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　平成23年９月現在、200医療機関（221人）の先生に連携医として登
録していただいております。

【連携医登録手続き】
１．地域医療連携係までご連絡または、連携医申請登録書＊を提出して
ください。

　  

２．連携担当者がお伺いします。
３．登録事務完了後、連携医証を交付します。

市民病院はかかりつけ医と連携して患者さんを見守ります

市民病院は患者さんのかかりつけ医との連携を進めます。
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「看護の歴史」

　伊勢崎市民病院は、平成23年６月22日付で群馬県知事から『地域医療支援病院』に承認されました。

『地域医療支援病院』とは

などの支援を行うことで「かかりつけ医」との役割分担と連携を図り、地域全体で切れ目のない医療
を提供することを目的に、設備や診療機能など一定の要件を満たした地域医療の中核となる病院の事
です。

　伊勢崎市民病院では、「かかりつ
け医」の先生方との連携を密に図り、
地域の皆様により良い医療を提供で
きるよう努めています。

患者満足度調査報告

（文　看護副部長　藤田　智恵子）

連携医を随時募集しています

　当病院では、皆様のご意見を伺い、病院のサービス改善に取り組むために毎年「患者満足度調査」を実施しています。
ご協力いただき、ありがとうございました。今回の調査で、患者さんからいただきました評価を全職員で共有し、今後とも
より良い病院づくりに取り組んでまいります。ここに調査結果の一部についてご報告します。

◎設問「全体として伊勢崎市民病院に満足している」

◎総合的な設問

　　医療サービスとして
重要な10の項目につ
いて伺いました。回答
の平均値を５段階評
価で表しています。

◎自由記述欄
　【入院】
　・職員の方が親切で信用できる。備品が古く、壊れてい
ても、大切に直して使っていたりするのが、むしろ私
には好印象。

　【外来】
　・スタッフ達には、患者の立場に立って考えてくれる
人がいる。全体的には良いと思います。待ち時間が少
し短くなるといっそう良いのですが。

　看護は人間の生活の起源とともに始まります。女性が子供を
産み母親になって子供を育てるという現象は、自然界のすべて
の動物に見られることです。新しい命はそのままでは生きられま
せん。必ず誰かの手によるケアを必要とします。その役割は、そ
の生命を生み出した母親が行なってきました。その母親の養育
―Nursing－が看護の起源と言われています。
　17世紀以来、キリスト教の修道女や修道士が神に仕えるた
めに病人を集めて日常生活上の世話をしたのが看護師の始ま
りとされています。そして19世紀後半、フロレンス・ナイチンゲー
ルによって、歴史上初めて看護とは何かということをはっきり言
葉にし、看護師の仕事を位置づけ、近代看護が確立されました。
偉人の伝記にもしばしば登場するナイチンゲールは、近代看護
の生みの親であります。そんな彼女が看護の道を志すようにな
ったきっかけは、姉が病に倒れた事でした。「ナイチンゲール」
「白衣の天使」は看護師の代名詞となっています。
　日本では、明治19年に看護師養成所が設立され、看護の専

門家の養成がはじまりました。昭和22年に
保健師助産師看護師法が制定され、国家
資格を認められ国家試験が取り入れられま
した。そして、現在の厚生労働省の医政局看
護課が設立され看護婦・看護士という専門
職が確立されました。その後平成14年に看
護師へと名称が変わりました。昭和25年第
１回看護師国家試験が行なわれ、今年平成
23年は第100回目の看護師国家試験が行なわれました。
　現在看護界では、高度化・専門分化が進む医療現場におけ
る看護ケアの広がりと、看護の質の向上を目的に資格認定制
度が発足しました。専門看護師・認定看護師・認定看護管理
者の３つの資格があります。平成23年全国での専門看護師は、
10分野で612名・認定看護師は、19分野で9,048名・認定看
護管理者は1,339名となっています。特定の専門分野において
卓越した看護実践能力を持ち、複雑困難な健康問題を抱えた
人や地域に対し質の高い看護を提供することに努めています。

ナイチンゲール

◆有効回答総数：入院　321件
　　　　　　　　外来　533件
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◆実施日：入院　平成22年11月18日～12月２日
　　　　　外来　平成22年11月25日・26日
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Ｈ22年 地域医療支援病院に承認されました

＊市民病院ホームページからダウンロードできます。　

　１．他の病院や診療所からの紹介患者に対する医療の提供
　２．病院施設、設備等の共同利用の実施
　３．救急医療の提供
　４．地域の医療従事者が資質向上を図るために研修を実施

53.5% 37.1% 8.3%



診療科紹介 ～ 内科・甲状腺専門外来 ～ 患者サロン「オアシス」
◆ がん患者さんの悩みを軽減したい
　患者さんやご家族が抱えている がんに関する不安や悩み、体験などを語り合い交流できる場として、患
者サロン『オアシス』を開設しています。「誰かに悩みを聞いてもらえたら…」「こんな時どうしたらいい
の？」という時、『オアシス』をお気軽にご利用ください。

＊患者さんからの声
　・お互いに励まし合うことができ、以前より前向きに生活ができるようになった。
　・病気に対する不安な気持ちを聞いてもらえたので気持ちが楽になりました。
　・体験者の話が聞けて治療への不安が和らいだ。

１）がんに関する本やＤＶＤの閲覧や貸し出しをしています
２）がんに関する情報収集のため、インターネットが利用で
　 きます
３）がん患者の会「伊勢崎ひまわりの会」（※）との連携によ
　 り、定例会や個別相談を行っています
●利用日　月曜日から金曜日（祝日を除きます）
●時　間　午前9時から午後4時まで　●費　用　無料
　みなさんのお越しをお待ちしています。　

