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「ペグボード」
　私たち作業療法士は、外傷や病気等で身の回り
の動作が不自由となった患者さんに対し、自立した
生活が送れるよう治療・指導を行っています。脳梗
塞等により手が麻痺をして動きが低下してしまうと、
食事や着替え等の今までできていた身の回りのこと
が難しくなってしまいます。麻痺をしてしまった手が、
物をつまんだり、操作できるように訓練をする道具
が『ペグボード』です。ペグボードには様々な大きさ
のものがあり、患者さんの回復の状態に合わせて選
択して訓練を行います。麻痺をした手が回復するこ
とで字が書けるようになったり、お箸が使えるように
なったり、着替えの時のボタンがかけやすくなったり
等、動作が容易に行えるようになります。

　人は日常生活の活動が、より自立して行えることで
健康寿命を延長させ、生き生きと豊かに生活するこ
とができます。手の回復の治療手段となるペグボー
ドは日常生活や社会復帰に向けての手助けとなって
います。
（文 リハビリテーション科 作業療法士主任 栗原 弘子）

　当病院は、急性期の地域医療を基盤とし

て、訪問看護ステーションや介護老人保健施

設を併設し「地域から選ばれる病院」になる

よう努めています。

　少子高齢化社会の到来と共に様々な医療政

策が行われているなか、その時代に即した看

護が提供できるよう、看護部では積極的な取

り組みを行っております。

　教育を例にあげますと新人看護職員に対し

て医療や看護の知識と技術の習得を支援する

ため、様々な角度で評価を行う新人看護職員

研修制度を６年間かけて作りあげました。現

任教育においても、様々なコース研修を企

画・運営しています。昨年導入したパソコン

やスマートフォンを使用してのeラーニング

研修では、たくさんの知識が得ることが出来

ました。この知識を活かして患者さんやご家

族に対して責任ある看護を提供しています。

また、医療事故のリスク軽減や業務の効率化

を図る目的で、一部の病棟にPNS(パートナ

ーシップ・ナーシング・システム)という看

護師２人がパートナーとなり、お互いに補完

し、協力し合う事ができる新しい看護提供体

制も導入しました。これらの取り組みを行う

ことで、看護職員一人ひとりが、自信と誇り

を持って働ける組織作りを行っています。

　患者さんやご家族から、「この病院で良か

った」とのお言葉をいただけるように、今年

度も様々な取り組みをしてまいります。

「抗がん剤治療を安心して受けて頂くために」

専門分野のエキスパート　専門・認定看護師紹介
～がん化学療法看護認定看護師～

看護部外来　看護主任　山崎　美穂

　私は、抗がん剤治療を受けられる患者さんが
安全にそして安心して治療に臨めるように、環境
の調整を行っています。抗がん剤の治療を受ける
と時として様々な副作用が現れます。治療中に副
作用がひどくなると、治療を中断せざるを得なく
なったり、入院が必要になったりと、効果的な治
療が行えなくなります。そのため患者さんとたくさ
ん話をして、そのような状態を早期に発見し、治
療が継続できるように努めています。以前の抗が
ん剤治療は入院で行うことが主流でしたが、最
近は入院せずに通院で行うことが多くなり、仕事
や家事などの日常生活と治療を両立できるように
なってきました。患者さんが安心して日常生活を

送ることができる
ように、私は抗が
ん剤治療を受け
る患者さんの不
安や日常生活の
中で困っているこ
となどに耳を傾
け、その人らしい
生活が送れるよ
うな支援を行っています。心配や不安なことは一
人で抱え込まないで何でも相談して下さい。最善
の方法を見つけられるように一緒に考え、頑張っ
ていきましょう。
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【一年間の研修から学んだこと・感じたこと ～平成27年度　２年次研修医～】

