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「X線CTとビートルズ」

併設施設　訪問看護ステーションいせさき

（文　中央放射線科　
　　技師長　関根　一正）

　皆さんは「訪問看護」と聞いて、どのようなイメージをお持ちですか。

　訪問看護は利用者さんのお宅を訪問し、病気や障害を持った人が住み慣れた地域や、ご家庭でその人らしく

療養生活が送れるように、看護を提供するサービスです。

　その人の生活や人生の価値観が向上できるよう予防的支援から看取りまでを支えます。本人だけではなく、

家族の方の症状についての相談や、血圧など健康状態のチェックも行います。一人ひとりの健康課題を早期に

見出し、医師と連携して病気の発症や重症化を防止できるよう努めています。

　現在訪問している地区は、伊勢崎市内のほか隣接した玉村町・前橋市駒形町、遠いところで本庄市であり、

病院から利用者宅まで、車で約30分以内の範囲です。

　在宅での介護の不安は、「退院してから容態が急変したら？」「日常生活はちゃんと過ごすことができるか？」

「再入院することになったら、どうすればいいのか？」「人工肛門のケアがうまくいかない？」「転んだらどうしよ

う？」などいろいろです。

　医師と連絡を取りながら、洗髪や入浴の介助などの清潔援助や、人工呼吸器、在宅酸素、尿留置カテーテル、

経管栄養の管理などの自宅での療養の手伝いを行い、医

師の指示に応じて点滴を行うこともあります。また介護や

日常生活に関する相談を受け福祉サービス、介護用品や

器具の紹介等も行います。

　訪問看護は、医療保険または介護保険を使います。訪

問看護を利用してみたいとお考えの方はお問い合わせく

ださい。

TEL.　０２７０－２５－５０２２（代）

　今や病気の画像診断に欠かすことのできないＸ線ＣＴは、
1972年にイギリスＥＭＩ社の技術者、ハンスフィールドにより
発明された。人体を特に痛みもなく輪切りの像が得られると
いうインパクトは強く、その後の画像診断に与えた影響は計
り知れないものがある。
　1975年には、東京女子医科大学に日本初の装置が導入
され、ＣＴ画像が画面に初めて映し出された時、居合わせた
医師たちは、感嘆の声を上げたと言われている。３年後の
1978年には、当病院にも国産の頭部用ＣＴ装置が導入され
ており、ＣＴの有用性と普及の速さを知ることができる。
　1979年にハンスフィールドは、ＣＴ開発の功績により、ノ
ーベル医学生理学賞を受賞している。
　40年が過ぎた今、コンピューター技術の飛躍的な進歩と

共に、ＣＴも進化を続け、ヘリカルＣＴからマルチスライスＣＴ
へと技術革新がなされ、ボリュームデータの取得が可能とな
り、三次元画像も容易に得られるようになった。従来困難と
されていた動く臓器、心臓も検査できるようになり、冠動脈の
撮影も静脈注射で可能となってきている。
　さて、Ｘ線ＣＴとビートルズの関係だが、所属していたレコ
ード会社がＥＭＩ社で、彼らの記録的なレコードの売り上げ
が、Ｘ線ＣＴ開発の資金
となったと言われている。
ビートルズは音楽の世界
だけでなく、医療の世界
でも大きな足跡を残した
と言っても過言ではない。

年頭挨拶 病院長　小林　幹男

看護副長　登山　寿美江

　新年あけましておめでとうございます。本年もよろしく

お願いします。

　火曜日と金曜日が紹介患者さんのみの初診受付体制とな

って２年になります。お陰様で外来診察もある程度余裕が

でき、検査、手術及び入院診療に時間を回すことができる

ようになりました。

　しかし、まだ外来での待ち時間が１時間以上や手術まで２ヶ月待ちの診療科

もあり、紹介制度をさらに推進する必要があります。今後とも皆様の御協力を

よろしくお願いします。

　当病院事業の３本柱である「がん、救急及び循環器医療」の体制整備も順調

に進んでいます。本年は最新の放射線治療装置や高速多列ＣＴ装置への交換を

行い、より高度な医療の提供をする予定です。救急医療では、入院が必要な重

症救急患者さんをこれまで以上に受け入れて行きたいと思います。

　また、治療に関して患者さんの身体的負担がより少ない医療を提供するため

の内視鏡下手術、外科・泌尿器科・産婦人科のロボット手術及び心臓血管外

科・脳神経外科・整形外科のハイブリッド手術などの高度医療の提供を目指し

ます。

　今年も一年、地域の中核病院、地域医療支援病院として、安心安全で信頼さ

れる医療を提供するために、職員一同頑張りますのでよろしくお願いします。
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冬に流行る感染症

