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「白衣 今昔」

（文　看護副部長　木村恭子）

　看護師の代名詞であるナイチンゲールは、クリミア戦争
（1854年～ 56年）において、帽子とワンピースをまとい、
必死に看護活動を行いました。
　日本では、1886年に看護婦養成の教育が始まり、その
当時の服装は白・濃紺の制服制帽、袴に草履というスタイ
ルでした。その後、1920年代には詰襟のワンピーススタイ
ルが採用されるようになりました。1940年頃から欧州の看
護婦の白衣が非常に活動的であることをヒントに改良され、
折り衿でヒダの少ないスカートへとスタイルが変化しました。
長い白衣は不潔と言われ、床上９寸と決められ、靴も登場
しました。第二次世界大戦後「保健衛生法・環境衛生法」
が制定され、「清潔な白衣を身に着けなければならない」
と義務づけられました。そのため、綿100％の白のワンピー
スが看護婦のユニフォームとして全国的に普及していきまし

た。現在では、皺になりにく
い合成繊維の素材となり、
動きやすさを重視したパンツ
と上衣を組み合わせたもの
や、白だけでなく様々な色や
柄のものも増えてきました。
　当病院では、2002年4月
に、ワンピース型の白衣か
らパンツと上衣を組み合わ
せた白衣へと変わり、現在に至っています。
　形は変わっても看護師の象徴である白衣を着ることで、
看護師としての自覚や使命感・責任感が生まれます。また、
患者さんからも看護師と認めてもらうことができます。清
潔な白衣と明るい笑顔で患者さんに接するよう努めていき
ます。

患者満足度調査報告

『白衣ネット』より引用

　当病院では、皆様のご意見を伺い、病院のサービス改善に取り組むために毎年「患者満足度調査」を実施しています。
ここに調査結果の一部についてご報告します。今後とも、利用しやすい病院へ向け改善に努めていきます。

◎設問「全体として伊勢崎市民病院に満足している」

　医療サービスとして重要な10項目について伺いました。回答の平均値を５段階評価で表しています。

【入院】有効回答数　278件 【外来】有効回答数　499件

【入院】有効回答数　320件 【外来】有効回答数　621件

◆実施日：入院　平成24年１月18日～１月31日　　外来　平成24年１月23日・24日

◎総合的な設問 副院長に就任して
前 田　昇 三副院長

　平成24年４月１日よ

り副院長の重責を担う

ことになりました前田

昇三と申します。

　昭和58年に群馬大学

医学部を卒業し、藤岡、

桐生、前橋などの総合

病院に勤務、その後群

馬県立がんセンター、

同小児医療センターを経て、平成14年に小児科部

長として伊勢崎市民病院に赴任いたしました。医師

となり30年、市民病院に赴任して10年が経過しま

した。現在も、小児科学会専門医、アレルギー学会

認定医として、小児喘息をはじめとした小児の様々

な疾患の治療に携わっています。

　ところで、現在、市民病院は急性期病院として入

院が必要となる重篤な患者さんの診療を主とした病

院運営を目指しています。そこで、皆さんに家庭医

を持っていただき、入院や詳しい検査が必要な場合

は市民病院へ紹介していただく。その後落ち着いた

時点で家庭医に戻っていただく。「紹介・逆紹介の

制度」を勧めています。この制度が浸透すると、外

来患者さんの数が減り、診察や説明に充分時間をか

けることができ、患者さんにも満足していただける

診療ができるものと考えています。またさらに、落

ち着いた診療体制のもとでなら、安心安全な医療が

維持できるものと考えています。

　今後は、当病院が市民病院としての役割を十二分

に発揮できるように、また小児医療はもちろん伊勢

崎佐波地域の医療がさらに充実するように努めてい

きたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

病院の役割
小 林　裕 幸

　「患者さんの病気を治
す」という役割以外にも
病院は様々な機能を持っ
ています。そのひとつに
医療を担う人材育成があ
ります。伊勢崎市民病院
は、群馬大学附属病院、
前橋赤十字病院につい
で、県内で３番目に多い
22人の研修医が働く臨
床研修病院であるのをご

