
2014年 第50号

伊勢崎市民病院だより

初診受付変更のお知らせ
腎センターが移転しました
心臓病を乗り越えるために－心臓リハビリテ－ションについて－
一般衛生用品等の自動販売機を設置しました
Medical Side Story

…………………………………
…………………………………

…………
………………………………………

〒372-0817　群馬県伊勢崎市連取本町12-1

発行責任者／病院長　小林幹男　編集／広報編集委員会

TEL.0270-25-5022（代）  FAX.0270-25-5023
URL : http://www. hospital. isesaki. gunma.jp

1
1
　
4
4

〈
目
次
〉

2014年　No.50

14

春号

Medical Side Story 16

医療事務と診療情報管理

（文　医療サービス課
　　  課長　塚越　一仁）

　医療事務というと受付事務、診療費の計算、そして
保険証の発行元への保険請求事務などがあり、医療
機関であれば診療所でも病院でも必ずこの仕事を担
当している者がいる。
　これらに従事する者は、以前は、医療の専門知識が
無く、医師や看護師などの医療従事者から知識を得る
と共に医療保険制度を学び経験年数を重ねることで
育成されてきた。しかし、今では医療事務を担当する
者の多くが専門教育などで、医療の基礎や保険制度
などを学び認定試験を経て「医療事務資格」を取得し
ている。

　もう１つの診療情報管理の仕事は、基礎医学や保
険制度などを学び、カルテ（診療録）の保管やサマリ
（入院中の診療経過などを要約した記録のこと）の管
理などを主な仕事としてきた。
　医療の質向上や経営に寄与するため、病院に蓄積
された様 な々情報を活用し、自院の診療統計や他の医
療機関の公表データとの比較などを多角的に分析す
るなど仕事内容が変
化している。今後益々
その重要性と必要性
が見込まれる。

　腎センターが本館4階へ移転しました。

　新センターは患者さんやご家族の視点に立った、快適で落ち着いた療養環境の提供を基本とし、透析ゾー

ンは柱と壁を極力なくし、スタッフの目が行き届くような配置とすることで、安全面にも配慮しました。

　さらに、透析は1回の所要時間が長いため快適に過ごして頂くために透析台も全てベッドとして、透析コン

ソールも15台を更新し、患者さんの状態にさらに適応した透析が出

来るようになりました。

　また、透析液の供給装置を一新し、純度の高い透析液の使用が可

能となり、患者さんの予後の改善や合併症の抑制にもつながると期

待しております。

　今後とも、患者さんにより良い透析医療が提供できるようにス

タッフー同努めてまいります。

腎センターが移転しました

平成26年４月１日から、内科の初診受付はすべての曜日で、
紹介状をお持ちの方のみの受付とさせていただきました。

初診受付変更のお知らせ

★紹介型外来について

★お問い合わせ　総合案内または医療サービス課 地域医療連携係まで

腎センター長　竹澤　豊

　１階エレベーターホール横（売店前）に設置しました。夜間など時間外の救急外来受診時や緊急入院や手術

の際に、ご家族が必要な物品を院内で用意できるようになりましたのでご利用ください。

外来業務委員会
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【販売品リスト】　※１２種類　   
・入院セット ・バスタオル ・大人用紙オムツ ・スリッパ  
・手術用腹帯  ・BOXティシュ ・浴衣 （女性・男性） ・T字帯 
・ウロガード（外来用） ・三角巾 ・歯磨きセット
※商品には、領収書が入っています。
※販売品は変更になることがあります。

一般衛生用品等の自動販売機を設置しました

2～3

１万円札・５千円札も使えます。

…

内科、歯科口腔外科 月曜日～金曜日

耳鼻いんこう科 月曜日、水曜日、金曜日（火曜・木曜は休診）

他の診療科 火曜日、金曜日

次の初診受付は、紹介状をお持ちの方のみです。なお、救急の場合は除きます。

ご理解とご協力をお願いします。

エレベーター
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　20年ぐらい前までは、心筋梗塞の人は動かさないようにするのが治療の基本でした。しかし今では、特別の

