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地方公営企業会計改正

療養の場でもある「生活」を一緒に考える

専門分野のエキスパート　専門・認定看護師紹介
～慢性疾患看護専門看護師～

看護部外来　看護副主任　木嶋　千枝

（文　企画財政課長　髙尾　貞治）

　当病院の会計手法は地方公営企業会計基準によ
り処理されています。その地方公営企業会計制度が、
昭和41年以来46年ぶりに全面的に見直され本年度
から適用されています。
　今回の改正の背景は、企業会計基準等により運営
されている病院との比較分析を容易にするとともに、
各種会計制度の整合性を図る必要が生じていること
などが掲げられています。
　当病院では職員の退職に伴う退職給与引当金は、
計画的に計上してきたため殆ど影響を受けませんが、

賞与引当金及び貸倒引当金の計上により大きな影
響を受けることになります。
　賞与引当金は、事業年度末に在職する職員の翌年
度6月に支給される賞与に対して、当事業年度の負担
に属する支給対象期間相当分（12月～3月）である4
ヶ月分を引当金として計上することになりました。また、
債権の評価を行うため、未収金等の債権のうち回収
することが困難と見込まれる額を貸倒引当金として
計上すことになりました。両引当金ともに本年度に特
別損失に計上することになり、年度当初から厳しいス
タートとなりました。

　私は運動と自然が好きで、ジョギングと山の
四季を楽しんでます。自然の中に身を置くと自分
のエゴに気づかされます。今まで沢山の患者さ
んから元気や優しさをいただいてまいりました。
今もお一人おひとりの人生に携わり、色々な価値
観や考え方から気づく事が多く、医療は出会いや
経験を通じて皆で支えているのだと感じます。
　現在、慢性疾患看護専門看護師として、糖尿
病や難病など完治が難しい病気を抱えた方やご
家族の生活をサポートさせていただいています。
時に「健康でいたいけど我慢もしたくない」と本
音を話されることもよくあります。長く患い、痛く
もかゆくもなければ尚更です。どうしたら希望に
沿って悪化を防げるのか？と悩みます。その様な
時は、患者さんのからだ・気持ち・環境について
じっくり伺って、必要な情報を必要なだけ伝え、

生活などを一
緒に整理しま
す。すると、不
思議とほとん
どの患者さん
が自分で考え
答えを出され
るのです。
　人は迷いやすいです。しかし、大切な何か、例
えば夢や孫の成長のような楽しみが一つでも
はっきりすると療養の糸口が見つかることがあり
ます。「病気になったけど独りではない」と感じて
もらえるよう、外来・病棟に関わらず患者さんと共
に考え、お役に立てたら看護師冥利に尽きます。
ぜひ、お気軽にお声かけください。

より安全で質の高い最先端医療の提供
～手術支援ロボット導入～

夏号

　当病院では、より安全で質の高い最先端医療を提供できるように、今年度、手術支援ロボットを導
入します。
　このロボットによる手術は右下の写真のように先端に鉗子を付けたアーム３本と10倍のズームが可
能な内視鏡カメラを患者の腹部に挿入し、執刀医はロボットとケーブルでつながったコンソール（操作
台）に座り、モニターに映し出される患部の立体映像を見ながら、コントローラーなどで手術アームを
遠隔操作し、患部の切除や縫合を行います。
　従来の腹腔鏡下手術に比べて操作性が高く、手術アーム先端の鉗子は人間の手の動きを正確に
再現するとともに、関節の360度回転などロボットにしかできない動きもできます。また、ズーム機能に
より、今まで確認が困難だった微細な血管や神経が確認できるようになり、より精密な手術が可能と
なります。
　この術式は、開腹手術に比べ、傷口が小さいため出血量も少なくて済み、術後の疼痛が少なく、回復
も早くなります。また、周辺の臓器に負担をかけないため合併症のリスクを大幅に回避できるなどのメ
リットがあります。
　また、医師にとっても座ったままで操作ができることから身体的な負担も軽減されます。
　当病院では、この手術支援ロボットの導入で、より安全で質の高い医療の提供に努めていきます。な
お、本年中にも保険診療となっている泌尿器科前立腺がんの手術から開始する予定です。

ロボット本体

ロボット本体

コンソール
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　最近では紫外線の有害性は広く知れ渡り、紫外線から肌や眼を守らなければならないという意

