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伊勢崎市民病院だより

「社会復帰のはじめの一歩」

専門分野のエキスパート　専門・認定看護師紹介
～救急看護認定看護師～

救急センター看護主任　　坂本　寿満子

　私は「救急看護って何？」という思いか
ら救急看護を学び、平成 26 年に救急看護認
定看護師を取得しました。所属している救
急センターでは、突然発症した痛みや苦し
さ、事故などによる外傷などさまざまな病
態に対応しています。そして、安心して治
療を受けることができるよう、他職種と協
力してチーム一丸となり看護を行っていま
す。また、患者さんのご家族や関係者の方
の不安な気持ちも軽減できるよう努めてい
ます。
　救急センターは「社会復帰のはじめの一
歩」です。混雑することもありますが、一人
ひとりの患者さんの言葉に耳を傾けて、今ま

Medical Side Story 27

「プロテクター」
　病院では、レントゲンや CT、透視など
X 線を使用する検査や治療が日々行われて
います。医療従事者は患者さんへの被ばく
を最小限にすることと同時に、自身も被ば
くから守る必要があります。放射線防護の
基本は、「短時間で、できる限り離れて、遮
へい物で身を守る」という時間・距離・遮
へいの三原則です。
　プロテクターは、身につけることで散乱
線を遮へいし、医療従事者を防護するため
のものです。散乱線とは X 線が照射された
患者さんや透視台などから発生する二次的

な X 線です。医療従事者は頻繁に検査や治
療に立ち会うため、プロテクターを着て防
護しています。プロテクターには放射線感
受性の高い部位（被ば
くにより障害を受けや
すい部位）に合わせて
様々なタイプのものが
あります。具体的には
眼を守るゴーグル、甲
状腺を守るネックガード、
体幹部（消化管や生殖器
など）を守るエプロン
があります。

中央放射線科　技師　橋本　和也

※エプロン型プロテクター
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　明けましておめでとうございます。本年も宜しくお願

いします。

　昨年は、患者さんやご家族の方が入院中の治療生

活や退院後の療養生活を不安なく過ごせるように、

入退院支援センターの移設と小児専用病棟の開設

を行いました。入退院支援センターが、本格的に稼

働を開始したことで、入退院支援がよりスムーズに行

えるようになりました。今後はさらに病院間の連携や

病院と診療所（開業医）間の連携から在宅までサー

ビスの充実を図りたいと考えています。

　また、小児専用病棟は親子で療養できる広い空間とプライバシーを守れる環境を提

供できるよう開設しました。

　さらに、時間外の救急外来において、重症患者さんの受け入れを優先する目的で保

険外負担金（時間外選定療養費）の徴収を開始した結果、救急車で搬送される患者さ

んを多く受け入れることができました。皆様のご協力に感謝します。

　本年は「患者さんを中心に」をキャッチフレーズに病棟の臓器別再編成の検討を考

えています。現在は内科、外科と別々の病棟で患者さんの治療を行っていますが、消

化器・呼吸器・内分泌等の臓器別に病棟を編成することで、患者さんに移動していただ

くことなく治療を受けることが可能になると考えています。また、医師、看護師等のスタ

ッフの情報共有が容易になり、チーム医療の更なる推進を図ることができると考えてい

ます。

　本年も職員一丸となり院内体制の一層の充実と、皆様から愛される病院を目指して

参りますので宜しくお願いします。

での生活がこれか
らも同様に行えるよ
うに支援していま
す。目指すは「来た
時よりも笑顔で元
気！」です。患者さん
やご家族の笑顔が私にとって、最高の励み
です。
　私の目標は、地域や在宅医療と救急セン
ターが連携しながら看護を提供していくこ
とです。寒い日が続いておりますが、身体
を温める食事やこまめな水分摂取、適度な
運動、十分な睡眠に心がけ笑顔いっぱい元
気にお過ごしください。
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年頭挨拶 病院長　小林　幹男

ます。
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参りますので宜しくお願いします。
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　看護外来は、病気を持ちながら地域で療養・社
会生活を営む患者さんやご家族に対し、日常生活
が円滑に送れるように専門の知識や技術を持つ
看護師が、医師等と連携を図りながら相談や指導を
行う外来です。
　現在、当病院では母乳外来をはじめ10分野の看
護外来を開設しています。看護外来担当の看護師
と病棟看護師が連携することで、入院から在宅ま
で切れ目のない看護を提供しています。

