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「看護師への道」

（文　看護副部長　中村　小枝子）

　今年も夏休みに高校生を対象に日本看護協会主催の
「ふれあい看護体験」が実施されました。当病院には25
名の高校生が参加しました。参加動機の多くは「看護師
を目指していて、実際の看護の現場を見て体験したかっ
た」でした。
　看護師になるためには、大学などの教育機関において
必要な学科を修めて卒業した後、看護師国家試験に合格
することが必要です。教育機関は、大学・短期大学・看
護師養成所などがあります。2011年４月時点で大学は全
国で200校まで増えています。また、看護師国家試験に
合格した後に、必要な学科を修めていることで、保健師
や助産師になることもできます。　
　ちなみに看護師の始まりは17世紀。中世のヨーロッパ
で、キリスト教の修道女・修道士が神に仕えるため、病人
を集めて日常生活上の世話をしたのが始まりとされていま

す。そして、19世紀
後半に登場したフロ
ーレンス・ナイチンゲ
ールによって、近代
看護が確立しました。
日本では明治時代、
職業としての医師の補助が看護師の始まりとされています。
1886年に日本で初めての看護婦養成所ができました。そ
して長い年月を経て2010年には看護師就業者数は99万
人以上になっています。働く女性の18人に１人が看護職
と言われています。
　看護師は資格があれば生涯を通して働くことができる
専門職です。だからといって資格をとることがゴールでは
ありません。資格取得後も継続した学習を積み重ねること
は必要です。高校生から「看護師になりたい」と言われ
るような職業でありたいと思います。

入退院支援センター
開設について
　当病院では、病院の理念「愛ある医療、誠実

な医療」をめざし職員一同、患者さんへのサー

ビス向上に取り組んでいます。

　退院する患者さんから「一人で生活できるだ

ろうか」「医療費はどのくらいか」などの言葉を

聞くことがあります。いままでは、退院間近に

支援や調整を行っていましたので、時間がかか

るなどの問題がありました。そのため、患者さ

んと早い時期から関わり、不安や心配を取り除

くなどを目的として入退院支援センターを８月

から開設しました。

　当センターは正面玄関を入りエントランス

ホールのほぼ中央、外来からも近い場所にあり

ます。

　入退院支援センターでは、入院が決定した患

者さんと面談をします。内容は、①入院時の事

務手続きなどの案内②利用できる福祉制度や介

護サービスについての説明③治療で不安に感じ

医療サービス課
地域医療連携係　看護副部長　主 代  信 子

ることの相談です。この面談内容は病棟へ伝え

られ、病棟では、早期から支援体制を作り、安

全で安心できる入院生活に繋げていきます。ま

た、必要に応じ退院後の地域の医療機関や介護

機関との連携を図り患者さんを支援します。

　入院する患者さんだけではなくご家族の方、

外来受診の患者さんやご家族の方からの相談も

受け付けています。不安や心配事がありました

ら、お気軽に相談にお越しください。

　日本は世界の中で有数の長寿国となっています。

しかし、老人保健施設などへの入所者や寝たきりの

人も多く素直には喜べない面も見られます。やはり

私たちの目指すところは介護を要しない自立した生

活のできる健康長寿です。人間ドックは特定健康診

査などと違い、健康に対する意識の高まりなどを通

して自主的に受けるものと考えます。是非とも結果

を十分に活用して病気の早期発見、早期治療に役立

ててください。

　人間ドックの検査項目は、主に日常生活習慣病に

関するものとがん検診的意味合いの強いものに分か

れます。

　日常生活習慣病の検査は高血圧、高脂血症、糖尿

病、肥満など動脈硬化を早めるリスクファクター

（危険因子）を発見し、脳梗塞、心筋梗塞、腎不全、

眼底出血など、ADL(日常生活動作)を低下させ、時

には死に直面する病気を予防することにあります。

しかし、こうした病気には症状は特になく、生活に

困ることもありませんので対応が遅れてしまうこと

も見受けられます。また、リスクファクターが重複

している人や異常の強い人ほど発症しやすいと考え

られます。年を重ねても自立した生活をするために

は、全部はできなくとも今できることを積み重ねリ

スクを少しでも減らしていくことが大事です。

　がん検診に関することは現状ではなるべく受けて

早期がんの発見に努めてほしいと考えます。今は肺

がんが、がん死の首位になっていますが、私が医者

に成り立ての頃はがん死といえば胃がんがほとんど

でした。現在、胃がんのリスクファクターとしてピ

ロリ菌感染や萎縮性胃炎の存在が言われています。

リスクの高い人は毎年検査を受けることは大事です。

　健康長寿を目指し、少しでも役立つ人間ドックに

なるようスタッフ一同努力しております。

健康長寿を目指して 内科診療部長（検診担当）　長澤　亨

2P 病理診断科の問題の答え　：　①脂肪肝　　②大腸がん　　③肺がん（扁平上皮がん）
しぼうかん はい へんぺいじょうひだいちょう

時　間

場　所

：月曜～金曜日（土日祝日を除く）
　午前８時30分～午後5時15分
：１階エントランスホール

（H24年度ふれあい看護体験）（H24年度ふれあい看護体験）
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診療科紹介