　瀬川　千紘

　当病院で研修をさせていただいてから１年が経ちましたが、病棟や救急外来、手術室など様々な場面で

の診療を通じて、地域の皆様や患者さんのご厚意を身に染みて感じております。まだまだ未熟ではありま

すが、地域の皆様のための医療に貢献できるよう日々勉強させていただいております。今後ともご指導ご

鞭撻のほど、何とぞよろしくお願いいたします。

　土肥　光希

　医師として病気や外傷をいかに治療していくかを学ぶことはもちろん必要不可欠ですが、忘れてはいけ

ないのは、自分が向き合っているのは一人ひとりの人間だということです。同じ病気を主訴として来院す

る患者さんにも多様な性格、様々な人間関係、社会的背景があり、それを無視したまま治療を進めること

はできません。単に病気を治療すれば良いというのではなく、信頼関係を築き、納得していただけるよう

な誠実な姿勢を心がけます。もちろん医学的な経験、知識、技術、思考過程など、とにかく未熟な点ばか

りであり、日々の臨床で生かせるように精進していく所存です。まだまだ若輩者ではありますが、よろし

くお願いいたします。

　中田　　昴

　研修医として当病院で働き始めて約１年になります。診察や治療などの手技はもちろん、患者さんやご

家族の方々と交わす一言を取ってみても学ぶこと、考えることはとても多く、私たち研修医にとっては病

院での全てが勉強の場になっているということを改めて実感しています。この１年はそのような勉強の間

に慌ただしく過ぎてしまいましたが、臨床の場で自分がまだまだ未熟であることを日々痛感しておりま

す。自分は学ばせていただいている立場であることを真摯に受け止め、当病院を利用される皆様のお力添

えが少しでもできるように今後もより一層の精進に努めていきます。至らない点は多々あるかと思います

が、皆様のご指導ご鞭撻の程よろしくお願いいたします。

　福田　雄太郎

　当病院での研修を選んだきっかけは地域に愛される病院という理念に惹かれたことです。実際に研修を

積んでいく中、毎日医療スタッフが一丸となり患者一人ひとりと向き合う医療を目指している姿をみて自

分もその一員として頑張ろうと、いつも気を引き締められます。患者さんと関わることで医師として、そ

して人間的にもより成長できるよう日々勉強させていただいています。残り一年と短い研修期間ですが、

様々な経験を積み、患者さんのための医療を実践できる医師になれるように努力していきたいと思いま

す。どうぞよろしくお願いいたします。

　三浦　侑乃

　当病院で研修医として働き始め、一年が経ちました。私が医師を目指した根っこの部分には、人と向き

合う仕事がしたい、その中で難しいことや大変なことがあったとしても逃げずに患者さんに寄り添いたい

と考えた原点があります。研修が始まってからは、これまでの机上の勉強とは違い、実際の患者さんと

様々な業務を前にして四苦八苦する毎日ですが、朝夕の回診時、検査結果を伝えに行った時、救急外来な

ど、患者さんと言葉を交わすことが日々の励みとなっています。このような場所で研修させていただける

ことを幸せに思い、精一杯学び医師としての力を伸ばし、私たちを育ててくれる患者さんに報いられるよ

うになっていきたいと思います。

　宮坂　勇平

　昨年から当病院で初期臨床研修をさせていただいております。右も左もわからない状態からのスタート

でしたが、多くの方々に支えられ、日々たくさんのことを勉強させていただいております。患者さんから

は多くのことを学ばせて頂いているだけでなく、時には優しいお声かけもいただき、その度に大変励まさ

れ、ありがたく感じております。これからも微力ながら伊勢崎市やその周辺にお住まいのみなさまのため

に、少しでもお役に立てるよう努力していきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたしま

す。

　村田　圭祐

　当病院で研修させていただいて一年が経ちました。本当に右も左もわからないような手探りの状態での

スタートでしたが、日々の診療の中で、少しずつ医師として、力をつけてきていると実感しております。

これもひとえに上級医の先生方やコメディカルの方々、そしてまだ臨床の現場に出て間もない僕たち研修

医を温かく見守ってくださる患者さんのご厚意の賜であると思います。まだまだ力不足ではございますが

日々全力で診療に従事していく所存でありますので、どうぞ今後も変わらぬご指導ご鞭撻のほどよろしく

お願いいたします。

　山内　麻希

　私は伊勢崎市で生まれ育ち、伊勢崎市民の私にとって当病院は大変身近であり、安心の存在でした。そ

んな伊勢崎市民病院に入職することができ、大変嬉しく感じています。また、医師になったら、地元群馬

の地域医療に貢献したいと考えていたので、当病院で地域の方々のために日々働けるのは大変幸せなこと

だと思います。これから日々精進し、勉学を重ね、経験を積むことで、医師としてさらに成長していきた