看護外来について
８階Ａ病棟　看護副長　福島　加代

日本乳がんピンクリボン運動（JMS）
～休日マンモグラフィ（乳がん）検診を実施しました～

入退院支援センターの役割入退院支援センターの役割

助産師外来

母乳外来

糖尿病療養指導士外来

小児糖尿病療養指導士外来

糖尿病地域連携パス外来

糖尿病フットケア外来

ストーマ看護外来

ウロストーマ看護外来

乳腺看護外来

緩和看護外来

担当外来名看護外来名 外来日

産婦人科外来

産婦人科外来

内科外来

小児科外来

内科外来

内科外来

外科外来

泌尿器科外来

外科外来

内科外来

月～金 午前

月～金 午後

月・水・木 午前／月・火・金 午後

水 午後

月 午後／第２・４金 午後

水 午後

火 午後

月・木・金 午後

月～金

火・金 午前／水 午後

　患者さんや家族の方が安心して医療サービ

スの提供を受けられるように、昨年、入退院支

援センターを移設し、本格的に稼働してから本

年の３月で１年が経過します。

　入退院支援センターは広くゆったりとした

待合室、プライバシーに配慮した相談室、各種

窓口などを備えています。業務は大きく３つに

分かれており、それぞれの内容について紹介い

たします。

●入院支援
　入院が決まったとき「いつ何をしたらよい

か」などの不安を解消し、より円滑に外来診療

から入院につながるように支援をしています。

日程の確認や、検査の説明などのオリエン

テーションを通じ、患者さんの医療的・社会的

問題を外来診療の早期から把握し、関係部署

と連携してスムーズな解決につながるように

努めています。

●退院支援
　今年度から、病棟ごとに退院支援職員を配

置しており、医療ソーシャル・ワーカー（MSW）

と専門の看護師が担当しています。入院時か

らの問題を一緒に考え、院内外の他職種と連

携し、患者さんや家族の方の不安や悩みを軽

減できるように支援を行っています。住み慣れ

た地域に早期に戻れるように支援体制の強化

に努めています。
　
●地域連携
　当病院は地域医療支援病院として紹介型外

来を推進しています。地域のかかりつけ医の先

生方から、より専門的な医療や手術が必要に

なった場合に紹介を受けています。診療科は

２３科あり、さらにその中に各種の専門外来を

開設しています。患者さんや家族の方、かかり

つけ医の先生方から電話をいただき、それぞ

れの診療時間に案内・予約受付をしています。

地域医療連携室　室長　大下　洋美

育児・介護・仕事などで平日に乳がん検
診を受診できない女性のために、ピンク
リボン運動月間の１０月２３日（日）に、
伊勢崎市・玉村町の乳腺・甲状腺がん個
別検診を実施し多数の方が受診されま
した。

入院支援（看護師）

地域連携（事務）　

退院支援（MSW）

退院支援（室長、医師、看護師）
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　患者さんや家族の方が安心して医療サービ

スの提供を受けられるように、昨年、入退院支

援センターを移設し、本格的に稼働してから本

年の３月で１年が経過します。

　入退院支援センターは広くゆったりとした

待合室、プライバシーに配慮した相談室、各種

窓口などを備えています。業務は大きく３つに

分かれており、それぞれの内容について紹介い

たします。

●入院支援
　入院が決まったとき「いつ何をしたらよい

か」などの不安を解消し、より円滑に外来診療

から入院につながるように支援をしています。

日程の確認や、検査の説明などのオリエン

テーションを通じ、患者さんの医療的・社会的

問題を外来診療の早期から把握し、関係部署

と連携してスムーズな解決につながるように

努めています。

●退院支援
　今年度から、病棟ごとに退院支援職員を配

置しており、医療ソーシャル・ワーカー（MSW）

と専門の看護師が担当しています。入院時か

らの問題を一緒に考え、院内外の他職種と連

携し、患者さんや家族の方の不安や悩みを軽

減できるように支援を行っています。住み慣れ

た地域に早期に戻れるように支援体制の強化

に努めています。
　
●地域連携
　当病院は地域医療支援病院として紹介型外

来を推進しています。地域のかかりつけ医の先

生方から、より専門的な医療や手術が必要に

なった場合に紹介を受けています。診療科は

２３科あり、さらにその中に各種の専門外来を

開設しています。患者さんや家族の方、かかり

つけ医の先生方から電話をいただき、それぞ

れの診療時間に案内・予約受付をしています。

地域医療連携室　室長　大下　洋美

育児・介護・仕事などで平日に乳がん検
診を受診できない女性のために、ピンク
リボン運動月間の１０月２３日（日）に、
伊勢崎市・玉村町の乳腺・甲状腺がん個
別検診を実施し多数の方が受診されま
した。