　皆さんは病理診断科を耳にしたことがありますか？

外来診療担当医表には記載されていませんが、当病院の

様な厚生労働省指定の地域がん診療連携拠点病院には

無くてはならない診療科なのです。病理は医学が始まった

時代からある医療の一分野なのですが、数年前やっと標

榜が許された古くて新しい科なのです。

　ところで、患者の皆さんと病理診断科はどのように、関

わっているでしょうか？皆さんが当病院の各診療科で診

察を受けた際に、「念の為、細胞を調べましょう」とか「内

視鏡検査で、組織を調べましょう」と、診察した医師が皆

さんの体の一部を検体として採取することがあります。そ

病理診断科 主任診療部長　鈴木　豊

の検体が送られる先が病理検査室です。そこでは、検体が

細胞ならば、赤･青･紫に染め分け、組織ならば、１mmの

200～500分の１の薄さに薄切し、同じく染めて顕微鏡で

観察します。「がんが有るか？」「重症な疾患に陥っていな

いか？」などを診断し、その結果を診察した医師に報告し

ます。そして、患者の皆さんに病名として、伝えられるので

す。

　従って、患者の皆さんとは直接お目にかかることはない

ので、外来診療担当医表には記載されていないのです。

　当然、診断科ですから、より厳密に、より正確な診断が

要求されますので、専門的なスタッフが必要です。当病院

では、細胞診断は臨床細胞検査士３名と細胞診専門医１

名が、組織診断は、標本を作製する臨床検査技師５名と常

勤病理医１名及び群馬大学病理からの非常勤病理医６名

が担当しています。

　その他、不幸にして逝去なされ、ご遺族の方の協力が得

られたご遺体の剖検を行います。剖検結果は臨床病理検

討会（CPC）を通して、今後の診療に役立てる為の資料や

記録を作成し、それらの保存管理は40年に渡ります。縁の

下の力持ちとして、陰から病院診療の根幹を支えている科

が病理診断科なのです。患者の皆さんが安心して診療･治

療が受けられるように、頑張っています。

では、顕微鏡を覗いてみましょう。
図①②③は、どんな診断が報告されると皆さんは思いますか？
○○の中に文字（ひらがな）を入れてみましょう。　
答えは４ページにあります。

❶○○○かん

❷○○○○○がん ❸○○がん

正常な状態

　　　　飽食の時代の
産物といわれ、食の乱れ
が大きな原因です。（右側
は正常な状態です。）

ヒント！

　　　　数十年の喫煙歴
がある人に多く、たんが絡
みやすいなどの症状が出
る呼吸器の病気です。

ヒント！　　　　日本では、胃が
んを追い越し肺がんと共
に多くなっています。

ヒント！

がん 正常がん 正常

◆◆◆地域がん診療連携拠点病院事業◆◆◆

　９月９日（日）伊勢崎市民プラザで「伊勢崎市民病
院のがん医療～知っておきたいがんの知識～」をテー
マに医師、看護師など４名のスタッフが講演発表と質
疑応答を行いました。当日は市内外から約200名の
皆様に参加いただき、大盛況のうちに終えることがで
きました。

　看護外来は、疾病を持ちながら地域で療養・社会生活を営
む患者さんやご家族に対し、生活が円滑に送れるように専門
の知識や技術を持つ看護師が、医師等と連携を図りながら
相談や指導を行う外来です。現在、当病院では９分野の看護
外来を開設しています。看護外来担当看護師と病棟看護師
が連携することで、入院から在宅まで切れ目のない看護を
提供しています。自宅で困ったこと、疑問に感じたこと、医師
には聞きにくいことなど、看護師の視点からサポートしてい
ます。詳しくは病院ホームページをご覧いただくか、下記の
担当外来までお問い合わせください。　