存知でしょうか。この８年間、研修医教育を担当して
きた立場から、当病院が臨床研修病院である意義につ
いて考えてみました。
　様々な疾患に対応するため、医療は専門分化してき
ました。結果、高度な診療ができるようになった反面、
専門分野しかわからない医者が増えてしまったのも事
実です。また、我が国の大学教育では臨床実地教育が
不十分でした。そこで「全人的な診療が出来る医師を
育てていこう」という理念の下、平成16年から、国家
試験に合格後、医師には2年間様々な診療科を研修す
ることが義務付けられました。
　経験の少ない研修医の診療では心配だと考える方も
いらっしゃると思います。しかし、研修医の診療は必
ず上級医（先輩の医師）がチェックするため、かえって
確実なものとなりますし、上級医は研修医に教えるこ
とで自らも学ぶことになります。また研修医は組織横
断的に診療科をむすぶ役割を担うなど、研修医の存在
が医療の質の向上と病院の活性化をもたらしていま
す。
　今年度までに伊勢崎市民病院で研修を修了した医師
は80人にもなりました。これからも伊勢崎市民病院
が有数の研修病院であるためには、市民から信頼され
る病院であり続けなければなりません。私は伊勢崎市
民病院が研修医を育成できる病院であることを誇りに
思うとともに、研修医教育を通して病院の医療レベル
向上に寄与できればと考えています。

副院長兼医療部長

～医師臨床研修と市民病院～
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診療科紹介

　皆さんは、『緩和ケア』という言葉をお聞きになったことがあり
ますか。
　緩和ケアとは、がん(悪性腫瘍)を患い、様々な苦痛を抱える患
者さんとそのご家族が、できる限り良好な生活が送れるよう支
援する医療です。
　以前は終末期の患者さんに限定されていましたが、現在はそ
の適応が拡大されました。がんと診断された時だけでなく、がん
を疑われ検査が始まった時から行われるようになりました。
　そのため当病院では、トータルサポートチーム(緩和ケアチー
ム)と緩和ケア病棟の二つで、少しでも患者さんやそのご家族の
苦痛の軽減が図れるよう日々奮闘しています。
　『がんの苦痛』というとどうしても痛みや呼吸苦などの体の症
状ばかりに目が行きますが、それ以外に抑うつ・不眠などの精神
的な症状や経済的不安などの社会的問題、そして寂しさや虚無
感などその中身は多様です。そのため、緩和ケア医、看護師、臨
床心理士、社会福祉士、薬剤師、栄養士などが主治医と共に連携
し対応しています。
　緩和ケアは、死を早めることにも遅らせることにも手を貸すも
のではありません。また、緩和ケアが治療の妨げになることもあ
りません。
　辛いことがありましたらぜひお近くの医療スタッフに『辛い』
とお話しください。できる限りの支援をさせていただきます。
　詳しくは、がん診療総合センター２階の相談支援センターへ
お問い合わせください。

緩和ケア内科
緩和ケア内科　主任医長　廣野　正法

　この4月より救急科が新設されました。現時点では所属は1名
ですが、昼間救急外来に常駐できるようになりました。救急外来
と各診療科の連携に貢献できるよう、そして受診された方々に少
しでも安心していただくことができればと思います。
　救急外来の役割は、生命を脅かす危険な状態の安定化を図る
ことと、元になる疾病を解き明かすことです。病院は日夜、研修
医、各科コンサルトドクターを配置し、診療の要請にできるだけ
応えられるように努めています。
　当病院は地域医療支援病院として、紹介状を持って受診するこ
とが望まれています。しかし、ある日突然、急な重い疾病に襲わ
れたり、事故に遭遇したり、災害の被災者になることも考えられ
ます。このような時は遠慮無く救急外来を受診してください。

