
「看護部の紹介」

　４月から看護部長に就任した木村です。

　当病院の看護部は、保健師、助産師、看護師、准看護師、看護助手、視能訓練士、歯科

衛生士、栄養士、保育士、事務で成り立っており、常勤・非常勤合わせて５７０名（※）で

す。職員一人ひとりが、責任を持ってそれぞれの役割を果たし、患者さんやそのご家族が

安心してケアが受けられるよう日々努力しております。なかでも、特定分野のスペシャリ

ストである認定看護師の育成にも力を入れており、１１分野１８名（※）が病院内のみならず

院外でも専門性を発揮し、患者さんへのケアやスタッフ教育など活躍しております。ま

た、認定看護師だけでなく、さまざまな専門的知識・技術を持った看護師が数多く在籍し

ています。

　私たち看護部は、患者さんが住み慣れた地域で自立して生活を続けるためにはどうすれ

ばよいか考えながら支援しています。これからも患者さんやご家族の希望に添った支援が

できるように、他職種と連携して

「その人らしさ」を大切にして取り

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。

看護部長　木村　恭子
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「がん登録」
　医師が記録したカルテから「がん」の診断・治療・
経過などに関する情報を集め、保管・整理・解析
する仕組みを『がん登録』と言います。
　これまでは、がん対策基本法に基づき、主にが
ん診療連携拠点病院のみで登録が行われていまし
たが、平成28年１月から、がん登録等の推進に
関する法律の制定により、すべての病院で登録す
ることが義務付けられました。
　当病院では、がん診療連携拠点病院の指定を受
けた平成18年から毎年約1,300～1,500件の登録
を行っています。
　登録したデータは「がん」の種類ごとに集計して、
当病院のホームページで皆さんにお知らせすると

ともに、群馬県及び国立がん研究センターに提出
しており、その情報は患者さんへの的確な情報提
供や、今後のがん対策のための基礎資料として役
立てられます。
（文 医療サービス課情報管理係長　須斎　暁男）

「慢性腎臓病の方が増えています」

専門分野のエキスパート　専門・認定看護師紹介
～透析看護認定看護師～

腎センター　看護副長　石倉　美穂子
　私は、平成27年に透析看護認定看護師の資
格を取得しました。私が所属している腎セン
ターでは、主に血液透析を行っています。血
液透析は、本来腎臓が行う役割を機器と人工
腎臓（ダイアライザー）を使用し行う治療です。
血液透析を受けられる患者さんのほとんどは、
生涯治療を受けることになります。そんな患
者さんの人生に寄り添い、安心・安全に治療
が受けられるよう、ご家族の方も含めてサポ
ートしています。
　慢性腎臓病の患者さんは国民のおよそ１割、
1300万人以上（平成27年４月時点）と多く、新
たな国民病として注目されています。進行す
ると末期腎不全に至って透析療法や腎移植が
必要となります。慢性腎臓病の危険因子とし

て、高血圧や糖
尿病、脂質異常
症などのほか、　
肥満、喫煙、ス
トレス、運動不
足、多量の飲酒
などがあり、近
年では生活習慣
病の一つとして考えらえています。腎臓病の
予防のため、糖尿病療養指導チームと共に糖
尿病透析予防指導にも取り組んでいます。「腎
臓の機能が悪い」「透析になるかも」と悩んで
いる方がいらっしゃいましたらいつでもご相
談ください。

※平成28年７月１日現在
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管理栄養士おすすめ秋の食事メニュー

秋鮭とたっぷりきのこのポン酢和え秋鮭とたっぷりきのこのポン酢和え

乳がんの自己検診について乳がんの自己検診について
　日本では乳がんが年々増加し、女性が罹患するがんの第１位となっています。乳がんになりやすい
年齢をみると30歳代後半から増えてきて、40歳代後半にピークが有り、70歳を過ぎてもそれほど減
少しません。
　乳がんは自分で見つけられる数少ないがんの一つであり、自己検診が大切です。月に一度は自己検
診を行ってください。
〈自己検診の方法〉
①　鏡に向かい、腕を上げて、乳房の変形や左右差がないかをチェックする。
②　渦を描くように手を動かして、指で乳房にしこりがないかをチェックする。
③　仰向けになって外側から内側へ指を滑らせ、しこりの有無をチェックする。

　閉経前の方は月経終了後１週間くらいの間に、閉経後の方は毎月、日にちを決めて行ってください。
　自己検診は大切ですが、早期発見には自己検診だけでは不十分ですので、市の検診や人間ドック等
で乳がん検診を受けるようにしてください。
　自己検診で乳房の変化を感じた方は、乳がん検診を待たずに医療機関を受診してください。

「５階Ａ病棟が小児病棟へ変わりました」
　４月１日から、当病院の５階Ａ病棟が、小児病棟に変わりました。それまでは小児科と耳鼻いん
こう科、麻酔科の混合病棟で、大人の患者さんも入院していましたが、４月１日からは子どもたち
だけの病棟になりました。
　小児病棟とは、小児科に入院する子どもはもちろんですが、外科や耳鼻いんこう科、整形外科、
脳神経外科などのさまざまな科に入院する子どものための病棟で、基本的に入院できるのは１５歳
未満の小児です。
　入院が必要になった子どもは、不安や緊張で泣くことがよくあります。その不安や緊張を少しで
も和らげるために、病室や廊下、処置室などの壁面にはさまざまなキャラクターや季節の装飾、動
物のイラストなどを配置しています。また、安心して快適に過ごせるように、子どもの扱いに慣れ
た保育士が常駐し、ベッドも年齢や病状に合ったものを用いています。
　そして、子ども専用病棟なので、大人の患者さんに気兼ねなく、入院生活を過ごすことができます。
　小児病棟の特徴を挙げてみます。