識は10年前に比べれば強くなっています。紫外線情報が天気予報に併せて案内されることも多

くなり、日常生活で注意を払う人は確実に増えています。しかし紫外線がどうして悪いかを正し

く理解している人はまだ多くはないでしょう。紫外線は美容に深く関係するため、女性のほうが

その危険性を認識しており、実際紫外線対策に注意している方をよく見受けます。しかし、男性

は、皮膚癌等を発症してから初めてその有害性を知る人のほうが多いようです。

　紫外線が引き起こす病気には、ごく一部の人にしか起こらない稀な疾患と、誰にでも生じる

可能性のある疾患があります。ここでは後者について述べます。誰もが知っているのがいわゆ

る日焼け（日光皮膚炎）と呼ばれる状態で、過度の紫外線を浴びた際に肌の色が赤くなったり、

その後黒くなったりする状態です。ひどいときには水ぶくれができたりただれたりします。こ

れは大量の紫外線を浴びたあと、まもなく生じるため、誰もが原因として紫外線を思い浮かべ

ることができます。しかし問題になるのは、すぐに発生する障害よりも、数十年紫外線にさら

された影響で発生する光老化と呼ばれるシミ、しわや皮膚腫瘍、皮膚がんです。シミ、しわは

美容的な問題となり、皮膚がんの発生はときに生命を脅かすことになります。いずれも紫外線

を長時間浴びる部位に発生するので、ほとんどが顔面や手の甲であり、特に皮膚がんは顔面に

多くみられます。予防方法は、①紫外線の強い日中に屋外で過ごす時間を制限する②屋外では

日陰で過ごす③ＵＶカットの衣類、帽子、サングラスを身に着ける④サンスクリーン（日焼け

止め）を使用するなどです。これらは子どもの頃から実践することが重要です。とくにサンス

クリーンは規定よりも塗布量が少ないと効果が極端に低下するので、十分な量を塗布すること

が大切です。

紫外線が引き起こす病気　
―夏の紫外線対策―

皮膚科　医療副部長　田村　敦志

説明書にある使用量をしっかり塗りましょう

顔に使用する場合
クリーム状にでるタイプの日焼け止めは、パール粒２個分、液状に
でるタイプは、１円硬貨２個分を手のひらに取る。額、鼻の上、両頬、
アゴに分けて置き、そこからまんべんなくていねいに塗り伸ばす。
そのあともう一度同じ量を重ねづけする。

クリーム状（パール粒×２） 液状（１円硬貨大×２）

紫外線環境保健マニュアル2008（環境省）より引用

　今年もまた暑い夏がやってきました。夏というと夏休み、花火大会、海水浴、スイカ、枝豆で生ビールなど楽しいことが
いろいろと思い浮かびます。･･･でも、みなさん、熱中症に注意してくださいね。
　熱中症とは、“高温環境下で体内の水分や塩分のバランスが崩れたり、体内の調整機能がくずれるなどして発症する障
害の総称”です。重症になると死亡することもありますが、予防法を知っていれば防ぐことができます。
　2010年に当病院で熱中症の調査を行った結果をここで紹介しておきます。グラフ1は伊勢崎市の最高気温の推移と
来院した熱中症患者数です。梅雨が明けて急に気温が上がると熱中症の発生が増えることが分かります。その後は体が
高温になれてくるためか発生は減りますが、突発的な高温時にはやはり発生は増えます。グラフ2は熱中症患者の年齢と
発症時の状況を表したものです。熱中症の原因は（簡単に言うと）、学生さんは炎天下のスポーツ、働いている人は暑い環
境下での肉体労働ですが、高齢者は散歩程度の運動や、ただ家で寝ているだけでも熱中症になった方もいます。
　熱中症の症状として初めはめまい～立ちくらみ、筋肉痛やこむら返りなどが現れることが多いです。このような場合は
涼しいところで休息をとり、塩分を含んだ冷たい飲み物を飲用しましょう。吐き気があって飲用できない場合や頭痛、倦
怠感、虚脱感などを伴う場合は、点滴などの治療を必要とすることもあるので近くの医療機関を受診してください。重症
になるとけいれんや意識障害を起こします。この場合は迷わず救急車を呼びましょう。
　予防としては、“暑いところには出ないでエアコンの効いた家でおとなしくしていましょう。”と言えば簡単ですが、そう
いうわけにもいきません。作業中はこまめに休憩をとり、塩分を含んだ冷たい飲料で水分補給をしましょう。家にいるとき
でも暑い時は電気代を節約し過ぎず適切にエアコンを利用しましょう。

救急センター　医療副部長　中島　重良

薬剤部長　新井　裕子

熱中症にご注意熱中症にご注意

～高温多湿のこの季節に注意すること～
　クスリは日光・温度・湿度に影響を受けます。そのため、直射日光が当たらず高温多湿を避けるよう保管する必要があり
ます。ほとんどの医薬品は室温（１～30℃）保存とされています。夏場に旅行・外出などで薬を外に持ち出す場合、一番気を
つけなければいけないのは車内です。天気のよい日の車内は50℃以上になることもあるからです。湿気を通さないジッ
パー付きビニール袋等に乾燥剤と一緒に入れ、車内に置き忘れないように手持ちのバッグに入れておきましょう。
　また、「冷所保存」のクスリは、別途指示がない限り15℃以下と定義されています。坐薬は体温で溶け出す仕組みになっ
ているためほとんどのものが冷所保存ですが、一度溶けてしまった坐薬は使用しないでください。「遮光保存」のクスリ
は、光に当たると分解や変性が起こるため光を通さない入れ物に入れます。目薬などは遮光保存のものが多く専用の袋
がついています。
　市販されているクスリについては、必ず添付の説明文書を確認しましょう。薬剤師は、製造・流通を経てみなさんのお
手元に届くまで、適切に管理しています。クスリの保管については、薬剤師が把握していますので、いつでもご相談くだ
さい。