 当病院は、地域の２次救急医療病院としての役割を担い、24
時間365日体制で救急医療を提供しています。

　救急外来は急病に対する応急処置の外来です。
　救急外来は原則として、急病や急なけがなどの患者さんの診
療を行う場です。当然のことながら重症な患者さん、緊急性の
ある患者さんの診療が優先されます。このため、重篤な患者さ
んの処置に時間がかかり長時間お待ちいただいたり、診察の順
番が入れ替わったりすることもあります。
　また、近年救急医療の疲弊、破綻が報じられていますが、伊
勢崎地区も例外ではありません。“仕事で昼間かかれないか
ら”、あるいは“すぐ診てもらえるから”などの理由で救急外来
をご利用されることはご遠慮ください。
　以上、救急外来の特殊性をご理解いただけますようお願いし
ます。

　ご心配や気になることがありましたら、お気軽にお問い
合わせください。

◆ 救急外来を利用される方へ ◆

救 急 科
救急科　主任診療部長　鈴木　一也

笑顔の窓口（外来カウンターについて）

副院長兼経営企画部長
就任のあいさつ 吉 澤　由 幸

　4月から経営企画部長

に就任した吉澤です。

　市民病院の収支状況

は平成22年度決算で14

年ぶりに黒字となり、平

成23年度も職員一丸と

なった努力で黒字を継続

することができました。

赤字続きであった病院を黒字に変えた関係者の努力に

対し敬意を表するとともに、組織力の素晴らしさを改め

て感じました。私も微力ではありますがその仲間に加わ

る者として、強い意志を持って黒字の継続と累積赤字

の解消に向け積極的にチャレンジしたいと考えておりま

す。

　平成24年度の経営改善策は診療報酬改定を効果的

に活用するとともに、地域医療支援病院として地域連

携による収益効果の一層の向上に努めるものです。

　また、７対１看護配置体制の維持や医師事務作業補

助者の20対１体制の確立等と併せて、病院としてのメイ

ンである医師や看護師の確保による医療体制の充実を進

めます。さらに放射線治療装置ライナックの更新をはじ

め、計画的な診療器械の更新を実施します。

　医療収益の増加と経費の縮減を図りながらの病院運営

となりますが、市民病院も築14年となり、機械設備が

順次更新時期を迎えており、今後の投資的経費の増加

が避けられない状況となっています。

　今後は厳しい財政状況が想定されますが、最新医療

機器の導入も計画的に実施することで、激化する病院間

競争を勝ち抜くとともに、地域医療の質的向上も図りな

がら、地域住民の安心安全な生活を確保することが市民

病院の使命と考えております。

　ここ数年が病院経営の正念場であり、小林病院長を

中心に全職員一丸となって頑張って参りますので、皆さ

んの御指導、御協力をよろしくお願いいたします。

　病院に入ると先ず始めに目にするのが受付窓口です。
　この窓口は、診察申し込みや診察後の会計手続きなどを行う
場所です。担当職員は病気や怪我で来院される方に、少しでも
安心して受診していただけるよう心がけて日常業務に当たって
います。
　窓口を担当している職員が心がけていることがもう一つあり
ます。それは笑顔での応対です。笑顔は人の心を穏やかにして
リラックスさせる効果があり、不安を抱えている患者さんにとっ
ては安心感が生まれます。
　時として笑顔が適さない場面もありますが、患者さんに「寄
り添う」ことで不安が解消するよう努めています。
　人の第一印象は、身だしなみや第一声の態度で大半が決まってしまうと言われており、ひいては病院全体の印象
にも影響を与える大切なことでもあります。
　窓口の業務で、うれしいことは患者さんやご家族から「ありがとう」と言ってもらえた時です。
　私たち窓口を担当する職員は、１つでも多くの「ありがとう」がいただけるよう笑顔を忘れず日々努力していきた
いと思っています。