いと考えております。来院された方々に、良い医療と安心をお届けできるよう、まごころを込めて、日々

の診療を行っていきたいと考えております。まだまだ勉強中の身ですが、地域のため少しでも尽力できた

らと思います。よろしくお願いします。

　医師が患者さんを診察する臨床医になるためには、国家試験合格後、厚生労働省が認定した臨床研修病院で2年間の研修が義務づけられています。伊勢崎市民病院はこの

臨床研修病院に認定されており、これまでの10年間で114名の医師が当病院での研修を修了しました。彼らは県内外の病院で地域医療を担っています。

　当病院での研修の特徴は、2年間出来るだけ様々な診療科で研修し、総合的な診療が出来る医師養成をめざしていることです。平成27年度は2年次8名、1年次15名の研

修医が勤務しています。
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「ペグボード」
　私たち作業療法士は、外傷や病気等で身の回り
の動作が不自由となった患者さんに対し、自立した
生活が送れるよう治療・指導を行っています。脳梗
塞等により手が麻痺をして動きが低下してしまうと、
食事や着替え等の今までできていた身の回りのこと
が難しくなってしまいます。麻痺をしてしまった手が、
物をつまんだり、操作できるように訓練をする道具
が『ペグボード』です。ペグボードには様々な大きさ
のものがあり、患者さんの回復の状態に合わせて選
択して訓練を行います。麻痺をした手が回復するこ
とで字が書けるようになったり、お箸が使えるように
なったり、着替えの時のボタンがかけやすくなったり
等、動作が容易に行えるようになります。

　人は日常生活の活動が、より自立して行えることで
健康寿命を延長させ、生き生きと豊かに生活するこ
とができます。手の回復の治療手段となるペグボー
ドは日常生活や社会復帰に向けての手助けとなって
います。
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　少子高齢化社会の到来と共に様々な医療政

策が行われているなか、その時代に即した看

護が提供できるよう、看護部では積極的な取

り組みを行っております。

　教育を例にあげますと新人看護職員に対し

て医療や看護の知識と技術の習得を支援する

ため、様々な角度で評価を行う新人看護職員

研修制度を６年間かけて作りあげました。現

任教育においても、様々なコース研修を企

画・運営しています。昨年導入したパソコン

やスマートフォンを使用してのeラーニング

研修では、たくさんの知識が得ることが出来

ました。この知識を活かして患者さんやご家

族に対して責任ある看護を提供しています。

また、医療事故のリスク軽減や業務の効率化

を図る目的で、一部の病棟にPNS(パートナ

ーシップ・ナーシング・システム)という看

護師２人がパートナーとなり、お互いに補完

し、協力し合う事ができる新しい看護提供体

制も導入しました。これらの取り組みを行う

ことで、看護職員一人ひとりが、自信と誇り

を持って働ける組織作りを行っています。

　患者さんやご家族から、「この病院で良か

った」とのお言葉をいただけるように、今年

度も様々な取り組みをしてまいります。

「抗がん剤治療を安心して受けて頂くために」

専門分野のエキスパート　専門・認定看護師紹介
～がん化学療法看護認定看護師～

看護部外来　看護主任　山崎　美穂

　私は、抗がん剤治療を受けられる患者さんが
安全にそして安心して治療に臨めるように、環境
の調整を行っています。抗がん剤の治療を受ける
と時として様々な副作用が現れます。治療中に副
作用がひどくなると、治療を中断せざるを得なく
なったり、入院が必要になったりと、効果的な治
療が行えなくなります。そのため患者さんとたくさ
ん話をして、そのような状態を早期に発見し、治
療が継続できるように努めています。以前の抗が
ん剤治療は入院で行うことが主流でしたが、最
近は入院せずに通院で行うことが多くなり、仕事
や家事などの日常生活と治療を両立できるように
なってきました。患者さんが安心して日常生活を

送ることができる
ように、私は抗が
ん剤治療を受け
る患者さんの不
安や日常生活の
中で困っているこ
となどに耳を傾
け、その人らしい
生活が送れるよ
うな支援を行っています。心配や不安なことは一
人で抱え込まないで何でも相談して下さい。最善
の方法を見つけられるように一緒に考え、頑張っ
ていきましょう。

副院長兼看護部長　坂 田  み ゆ き

新年度を迎えて看護部長室から
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一年間の研修から学んだこと・感じたこと
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