　とうとう、寒い冬の季節になりました。冬に流行る
小児の感染症で問題となるのは、インフルエンザとウ
イルス性胃腸炎です。
　昨年は、RSウイルス感染症が夏の終わりから流行し
ました。年長児がRSウイルスにかかるとただの鼻風邪
ですが、乳幼児がかかると熱が続きゼイゼイして苦し
くなる細気管支炎という病気になります。10月からた
くさんの赤ちゃんが細気管支炎で入院しました。本来
RSウイルスも冬に流行る風邪の一つです。
　例年ですとRSウイルス感染が終息する頃よりインフ
ルエンザの流行が始まります。手洗いやうがいを励行
し、睡眠をよくとり、感染予防に心がけましょう。
　また、ウイルス性胃腸炎の中で、ロタウイルスによる
胃腸炎は、白色の下痢便になり、脱水で入院すること
の多い病気です。もし胃腸炎にかかってしまったら、点
滴と同じような成分の経口補水液（OS-１など）を上手
に補うことで、入院を防ぐことができます。
　皆さんにお願いです。インフルエンザもロタウイルス
性胃腸炎も、ワクチンで予防できる病気です。できるだ
け接種してください。ロタウイルス性胃腸炎は0歳から
1歳代が重症化するため、ワクチンは生後6週から24
週までに接種することとされています。このワクチン
は経口接種といって飲むワクチンで、他のワクチンと
同時接種ができます。また、インフルエンザワクチンは、
6ヶ月から接種できますが、主に1歳からの接種を薦め
ています。
　最近は、ワクチンがいろいろ増えて、迷ってしまうこ
ともあると思います。しかし、病気に罹ってから治すの
ではなく、ワクチンを接種することで、重症化や、流行
が予防でき、全体の医療費も抑えられます。できるだ
けワクチンを接種してください。

小児科編

　冬になると、呼吸器感染症が増加します。
　最近は高齢化社会の到来により、肺炎の患者さんが
増加しています。肺炎は肺炎球菌などの細菌感染が原
因であることが多いですが、それらの細菌は普段から
鼻腔や口腔内に常在していて肺炎を起こします。
　高齢者に多いのは誤嚥性肺炎です。誤嚥性肺炎とは、
高齢になってのみこむ機能の低下により口腔内の細菌
が気管支に入って肺炎を起こすものです。う歯や歯周
病があると肺炎を起こしやすいため口腔内を清潔に保
つことが必要で、口腔内の乾燥を防いで口腔ケアを行
うことが大切です。
　肺炎球菌ワクチンの有効性も認められていて、高齢
者はワクチン接種をお薦めします。
　また、毎年流行するインフルエンザも注意が必要で
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。発熱、鼻水、咳・痰、関節痛などの症状を認め、
診断が確定すると抗インフルエンザ薬の内服治療を
行います。インフルエンザに対しては、何よりもまず日
常生活での感染予防が重要です。手洗い・うがいをし
っかり行い、休養・睡眠を十分にとり規則正しい生活
を送ることが大切です。インフルエンザワクチンの接
種は重症になるのを予防する効果があります。
　肺炎やインフルエンザに負けないように、しっかり
と対策をしてこの冬を元気に過ごしましょう。

内科編
内科医長　鈴木　邦明副院長　前田　昇三
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大

　眼科専門医1名、視能訓練士2名、看護師1名、医療事務補助2名

で診療にあたっています。

　現在、月曜日から金曜日

までの平日は毎日外来を

行い、月曜日の午後に手術

を行っています。診療の対

象としている疾患は可能

な限り限定せず診察し、必

要があれば群馬大学附属

病院と連携しながら治療

にあたっています。

　手術は主に白内障手術を行っていますが、翼状片、小児以外の

眼瞼内反症などの手術にも対応出来ます。大部分の手術は局所麻

酔で行いますが、全身麻酔が必要な患者さんの手術にも対応出来

ます。

　白内障手術に関しては日帰り手術、1泊2日、2泊3日と，患者さ

んの希望に合わせた対応を行っています。

　当科の特徴として、経験豊富な視能訓練士2名を擁し、斜視弱

視に関してきめ細かい対応

を行っていることが挙げら

れます。斜視弱視は非常に

経過の長い疾患で、必要に

応じて視機能訓練や眼鏡処

方を適宜行って行くことが

重要です。そのために十分

な時間をかけた説明・治療

を心がけています。

　外来診療は予約患者さん、診療情報提供書（紹介状）を持参の方を優先して診察しています。 

　当科を受診される際には、是非、診療情報提供書（紹介状）を持参して受診頂けますよう、お願いします。

◆ スタッフ ◆

◆ 診療内容 ◆

◆ 患者さんへお願い ◆ 実施日　　　　　平成２４年１０月２６日（金）
訓練想定概要　　県内発生期から感染拡大期までの流行初期における患者受入れ訓練
訓練内容　　　　患者発生時の連絡と保健所の対応、病院の診察と保健所の調査、救急隊との連携
主　催　　　　　伊勢崎保健福祉事務所