2012年　No.43

32

診療科紹介

　皆さんは、『緩和ケア』という言葉をお聞きになったことがあり
ますか。
　緩和ケアとは、がん(悪性腫瘍)を患い、様々な苦痛を抱える患
者さんとそのご家族が、できる限り良好な生活が送れるよう支
援する医療です。
　以前は終末期の患者さんに限定されていましたが、現在はそ
の適応が拡大されました。がんと診断された時だけでなく、がん
を疑われ検査が始まった時から行われるようになりました。
　そのため当病院では、トータルサポートチーム(緩和ケアチー
ム)と緩和ケア病棟の二つで、少しでも患者さんやそのご家族の
苦痛の軽減が図れるよう日々奮闘しています。
　『がんの苦痛』というとどうしても痛みや呼吸苦などの体の症
状ばかりに目が行きますが、それ以外に抑うつ・不眠などの精神
的な症状や経済的不安などの社会的問題、そして寂しさや虚無
感などその中身は多様です。そのため、緩和ケア医、看護師、臨
床心理士、社会福祉士、薬剤師、栄養士などが主治医と共に連携
し対応しています。
　緩和ケアは、死を早めることにも遅らせることにも手を貸すも
のではありません。また、緩和ケアが治療の妨げになることもあ
りません。
　辛いことがありましたらぜひお近くの医療スタッフに『辛い』
とお話しください。できる限りの支援をさせていただきます。
　詳しくは、がん診療総合センター２階の相談支援センターへ
お問い合わせください。

緩和ケア内科
緩和ケア内科　主任医長　廣野　正法

　この4月より救急科が新設されました。現時点では所属は1名
ですが、昼間救急外来に常駐できるようになりました。救急外来
と各診療科の連携に貢献できるよう、そして受診された方々に少
しでも安心していただくことができればと思います。
　救急外来の役割は、生命を脅かす危険な状態の安定化を図る
ことと、元になる疾病を解き明かすことです。病院は日夜、研修
医、各科コンサルトドクターを配置し、診療の要請にできるだけ
応えられるように努めています。
　当病院は地域医療支援病院として、紹介状を持って受診するこ
とが望まれています。しかし、ある日突然、急な重い疾病に襲わ
れたり、事故に遭遇したり、災害の被災者になることも考えられ
ます。このような時は遠慮無く救急外来を受診してください。

 当病院は、地域の２次救急医療病院としての役割を担い、24
時間365日体制で救急医療を提供しています。

　救急外来は急病に対する応急処置の外来です。
　救急外来は原則として、急病や急なけがなどの患者さんの診
療を行う場です。当然のことながら重症な患者さん、緊急性の
ある患者さんの診療が優先されます。このため、重篤な患者さ
んの処置に時間がかかり長時間お待ちいただいたり、診察の順
番が入れ替わったりすることもあります。
　また、近年救急医療の疲弊、破綻が報じられていますが、伊
勢崎地区も例外ではありません。“仕事で昼間かかれないか
ら”、あるいは“すぐ診てもらえるから”などの理由で救急外来
をご利用されることはご遠慮ください。
　以上、救急外来の特殊性をご理解いただけますようお願いし
ます。

