊しないような改定の方向を期待しております。
　本年も医療需要にこたえるべく高度医療機器の更新、諸設備の充実等様々な課題に取り組ん
でまいります。全職員一丸となって地域医療の発展に貢献できるよう誠心誠意努力する所存で
す。最後になりましたが皆様のますますのご健康とご多幸を祈念いたしまして、年頭のご挨拶とさ
せていただきます。