　このように、子どもたちや付き添いの方々が、入院生活を安全安心に、また少しでも快適に過ご
すことができるように一生懸命に努力しています。
　小児病棟はこれからもいろいろな取り組みをしていきます。そのためにも、皆さまのご意見ご要
望をお聞かせください。お待ちしています。

１、プレイルーム
　小児病棟の東側に、プレイルームがあります。入院生活を少しでも楽しく過ごすことができ
るように、子どもたちの好きなおもちゃやキャラクターグッズを用意しています。また、沢山
の絵本や紙芝居も用意しています。プレイルームは、医師から許可が出た子どもが遊べるよう
になっています。また、プレイルームに来られない子どもには、おもちゃや絵本などを貸出し
ています。

２、年間行事
　限られた入院生活の中で、子どもたちに少しでも季節感が味わえるようにと、節分、ひな祭り、
七夕祭りやクリスマス会などのいろいろな行事を企画しています。保育士と看護師が中心とな
り、医師も加わって全力で取り組んでいます。

３、院内学級
　病院内には入院が長くなってしまう小中学生のために、県立赤城特別支援学校の伊勢崎市民
病院内教室があります。症状によりベッドサイドや病院内の教室で授業を受けることができま
す。

４、感染対策
　子どもの病気の多くは肺炎や胃腸炎などの感染症で、人にうつる可能性の高い病気です。そ
のため、院内感染を防ぐ努力をしており、兄弟でも面会を制限しています。付き添いの方も手
洗いやうがい、アルコールによる手の消毒にご協力をお願いしています。

副院長兼小児科診療部長　前田　昇三

外科　医長　塚越　律子

　秋といえば“食欲の秋”、“味覚の秋”とも言われ、旬の食べ物がおいしい季節です。ついつい食べ
る量も増え、「あれ、少し丸くなったかな」なんて思う方もいらっしゃるのではないでしょうか。そ
こで、秋の食材をたっぷり使った簡単ヘルシーメニューをご紹介します。

　また、秋はりんごや梨、柿、ぶどうなど旬の果物が多い季節です。１日片手分を目安に、食べ過
ぎないように気をつけましょう。

材料（2人分）
秋鮭（生）　…2切れ
塩　…………少々
薄力粉　……5g
サラダ油　…5g
秋なす　……1本
しめじ　……20g
えりんぎ　…20g
まいたけ　…20g
ポン酢　……20cc
万能ネギ　…1本

作り方
❶秋鮭を3～ 4等分にカットして、塩
をふり下味を付ける。
❷なすは、まだらに皮を剥いて食べ
やすい大きさに切る。きのこは食
べやすい大きさにする。万能ネギ
を小口切りにする。
❸❶に薄力粉をまぶし、油をひいたフライパンで焼き、一度取り出す。
❹残った油でなすときのこを炒め、蓋をして蒸し焼きにする。
❺火が通ったら秋鮭をフライパンに戻しポン酢をからめ、皿に盛りつけ、
万能ネギを散らして完成。

433kcal
（2人分）
433kcal
（2人分）

栄養科　管理栄養士　関根　未沙貴
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「がん登録」
　医師が記録したカルテから「がん」の診断・治療・
経過などに関する情報を集め、保管・整理・解析
する仕組みを『がん登録』と言います。
　これまでは、がん対策基本法に基づき、主にが
ん診療連携拠点病院のみで登録が行われていまし
たが、平成28年１月から、がん登録等の推進に
関する法律の制定により、すべての病院で登録す
ることが義務付けられました。
　当病院では、がん診療連携拠点病院の指定を受
けた平成18年から毎年約1,300～1,500件の登録
を行っています。
　登録したデータは「がん」の種類ごとに集計して、
当病院のホームページで皆さんにお知らせすると

ともに、群馬県及び国立がん研究センターに提出
しており、その情報は患者さんへの的確な情報提
供や、今後のがん対策のための基礎資料として役
立てられます。
（文 医療サービス課情報管理係長　須斎　暁男）

「慢性腎臓病の方が増えています」

専門分野のエキスパート　専門・認定看護師紹介
～透析看護認定看護師～

腎センター　看護副長　石倉　美穂子
　私は、平成27年に透析看護認定看護師の資
格を取得しました。私が所属している腎セン
ターでは、主に血液透析を行っています。血
液透析は、本来腎臓が行う役割を機器と人工
腎臓（ダイアライザー）を使用し行う治療です。
血液透析を受けられる患者さんのほとんどは、
生涯治療を受けることになります。そんな患
者さんの人生に寄り添い、安心・安全に治療
が受けられるよう、ご家族の方も含めてサポ
ートしています。
　慢性腎臓病の患者さんは国民のおよそ１割、
1300万人以上（平成27年４月時点）と多く、新
たな国民病として注目されています。進行す
ると末期腎不全に至って透析療法や腎移植が
必要となります。慢性腎臓病の危険因子とし

て、高血圧や糖
尿病、脂質異常
症などのほか、　
肥満、喫煙、ス
トレス、運動不
足、多量の飲酒
などがあり、近
年では生活習慣
病の一つとして考えらえています。腎臓病の
予防のため、糖尿病療養指導チームと共に糖
尿病透析予防指導にも取り組んでいます。「腎
臓の機能が悪い」「透析になるかも」と悩んで
いる方がいらっしゃいましたらいつでもご相
談ください。

※平成28年７月１日現在
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