群馬県新型インフルエンザ医療提供訓練を実施しました。
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「X線CTとビートルズ」

併設施設　訪問看護ステーションいせさき

（文　中央放射線科　
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病院から利用者宅まで、車で約30分以内の範囲です。

　在宅での介護の不安は、「退院してから容態が急変したら？」「日常生活はちゃんと過ごすことができるか？」

「再入院することになったら、どうすればいいのか？」「人工肛門のケアがうまくいかない？」「転んだらどうしよ

う？」などいろいろです。

　医師と連絡を取りながら、洗髪や入浴の介助などの清潔援助や、人工呼吸器、在宅酸素、尿留置カテーテル、

経管栄養の管理などの自宅での療養の手伝いを行い、医

師の指示に応じて点滴を行うこともあります。また介護や

日常生活に関する相談を受け福祉サービス、介護用品や

器具の紹介等も行います。

　訪問看護は、医療保険または介護保険を使います。訪

問看護を利用してみたいとお考えの方はお問い合わせく

ださい。

TEL.　０２７０－２５－５０２２（代）

　今や病気の画像診断に欠かすことのできないＸ線ＣＴは、
1972年にイギリスＥＭＩ社の技術者、ハンスフィールドにより
発明された。人体を特に痛みもなく輪切りの像が得られると
いうインパクトは強く、その後の画像診断に与えた影響は計
り知れないものがある。
　1975年には、東京女子医科大学に日本初の装置が導入
され、ＣＴ画像が画面に初めて映し出された時、居合わせた
医師たちは、感嘆の声を上げたと言われている。３年後の
1978年には、当病院にも国産の頭部用ＣＴ装置が導入され
ており、ＣＴの有用性と普及の速さを知ることができる。
　1979年にハンスフィールドは、ＣＴ開発の功績により、ノ
ーベル医学生理学賞を受賞している。
　40年が過ぎた今、コンピューター技術の飛躍的な進歩と

共に、ＣＴも進化を続け、ヘリカルＣＴからマルチスライスＣＴ
へと技術革新がなされ、ボリュームデータの取得が可能とな
り、三次元画像も容易に得られるようになった。従来困難と
されていた動く臓器、心臓も検査できるようになり、冠動脈の
撮影も静脈注射で可能となってきている。
　さて、Ｘ線ＣＴとビートルズの関係だが、所属していたレコ
ード会社がＥＭＩ社で、彼らの記録的なレコードの売り上げ
が、Ｘ線ＣＴ開発の資金
となったと言われている。
ビートルズは音楽の世界
だけでなく、医療の世界
でも大きな足跡を残した
と言っても過言ではない。

年頭挨拶 病院長　小林　幹男

看護副長　登山　寿美江

　新年あけましておめでとうございます。本年もよろしく

お願いします。

　火曜日と金曜日が紹介患者さんのみの初診受付体制とな

って２年になります。お陰様で外来診察もある程度余裕が

でき、検査、手術及び入院診療に時間を回すことができる

ようになりました。

　しかし、まだ外来での待ち時間が１時間以上や手術まで２ヶ月待ちの診療科

もあり、紹介制度をさらに推進する必要があります。今後とも皆様の御協力を

よろしくお願いします。

　当病院事業の３本柱である「がん、救急及び循環器医療」の体制整備も順調

に進んでいます。本年は最新の放射線治療装置や高速多列ＣＴ装置への交換を

行い、より高度な医療の提供をする予定です。救急医療では、入院が必要な重

症救急患者さんをこれまで以上に受け入れて行きたいと思います。

　また、治療に関して患者さんの身体的負担がより少ない医療を提供するため

の内視鏡下手術、外科・泌尿器科・産婦人科のロボット手術及び心臓血管外

科・脳神経外科・整形外科のハイブリッド手術などの高度医療の提供を目指し

ます。

　今年も一年、地域の中核病院、地域医療支援病院として、安心安全で信頼さ

れる医療を提供するために、職員一同頑張りますのでよろしくお願いします。