合併症がない限り、むしろ体を動かすことを考えます。ただし、いきなり激しい運動はおこなえませんし、どの

心臓病でも運動が可能と言うわけでもありません。心不全の急性期ではやはり安静が必要です。

　それでは具体的にはどんなことをするのでしょうか。心臓リハビリテーションは病気の時期によって内容が

異なります。当病院では主に初期(発症または手術から2週間程度)の急性期リハビリテ－ションを行います。こ

の時期は入院中ですから、集中治療室や一般病棟で洗面、排便、シャワー浴、廊下歩行など身の回りの動作が

完全にできるようになることが目標です。急性期の治療とともに、段階的にリハビリテーションの負荷量（活動

量）を増やし、心臓機能評価の検査や、生活指導、禁煙指導をします。体力の回復が良好となれば退院までの

間、リハビリテーション室で自転車エルゴメ－タ－などを漕ぎ、体力回復をおこないます。いずれの段階も専門

スタッフがお伴して監視下に行いますので、自分一人で取り組むより安全で効率的です。

　退院後は在宅での自己管理が中心です。在宅運動療法の要点をお示ししますので参考にしていただければ

幸いです。在宅の運動療法は安全で、かつ効果的に行わなければなりません。絶対に心がけてほしい点や原則

を「注意10か条」にまとめました。

　在宅運動療法の注意10か条
　１）運動の種類は早足歩行（さっさと歩く） 、自転車こぎ、体操など。
　２）運動の強さは最大能力の40～60％で行う。（無理をしないで半分くらいのがんばりで行う）
　３）１回の運動時間は30～60分。
　４）運動回数は週３～７回、週２回以下では不足。
　５）自己検脈を覚えて、適切な脈拍で運動する。
　６）60歳を過ぎたらジャンプは禁物、ジョギングより歩行が安全。
　７）必ず準備運動（ウォームアップ）、整理運動（クールダウン）を。
　８）食事直後や起床直後の運動は避け、１時間以上空けてから。
　９）夏は脱水に注意し水分補給を。冬は防寒を心がける。
　10）前日の疲れが残っていたり、体調不良なら無理せず休む。
　キーワードは 
　(1)安全に　(2)有効に　(3)長く継続！　です。　

　厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして、都道府県知事に届け出た保険医療機関におい

て以下の病気の方に対して健康保険でリハビリテーションを行うことが認められています。

　１）急性心筋梗塞・狭心症・心臓手術後

　２）慢性心不全の心機能低下例

　３）大動脈疾患（大動脈解離、解離性大動脈瘤、大動脈手術後）

　４）下枝の動脈閉塞での歩行障害

当病院でも心臓病の患者さんの早期社会復帰に向けて院内の体制作りを進め、昨年7月から心臓リハビリテ－

ション施設基準を満たして実施可能となりました。

　リハビリテーションというと手足や体を動かすというイメージがあると思いますが、心臓にもリハビリ
テーションがあります。心臓の病気は命に関わり、動くことが怖いと思われる方もいると思います。確かに
安静を守らないと胸がドキドキしたり、脈が乱れるなどの症状が出ることがあります。そのため以前の体力
に戻すためには、血圧や心電図の変化、自覚症状など確認しながら少しずつ活動を広げていくことが重要
です。病棟では、患者さんだけでなく家族の方にも一緒に参加していただき、不安なく退院ができるように
調整をしています。
　また、リハビリテーションの中で、食事や内服薬、日常生活の注意点などの指導を取り入れています。医師
や看護師だけでなく、理学療法士、管理栄養士、薬剤師など多くの職種が連携し、患者さんが抱える問題や
必要としている支援を共有することにより、より良い支援を行うことができます。その結果、患者さんや家族
の方から「動けるようになって安心しました。家に帰ってからも気をつけます。」という言葉が聞かれ、やりが
いを感じます。退院後も入院中に学んだことを忘れずに、楽しい生活を送ってほしいと願っています。

循環器病センタ－長　大林　民幸

８階Ｂ病棟看護長　石山　真寿子

心臓病を乗り越えるために
―心臓リハビリテ－ションについて―

看護師としての関わり
―早期退院を目指して、多職種チームの要となります―

　当病院では、昨年7月より心臓リハビリテーションを開始しました。心臓血管外科手術後や心筋梗塞治療
後の方へ、早期より運動を開始することにより、体力・筋力・歩行能力などの低下を予防することができます。
　「こんなに早くからリハビリですか？」と驚かれる方もいらっしゃいますが、医師・病棟看護師と連携し、最
初は病室で手足の運動→座る→立つ→歩くというように、安全を確認しながら、段階的に運動を進めていき
ます。一度の運動で疲労してしまわないよう、午前・午後の二度に分けて行っています。
　病棟での歩行練習が安定すると、次にリハビリテーション室にて筋力トレーニングや自転車エルゴメー
ターでの負荷運動をはじめます。最後にスムーズに自宅退院が迎えられるように、階段昇降などの日常生活
動作練習も行います。
　運動を継続していくことで生活の質も改善し、動脈硬化などの冠危険因子の改善も期待でき、その結果と
して長期予後をも改善させる効果があるということがわかってきました。
　再発予防のためには、運動の継続が必要となります。運動習慣のない方や運動が苦手な方にも継続して運
動していただくために、今後は運動指導の工夫にも力を入れていきたいと思っています。