入院支援（看護師）

地域連携（事務）　

退院支援（MSW）

退院支援（室長、医師、看護師）
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「社会復帰のはじめの一歩」
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「社会復帰のはじめの一歩」

専門分野のエキスパート　専門・認定看護師紹介
～救急看護認定看護師～

救急センター看護主任　　坂本　寿満子

　私は「救急看護って何？」という思いか
ら救急看護を学び、平成 26 年に救急看護認
定看護師を取得しました。所属している救
急センターでは、突然発症した痛みや苦し
さ、事故などによる外傷などさまざまな病
態に対応しています。そして、安心して治
療を受けることができるよう、他職種と協
力してチーム一丸となり看護を行っていま
す。また、患者さんのご家族や関係者の方
の不安な気持ちも軽減できるよう努めてい
ます。
　救急センターは「社会復帰のはじめの一
歩」です。混雑することもありますが、一人
ひとりの患者さんの言葉に耳を傾けて、今ま
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「プロテクター」
　病院では、レントゲンや CT、透視など
X 線を使用する検査や治療が日々行われて
います。医療従事者は患者さんへの被ばく
を最小限にすることと同時に、自身も被ば
くから守る必要があります。放射線防護の
基本は、「短時間で、できる限り離れて、遮
へい物で身を守る」という時間・距離・遮
へいの三原則です。
　プロテクターは、身につけることで散乱
線を遮へいし、医療従事者を防護するため
のものです。散乱線とは X 線が照射された
患者さんや透視台などから発生する二次的

な X 線です。医療従事者は頻繁に検査や治
療に立ち会うため、プロテクターを着て防
護しています。プロテクターには放射線感
受性の高い部位（被ば
くにより障害を受けや
すい部位）に合わせて
様々なタイプのものが
あります。具体的には
眼を守るゴーグル、甲
状腺を守るネックガード、
体幹部（消化管や生殖器
など）を守るエプロン
があります。

中央放射線科　技師　橋本　和也

※エプロン型プロテクター

冬号

　明けましておめでとうございます。本年も宜しくお願

いします。

　昨年は、患者さんやご家族の方が入院中の治療生

活や退院後の療養生活を不安なく過ごせるように、

入退院支援センターの移設と小児専用病棟の開設

を行いました。入退院支援センターが、本格的に稼

働を開始したことで、入退院支援がよりスムーズに行

えるようになりました。今後はさらに病院間の連携や

病院と診療所（開業医）間の連携から在宅までサー

ビスの充実を図りたいと考えています。

　また、小児専用病棟は親子で療養できる広い空間とプライバシーを守れる環境を提

供できるよう開設しました。

　さらに、時間外の救急外来において、重症患者さんの受け入れを優先する目的で保

険外負担金（時間外選定療養費）の徴収を開始した結果、救急車で搬送される患者さ

んを多く受け入れることができました。皆様のご協力に感謝します。

　本年は「患者さんを中心に」をキャッチフレーズに病棟の臓器別再編成の検討を考

えています。現在は内科、外科と別々の病棟で患者さんの治療を行っていますが、消

化器・呼吸器・内分泌等の臓器別に病棟を編成することで、患者さんに移動していただ

くことなく治療を受けることが可能になると考えています。また、医師、看護師等のスタ

ッフの情報共有が容易になり、チーム医療の更なる推進を図ることができると考えてい

ます。

　本年も職員一丸となり院内体制の一層の充実と、皆様から愛される病院を目指して

参りますので宜しくお願いします。

での生活がこれか
らも同様に行えるよ
うに支援していま
す。目指すは「来た
時よりも笑顔で元
気！」です。患者さん
やご家族の笑顔が私にとって、最高の励み
です。
　私の目標は、地域や在宅医療と救急セン
ターが連携しながら看護を提供していくこ
とです。寒い日が続いておりますが、身体
を温める食事やこまめな水分摂取、適度な
運動、十分な睡眠に心がけ笑顔いっぱい元
気にお過ごしください。

年頭挨拶 病院長　小林　幹男