　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』などを通して様々な情報を提供してまいります。

『公開講演会』を開催しました

医療サービス課地域医療連携係

看護外来について

乳腺看護外来

緩和看護外来

フットケア外来

糖尿病療養指導士外来

糖尿病地域連携パス外来

ストーマ外来

ウロストーマ外来

助産師外来

母乳外来

乳がん全般、リンパ浮腫に関する支援

緩和ケア、がんに伴う苦痛に関する支援

糖尿病患者の足のケアに関する支援

糖尿病の日常生活指導や自己注射指導

糖尿病地域連携クリニカルパス患者の支援

ストーマ造設患者の自己管理指導

ウロストーマ造設患者の自己管理指導

３５週までの妊婦指導・健康診査・相談

母乳支援・新生児発育の支援

担当外来名看護外来名 外来日

外科外来

内科外来

内科外来

内科外来

内科外来

外科外来

泌尿器科外来

産婦人科外来

産婦人科外来

月・金

火・木
午後
第2・4金
午後
月・金
午後

水
午後
第2・4火
午後
月～金
午前
月～金
午後

月～金

対応内容

看護副長　市川　加代
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「看護師への道」

（文　看護副部長　中村　小枝子）

　今年も夏休みに高校生を対象に日本看護協会主催の
「ふれあい看護体験」が実施されました。当病院には25
名の高校生が参加しました。参加動機の多くは「看護師
を目指していて、実際の看護の現場を見て体験したかっ
た」でした。
　看護師になるためには、大学などの教育機関において
必要な学科を修めて卒業した後、看護師国家試験に合格
することが必要です。教育機関は、大学・短期大学・看
護師養成所などがあります。2011年４月時点で大学は全
国で200校まで増えています。また、看護師国家試験に
合格した後に、必要な学科を修めていることで、保健師
や助産師になることもできます。　
　ちなみに看護師の始まりは17世紀。中世のヨーロッパ
で、キリスト教の修道女・修道士が神に仕えるため、病人
を集めて日常生活上の世話をしたのが始まりとされていま

す。そして、19世紀
後半に登場したフロ
ーレンス・ナイチンゲ
ールによって、近代
看護が確立しました。
日本では明治時代、
職業としての医師の補助が看護師の始まりとされています。
1886年に日本で初めての看護婦養成所ができました。そ
して長い年月を経て2010年には看護師就業者数は99万
人以上になっています。働く女性の18人に１人が看護職
と言われています。
　看護師は資格があれば生涯を通して働くことができる
専門職です。だからといって資格をとることがゴールでは
ありません。資格取得後も継続した学習を積み重ねること
は必要です。高校生から「看護師になりたい」と言われ
るような職業でありたいと思います。

入退院支援センター
開設について
　当病院では、病院の理念「愛ある医療、誠実

な医療」をめざし職員一同、患者さんへのサー

ビス向上に取り組んでいます。

　退院する患者さんから「一人で生活できるだ

ろうか」「医療費はどのくらいか」などの言葉を

聞くことがあります。いままでは、退院間近に

支援や調整を行っていましたので、時間がかか

るなどの問題がありました。そのため、患者さ

んと早い時期から関わり、不安や心配を取り除

くなどを目的として入退院支援センターを８月

から開設しました。

　当センターは正面玄関を入りエントランス

ホールのほぼ中央、外来からも近い場所にあり

ます。

　入退院支援センターでは、入院が決定した患

者さんと面談をします。内容は、①入院時の事

務手続きなどの案内②利用できる福祉制度や介

護サービスについての説明③治療で不安に感じ

医療サービス課
地域医療連携係　看護副部長　主 代  信 子

ることの相談です。この面談内容は病棟へ伝え

られ、病棟では、早期から支援体制を作り、安

全で安心できる入院生活に繋げていきます。ま

た、必要に応じ退院後の地域の医療機関や介護

機関との連携を図り患者さんを支援します。

　入院する患者さんだけではなくご家族の方、

外来受診の患者さんやご家族の方からの相談も

受け付けています。不安や心配事がありました

ら、お気軽に相談にお越しください。

　日本は世界の中で有数の長寿国となっています。

しかし、老人保健施設などへの入所者や寝たきりの

人も多く素直には喜べない面も見られます。やはり

私たちの目指すところは介護を要しない自立した生

活のできる健康長寿です。人間ドックは特定健康診

査などと違い、健康に対する意識の高まりなどを通

して自主的に受けるものと考えます。是非とも結果

を十分に活用して病気の早期発見、早期治療に役立

ててください。

　人間ドックの検査項目は、主に日常生活習慣病に

関するものとがん検診的意味合いの強いものに分か

れます。

　日常生活習慣病の検査は高血圧、高脂血症、糖尿

病、肥満など動脈硬化を早めるリスクファクター

（危険因子）を発見し、脳梗塞、心筋梗塞、腎不全、

眼底出血など、ADL(日常生活動作)を低下させ、時

には死に直面する病気を予防することにあります。

しかし、こうした病気には症状は特になく、生活に

困ることもありませんので対応が遅れてしまうこと

も見受けられます。また、リスクファクターが重複

している人や異常の強い人ほど発症しやすいと考え

られます。年を重ねても自立した生活をするために

は、全部はできなくとも今できることを積み重ねリ

スクを少しでも減らしていくことが大事です。

　がん検診に関することは現状ではなるべく受けて

早期がんの発見に努めてほしいと考えます。今は肺

がんが、がん死の首位になっていますが、私が医者

に成り立ての頃はがん死といえば胃がんがほとんど

でした。現在、胃がんのリスクファクターとしてピ

ロリ菌感染や萎縮性胃炎の存在が言われています。

リスクの高い人は毎年検査を受けることは大事です。

　健康長寿を目指し、少しでも役立つ人間ドックに

なるようスタッフ一同努力しております。

健康長寿を目指して 内科診療部長（検診担当）　長澤　亨

2P 病理診断科の問題の答え　：　①脂肪肝　　②大腸がん　　③肺がん（扁平上皮がん）
しぼうかん はい へんぺいじょうひだいちょう

時　間

場　所

：月曜～金曜日（土日祝日を除く）
　午前８時30分～午後5時15分
：１階エントランスホール

（H24年度ふれあい看護体験）（H24年度ふれあい看護体験）