理学療法士　八田　浩之

リハビリテーション科から
―理学療法のプロフェッショナル―

階段昇降などの日常生活動作練習 自転車エルゴメーターでの負荷運動
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医療事務と診療情報管理

（文　医療サービス課
　　  課長　塚越　一仁）

　医療事務というと受付事務、診療費の計算、そして
保険証の発行元への保険請求事務などがあり、医療
機関であれば診療所でも病院でも必ずこの仕事を担
当している者がいる。
　これらに従事する者は、以前は、医療の専門知識が
無く、医師や看護師などの医療従事者から知識を得る
と共に医療保険制度を学び経験年数を重ねることで
育成されてきた。しかし、今では医療事務を担当する
者の多くが専門教育などで、医療の基礎や保険制度
などを学び認定試験を経て「医療事務資格」を取得し
ている。

　もう１つの診療情報管理の仕事は、基礎医学や保
険制度などを学び、カルテ（診療録）の保管やサマリ
（入院中の診療経過などを要約した記録のこと）の管
理などを主な仕事としてきた。
　医療の質向上や経営に寄与するため、病院に蓄積
された様 な々情報を活用し、自院の診療統計や他の医
療機関の公表データとの比較などを多角的に分析す
るなど仕事内容が変
化している。今後益々
その重要性と必要性
が見込まれる。

　腎センターが本館4階へ移転しました。

　新センターは患者さんやご家族の視点に立った、快適で落ち着いた療養環境の提供を基本とし、透析ゾー

ンは柱と壁を極力なくし、スタッフの目が行き届くような配置とすることで、安全面にも配慮しました。

　さらに、透析は1回の所要時間が長いため快適に過ごして頂くために透析台も全てベッドとして、透析コン

ソールも15台を更新し、患者さんの状態にさらに適応した透析が出

来るようになりました。

　また、透析液の供給装置を一新し、純度の高い透析液の使用が可

能となり、患者さんの予後の改善や合併症の抑制にもつながると期

待しております。

　今後とも、患者さんにより良い透析医療が提供できるようにス

タッフー同努めてまいります。

腎センターが移転しました

平成26年４月１日から、内科の初診受付はすべての曜日で、
紹介状をお持ちの方のみの受付とさせていただきました。

初診受付変更のお知らせ

★紹介型外来について

★お問い合わせ　総合案内または医療サービス課 地域医療連携係まで

腎センター長　竹澤　豊

　１階エレベーターホール横（売店前）に設置しました。夜間など時間外の救急外来受診時や緊急入院や手術

の際に、ご家族が必要な物品を院内で用意できるようになりましたのでご利用ください。

外来業務委員会

外来入口
（北）

第二売店

一般検査室

中央放射線科

中央放射線科受付

入退院支援
　　センター
①入院受付
②患者サポート
　相談窓口
③かかりつけ医
　ご案内カウンター

採血室TEL

採尿室

売　店
中 庭

キャッシュ
コーナー

（コンビニエンスストア）

外来エレベーター

11

22
1 23

1412

【販売品リスト】　※１２種類　   
・入院セット ・バスタオル ・大人用紙オムツ ・スリッパ  
・手術用腹帯  ・BOXティシュ ・浴衣 （女性・男性） ・T字帯 
・ウロガード（外来用） ・三角巾 ・歯磨きセット
※商品には、領収書が入っています。
※販売品は変更になることがあります。

一般衛生用品等の自動販売機を設置しました

2～3

１万円札・５千円札も使えます。

…

内科、歯科口腔外科 月曜日～金曜日

耳鼻いんこう科 月曜日、水曜日、金曜日（火曜・木曜は休診）

他の診療科 火曜日、金曜日

次の初診受付は、紹介状をお持ちの方のみです。なお、救急の場合は除きます。

ご理解とご協力をお願いします。

エレベーター