　ご心配や気になることがありましたら、お気軽にお問い
合わせください。

◆ 救急外来を利用される方へ ◆

救 急 科
救急科　主任診療部長　鈴木　一也

笑顔の窓口（外来カウンターについて）

副院長兼経営企画部長
就任のあいさつ 吉 澤　由 幸

　4月から経営企画部長

に就任した吉澤です。

　市民病院の収支状況

は平成22年度決算で14

年ぶりに黒字となり、平

成23年度も職員一丸と

なった努力で黒字を継続

することができました。

赤字続きであった病院を黒字に変えた関係者の努力に

対し敬意を表するとともに、組織力の素晴らしさを改め

て感じました。私も微力ではありますがその仲間に加わ

る者として、強い意志を持って黒字の継続と累積赤字

の解消に向け積極的にチャレンジしたいと考えておりま

す。

　平成24年度の経営改善策は診療報酬改定を効果的

に活用するとともに、地域医療支援病院として地域連

携による収益効果の一層の向上に努めるものです。

　また、７対１看護配置体制の維持や医師事務作業補

助者の20対１体制の確立等と併せて、病院としてのメイ

ンである医師や看護師の確保による医療体制の充実を進

めます。さらに放射線治療装置ライナックの更新をはじ

め、計画的な診療器械の更新を実施します。

　医療収益の増加と経費の縮減を図りながらの病院運営

となりますが、市民病院も築14年となり、機械設備が

順次更新時期を迎えており、今後の投資的経費の増加

が避けられない状況となっています。

　今後は厳しい財政状況が想定されますが、最新医療

機器の導入も計画的に実施することで、激化する病院間

競争を勝ち抜くとともに、地域医療の質的向上も図りな

がら、地域住民の安心安全な生活を確保することが市民

病院の使命と考えております。

　ここ数年が病院経営の正念場であり、小林病院長を

中心に全職員一丸となって頑張って参りますので、皆さ

んの御指導、御協力をよろしくお願いいたします。

　病院に入ると先ず始めに目にするのが受付窓口です。
　この窓口は、診察申し込みや診察後の会計手続きなどを行う
場所です。担当職員は病気や怪我で来院される方に、少しでも
安心して受診していただけるよう心がけて日常業務に当たって
います。
　窓口を担当している職員が心がけていることがもう一つあり
ます。それは笑顔での応対です。笑顔は人の心を穏やかにして
リラックスさせる効果があり、不安を抱えている患者さんにとっ
ては安心感が生まれます。
　時として笑顔が適さない場面もありますが、患者さんに「寄
り添う」ことで不安が解消するよう努めています。
　人の第一印象は、身だしなみや第一声の態度で大半が決まってしまうと言われており、ひいては病院全体の印象
にも影響を与える大切なことでもあります。
　窓口の業務で、うれしいことは患者さんやご家族から「ありがとう」と言ってもらえた時です。
　私たち窓口を担当する職員は、１つでも多くの「ありがとう」がいただけるよう笑顔を忘れず日々努力していきた
いと思っています。
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「白衣 今昔」

（文　看護副部長　木村恭子）

　看護師の代名詞であるナイチンゲールは、クリミア戦争
（1854年～ 56年）において、帽子とワンピースをまとい、
必死に看護活動を行いました。
　日本では、1886年に看護婦養成の教育が始まり、その
当時の服装は白・濃紺の制服制帽、袴に草履というスタイ
ルでした。その後、1920年代には詰襟のワンピーススタイ
ルが採用されるようになりました。1940年頃から欧州の看
護婦の白衣が非常に活動的であることをヒントに改良され、
折り衿でヒダの少ないスカートへとスタイルが変化しました。
長い白衣は不潔と言われ、床上９寸と決められ、靴も登場
しました。第二次世界大戦後「保健衛生法・環境衛生法」
が制定され、「清潔な白衣を身に着けなければならない」
と義務づけられました。そのため、綿100％の白のワンピー
スが看護婦のユニフォームとして全国的に普及していきまし

た。現在では、皺になりにく
い合成繊維の素材となり、
動きやすさを重視したパンツ
と上衣を組み合わせたもの
や、白だけでなく様々な色や
柄のものも増えてきました。
　当病院では、2002年4月
に、ワンピース型の白衣か
らパンツと上衣を組み合わ
せた白衣へと変わり、現在に至っています。
　形は変わっても看護師の象徴である白衣を着ることで、
看護師としての自覚や使命感・責任感が生まれます。また、
患者さんからも看護師と認めてもらうことができます。清
潔な白衣と明るい笑顔で患者さんに接するよう努めていき
ます。