クスリの管理クスリの管理
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地方公営企業会計改正

療養の場でもある「生活」を一緒に考える

専門分野のエキスパート　専門・認定看護師紹介
～慢性疾患看護専門看護師～

看護部外来　看護副主任　木嶋　千枝

（文　企画財政課長　髙尾　貞治）

　当病院の会計手法は地方公営企業会計基準によ
り処理されています。その地方公営企業会計制度が、
昭和41年以来46年ぶりに全面的に見直され本年度
から適用されています。
　今回の改正の背景は、企業会計基準等により運営
されている病院との比較分析を容易にするとともに、
各種会計制度の整合性を図る必要が生じていること
などが掲げられています。
　当病院では職員の退職に伴う退職給与引当金は、
計画的に計上してきたため殆ど影響を受けませんが、

賞与引当金及び貸倒引当金の計上により大きな影
響を受けることになります。
　賞与引当金は、事業年度末に在職する職員の翌年
度6月に支給される賞与に対して、当事業年度の負担
に属する支給対象期間相当分（12月～3月）である4
ヶ月分を引当金として計上することになりました。また、
債権の評価を行うため、未収金等の債権のうち回収
することが困難と見込まれる額を貸倒引当金として
計上すことになりました。両引当金ともに本年度に特
別損失に計上することになり、年度当初から厳しいス
タートとなりました。

　私は運動と自然が好きで、ジョギングと山の
四季を楽しんでます。自然の中に身を置くと自分
のエゴに気づかされます。今まで沢山の患者さ
んから元気や優しさをいただいてまいりました。
今もお一人おひとりの人生に携わり、色々な価値
観や考え方から気づく事が多く、医療は出会いや
経験を通じて皆で支えているのだと感じます。
　現在、慢性疾患看護専門看護師として、糖尿
病や難病など完治が難しい病気を抱えた方やご
家族の生活をサポートさせていただいています。
時に「健康でいたいけど我慢もしたくない」と本
音を話されることもよくあります。長く患い、痛く
もかゆくもなければ尚更です。どうしたら希望に
沿って悪化を防げるのか？と悩みます。その様な
時は、患者さんのからだ・気持ち・環境について
じっくり伺って、必要な情報を必要なだけ伝え、

生活などを一
緒に整理しま
す。すると、不
思議とほとん
どの患者さん
が自分で考え
答えを出され
るのです。
　人は迷いやすいです。しかし、大切な何か、例
えば夢や孫の成長のような楽しみが一つでも
はっきりすると療養の糸口が見つかることがあり
ます。「病気になったけど独りではない」と感じて
もらえるよう、外来・病棟に関わらず患者さんと共
に考え、お役に立てたら看護師冥利に尽きます。
ぜひ、お気軽にお声かけください。

より安全で質の高い最先端医療の提供
～手術支援ロボット導入～

夏号

　当病院では、より安全で質の高い最先端医療を提供できるように、今年度、手術支援ロボットを導
入します。
　このロボットによる手術は右下の写真のように先端に鉗子を付けたアーム３本と10倍のズームが可
能な内視鏡カメラを患者の腹部に挿入し、執刀医はロボットとケーブルでつながったコンソール（操作
台）に座り、モニターに映し出される患部の立体映像を見ながら、コントローラーなどで手術アームを
遠隔操作し、患部の切除や縫合を行います。
　従来の腹腔鏡下手術に比べて操作性が高く、手術アーム先端の鉗子は人間の手の動きを正確に
再現するとともに、関節の360度回転などロボットにしかできない動きもできます。また、ズーム機能に
より、今まで確認が困難だった微細な血管や神経が確認できるようになり、より精密な手術が可能と
なります。
　この術式は、開腹手術に比べ、傷口が小さいため出血量も少なくて済み、術後の疼痛が少なく、回復
も早くなります。また、周辺の臓器に負担をかけないため合併症のリスクを大幅に回避できるなどのメ
リットがあります。
　また、医師にとっても座ったままで操作ができることから身体的な負担も軽減されます。
　当病院では、この手術支援ロボットの導入で、より安全で質の高い医療の提供に努めていきます。な
お、本年中にも保険診療となっている泌尿器科前立腺がんの手術から開始する予定です。

ロボット本体

ロボット本体

コンソール


