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「パルスオキシメータ」
　呼吸によって肺から取り込まれた酸素は、血液中
の赤血球の中にあるヘモグロビンと結合して全身に
運ばれます。酸素と結合したヘモグロビンを酸素化
ヘモグロビンと呼びます。
　パルスオキシメータはこの酸素化ヘモグロビンの占
める割合（動脈血酸素飽和度）をパーセント［%］
で表し、患者さんの負担がなく瞬時に測定ができま
す。そのため利用用途は大きく広がり、診断、経過
観察、自己管理などの様々な目的で利用されていま
す。
　主な用途は①疾病の重症度の判定②在宅酸素療
法の適応、酸素処方の決定、在宅酸素療法患者さ
んの指導③慢性呼吸不全患者さんに対する在宅に

おける日常
管理・非侵
襲的換気療
法の導入判
定④外来・
入院患者さ
んのバイタルサインチェック⑤睡眠時無呼吸症候群
のスクリーニングなどです。
　パルスオキシメータによって測定された動脈血酸
素飽和度は、全身に運搬されている酸素量を評価
するうえで非常に重要な指標です。

（文　臨床工学科　主任　六本木　雄介）

「糖尿病は怖くない？」

専門分野のエキスパート　専門・認定看護師紹介
～糖尿病看護認定看護師～

看護部8階Ａ病棟　看護主任　栗田　靖子

　厚生労働省の調査では、糖尿病患者数は3年
間で46万人増加して316万人（平成26年10月時
点）を超え、過去最多となっています。糖尿病の
怖いところは初期にほとんど症状がないことで
す。そのため治療を放置してしまい、適切な血糖
コントロールができず、腎症や神経障害などの合
併症を発症してしまいます。これらの合併症は苦
痛な症状を伴い、生活に大きな影響を及ぼす厄
介なものです。しかし、糖尿病と診断されても食
事療法・運動療法・薬物療法を適切に行うこと
で、血糖コントロールを良好に保つことができま
すので、放置せずにしっかりと自己管理を行い合
併症予防に努めることが大切です。
　私は、患者さんが自らの力を発揮し自己管理が
できるように支援したいと思い、糖尿病看護認定

看護師を取得しました。現在は病棟で勤務をし
ながら、内科外来や小児科外来で糖尿病の患者
さんやそのご家族が、その人らしく生活できるよ
う支援しています。更に、今後は、地域で生活する
皆さんの糖尿病予防に努めていきたいと考えて
います。糖尿病で悩んでいる方がいれば声をか
けてください。悩みが解決できるよう一緒に考え
ていきたいと思います。 副院長兼経営企画部長　髙 尾  貞 治

副院長兼経営企画部長就任の挨拶

　４月から経営企画部長に就任した髙尾です。

　平成26年度に施行された医療法の改正によ

り、病床機能報告制度を始めとし、医療機能

分化など病院を取り巻く環境は目まぐるしく

変化しています。

　また、平成28年度診療報酬改定において

は、診療報酬本体こそプラス0.49パーセント

ですが、薬価及び材料価格等を含めるとマイ

ナス0.84パーセントで、当病院のような急性

期病院は依然厳しい状況といえます。

　さらに国の政策による医療介護の一体改革

により、病院間の連携または、病院と介護施設

との連携が重要視されており、地域包括ケア

システムの構築が急務な課題となっています。

　そのような状況において、当病院では、３

月に入退院支援センターを整備し、患者さん

や家族の皆さんが安心して相談できるスペー

スを設けました。新支援センターでは、スタ

ッフの増員を図り、社会福祉士や看護師が治

療上の悩みや、介護保険の利用方法はもちろ

んのこと、退院先、社会保障制度、入院費な

どの相談も行っています。入院予約された患

者さんと入院前から関わり、患者さんの状況

の把握に努め、職員が連携を図りながら入院

中や退院後の療養生活の支援をさせていただ

き、かかりつけ医ご案内窓口では、地域の医療

機関への紹介を行っています。また、他病院

や開業医から患者さんの診察や検査のご依頼

があった場合は、必要な手続きを行い、優先

的に予約をお取りするなど、地域の医療機関

との連携業務も行っております。

　このように入退院支援センターは、患者さ

んや家族の皆さんの不安や悩みに迅速に対応

し、患者さんのサービス向上に努めております。

　当病院の基本理念である「地域に愛され、

誠実な医療を提供する病院」として、市民の

皆さんに信頼される病院を目指して取り組ん

でまいりますので、

皆さんのご指導、ご

協力をよろしくお願

いいたします。
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薬剤師の役割とは
　　～医療の質向上に関する活動～