患者満足度調査報告

『白衣ネット』より引用

　当病院では、皆様のご意見を伺い、病院のサービス改善に取り組むために毎年「患者満足度調査」を実施しています。
ここに調査結果の一部についてご報告します。今後とも、利用しやすい病院へ向け改善に努めていきます。

◎設問「全体として伊勢崎市民病院に満足している」

　医療サービスとして重要な10項目について伺いました。回答の平均値を５段階評価で表しています。

【入院】有効回答数　278件 【外来】有効回答数　499件

【入院】有効回答数　320件 【外来】有効回答数　621件

◆実施日：入院　平成24年１月18日～１月31日　　外来　平成24年１月23日・24日

◎総合的な設問 副院長に就任して
前 田　昇 三副院長

　平成24年４月１日よ

り副院長の重責を担う

ことになりました前田

昇三と申します。

　昭和58年に群馬大学

医学部を卒業し、藤岡、

桐生、前橋などの総合

病院に勤務、その後群

馬県立がんセンター、

同小児医療センターを経て、平成14年に小児科部

長として伊勢崎市民病院に赴任いたしました。医師

となり30年、市民病院に赴任して10年が経過しま

した。現在も、小児科学会専門医、アレルギー学会

認定医として、小児喘息をはじめとした小児の様々

な疾患の治療に携わっています。

　ところで、現在、市民病院は急性期病院として入

院が必要となる重篤な患者さんの診療を主とした病

院運営を目指しています。そこで、皆さんに家庭医

を持っていただき、入院や詳しい検査が必要な場合

は市民病院へ紹介していただく。その後落ち着いた

時点で家庭医に戻っていただく。「紹介・逆紹介の

制度」を勧めています。この制度が浸透すると、外

来患者さんの数が減り、診察や説明に充分時間をか

けることができ、患者さんにも満足していただける

診療ができるものと考えています。またさらに、落

ち着いた診療体制のもとでなら、安心安全な医療が

維持できるものと考えています。

　今後は、当病院が市民病院としての役割を十二分

に発揮できるように、また小児医療はもちろん伊勢

崎佐波地域の医療がさらに充実するように努めてい

きたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

病院の役割
小 林　裕 幸

　「患者さんの病気を治
す」という役割以外にも
病院は様々な機能を持っ
ています。そのひとつに
医療を担う人材育成があ
ります。伊勢崎市民病院
は、群馬大学附属病院、
前橋赤十字病院につい
で、県内で３番目に多い
22人の研修医が働く臨
床研修病院であるのをご

存知でしょうか。この８年間、研修医教育を担当して
きた立場から、当病院が臨床研修病院である意義につ
いて考えてみました。
　様々な疾患に対応するため、医療は専門分化してき
ました。結果、高度な診療ができるようになった反面、
専門分野しかわからない医者が増えてしまったのも事
実です。また、我が国の大学教育では臨床実地教育が
不十分でした。そこで「全人的な診療が出来る医師を
育てていこう」という理念の下、平成16年から、国家
試験に合格後、医師には2年間様々な診療科を研修す
ることが義務付けられました。
　経験の少ない研修医の診療では心配だと考える方も
いらっしゃると思います。しかし、研修医の診療は必
ず上級医（先輩の医師）がチェックするため、かえって
確実なものとなりますし、上級医は研修医に教えるこ
とで自らも学ぶことになります。また研修医は組織横
断的に診療科をむすぶ役割を担うなど、研修医の存在
が医療の質の向上と病院の活性化をもたらしていま
す。
　今年度までに伊勢崎市民病院で研修を修了した医師
は80人にもなりました。これからも伊勢崎市民病院
が有数の研修病院であるためには、市民から信頼され
る病院であり続けなければなりません。私は伊勢崎市
民病院が研修医を育成できる病院であることを誇りに
思うとともに、研修医教育を通して病院の医療レベル
向上に寄与できればと考えています。

副院長兼医療部長

～医師臨床研修と市民病院～