乳がんピンクリボン運動

薬剤部長　大和　由美子

　当病院の薬剤部には、常勤薬剤師22
名、臨時薬剤師１名が勤務しています。
　薬剤師は、常に患者さんの安心・安全を
第一に考え他職種と連携してお薬が適正に
使用されるよう、調剤・管理・指導等を行
っています。医療の高度化に伴い、特に安
全管理が必要な新しい医薬品が次々と登場
してきています。そのため、薬剤師の役割
は、治療効果、医療安全確保の面で重要性
が高まっています。
　当病院は、一般病棟に専任薬剤師を配置
し、病棟薬剤管理業務を行っています。病
棟薬剤管理業務とは、医師への最適な薬の
処方提案や、入院患者さんのベッドサイド
で、服用されているお薬の説明をするとと
もに、飲み合わせ、重複投与の確認、副作

熊本地震被災地で
災害医療活動を行いました

●実施日 　10月23日（日）　午前9時～正午 
●場　所 　伊勢崎市民病院南棟検診センター 
●対象者 　市内または玉村町内に在住で、乳腺・甲状腺がん
　　　　　個別検診の受診券が発行された人
●定　員 　20人（先着順）　※定員になり次第締め切らせていただきます。
●受診料 　1,000円（無料受診券が発行されている人は無料です）
●申し込み 　８月15日（月）から９月30日（金）までの午前９時から午後５時までに
　　　　　電話で市民病院検診センター（☎25-5022）へ
　　　　　※土・日・祝日は除きます。

　平成28年４月16日に発生した熊本地震の被災地（益城
町）に、５月９日から13日までの５日間、医療救護班を
６名派遣し、災害医療活動を行いました。

当病院は、乳がん検診を推進しています。
　推進の一環として、J.POSH（日本乳がんピンクリボン運動）が全国の医療機関等に呼びかけ
ている「10月第３日曜日に全国どこでもマンモグラフィ（乳がん）検査が受診できる環境づくり」
への取り組みに賛同し、今年もJ.M.S（ジャパン・マンモ・サンデー）に参加します。
　平日の乳がん検診を受ける時間がなかなかとれない女性の皆さん、この機会に是非ご参加く
ださい。

休日マンモグラフィ（乳がん）検診実施のおしらせ

用の早期発見・防止に努めることです。
　薬剤部では、患者さんに対する安全な薬
物療法の提供、病棟業務の充実、チーム医
療の推進を図り、これからも患者さんの視
点に立った医療の質向上への貢献ができる
よう努めてまいります。

詳しくは当病院ホームページをご覧ください。  http://www.hospital.isesaki.gunma.jp

　「いせさきの夢・希望・元気」を創り出すための伊勢崎市ポテンシャルアップ事業の一環として、健

康について考え、病院機能や活動について理解を深めていただくイベント「ホスピタル・サンデー知

っ得市民病院」を３月13日（日）に開催しました。

　来場者は、日頃なかなか見ることのできない

場所を巡る病院内ツアーや専門的な内容を短

時間に詰め込んだミニ講座、ＤＭＡＴ隊員によ

る活動紹介、心臓マッサージ体験など数多く設

けられたコーナーに参加し、楽しみながら医療

のことを学んでいました。また、会場にはゆる

キャラたちも登場し、子どもたちも大喜びでし

た。

ホスピタル・サンデー　知っ得市民病院

熊本地震により被災されました皆様に心よりお見舞い申し上げます。
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皆さんのご指導、ご

協力をよろしくお願

いいたします。
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