場　所　がん診療総合センター２階　相談支援センター内 

問合せ　0270－25－5022（内線：2220）

（※）がん患者の会「伊勢崎ひまわりの会」

　がん患者さんやご家族が闘病体験や療養生活などを語り合うことで不安や焦りを和らげ、ともに励ま

し、活き活きとした生活を送れるよう支え合う会です。

伊勢崎市民病院での主な活動

　①定例会の開催 ： 毎月第１木曜日　午前10時から正午まで

　　　　　　　　　 勉強会や病院職員を交えて意見交換会

　②個別相談 ： 随時（事前に相談支援センターにご相談ください）

　　　　　　　 体験者がお話をお伺いします

がんに関する講演会などの開催予定
＊地域がん診療連携拠点病院事業『公開講演会』

講師：伊勢崎市民病院医師、看護師、薬剤師、
　　  管理栄養士、臨床心理士　ほか

テーマ

緩和ケアってなに？
～がんと向き合うために～

平成23年10月29日（土）
午後１時30分～ 市民プラザ

日　時 会　場

＊がん市民公開講座

興味のある方は、どなたでも参加できますので皆様お誘い合わせの上、ぜひお出かけください。

テーマ

乳がんの予防から治療まで

肺がんの予防から治療まで

胃がんの予防から治療まで

平成23年11月22日（火）
午後6時30分～

平成24年  1月24日（火）
午後6時30分～

平成24年  3月  9日（金）
午後6時30分～

伊勢崎市民病院 
10階大会議室

伊勢崎市民病院 
10階大会議室

伊勢崎市民病院 
10階大会議室

日　時 会　場

◆ 甲状腺疾患について ◆

◆ 扱う主な病気 ◆

　甲状腺とは首の前面にあるチョウの羽の形をした

甲状腺ホルモンをつくる臓器です。甲状腺ホルモン

は体内での熱産生を増加させたり、いろいろな臓器

で様々な作用を発揮します。ホルモンは多すぎても

少なすぎても体の調子が狂ってしまい、様々な悪影

響が出てきます。内科の甲状腺専門外来では、異常

な甲状腺ホルモンの値を正常に戻すように治療を行

っています。

◎甲状腺機能亢進症（バセドウ病）
　　甲状腺ホルモンが必要以上に多く甲状腺から作

られてしまう病気です。必要以上の甲状腺ホルモ

ンにより体重減少や動悸、微熱などを来し、ひど

くなると不整脈や心不全を起こすこともありま

す。飲み薬・放射線・手術のいずれかの方法によ

り治療を行います。

◎甲状腺機能低下症
　　甲状腺ホルモンが不足している状態です。だる

さや寒がりになるなどの症状が出たり、ひどくな

ると意識不明になったりすることもあります。

◎慢性甲状腺炎（橋本病）
　　甲状腺が腫れた状態が続く病気です。少しづつ

甲状腺の働きが悪くなり、将来甲状腺機能低下症

となることもあります。甲状腺ホルモンが減って

いなければ、様子を見ることが多いです。

◎亜急性甲状腺炎
　　急に甲状腺が腫れて痛みを持つ病気です。動悸

がしたり熱が出ることもあります。はっきりした

原因は不明ですがウィルスの感染が関係している

可能性が疑われています。2～4ヶ月程で自然に

治るため、痛み止めを使いながら様子を見ます。

◆ 患者さんへお願い ◆

内科　診療部長　細井　康博
症状が強ければステロイドという強めの薬を飲ん

でいただきます。

　甲状腺の腫瘤（しこり）については内科では治療

ができません（飲み薬で治すことはできません）の

で、治療が必要な患者さんは当病院や他院の外科に

お願いすることとなります。このため、せっかく内

科へ受診して頂いても何もできないまま、後日外科

へ受診となってしまいますので、甲状腺の腫瘤（し

こり）の診察を希望される方はお近くの病院または

診療所の外科へ直接受診されることをお勧めしま

す。

◆ 患者サロンってこんなところ

◆ ご不明な点はお問い合わせ下さい
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　平成23年９月現在、200医療機関（221人）の先生に連携医として登
録していただいております。

【連携医登録手続き】
１．地域医療連携係までご連絡または、連携医申請登録書＊を提出して
ください。

　  

２．連携担当者がお伺いします。
３．登録事務完了後、連携医証を交付します。

市民病院はかかりつけ医と連携して患者さんを見守ります

市民病院は患者さんのかかりつけ医との連携を進めます。

Medical Side Story 6

「看護の歴史」

　伊勢崎市民病院は、平成23年６月22日付で群馬県知事から『地域医療支援病院』に承認されました。

『地域医療支援病院』とは

などの支援を行うことで「かかりつけ医」との役割分担と連携を図り、地域全体で切れ目のない医療
を提供することを目的に、設備や診療機能など一定の要件を満たした地域医療の中核となる病院の事
です。

　伊勢崎市民病院では、「かかりつ
け医」の先生方との連携を密に図り、
地域の皆様により良い医療を提供で
きるよう努めています。

患者満足度調査報告

（文　看護副部長　藤田　智恵子）

連携医を随時募集しています

　当病院では、皆様のご意見を伺い、病院のサービス改善に取り組むために毎年「患者満足度調査」を実施しています。
ご協力いただき、ありがとうございました。今回の調査で、患者さんからいただきました評価を全職員で共有し、今後とも
より良い病院づくりに取り組んでまいります。ここに調査結果の一部についてご報告します。

◎設問「全体として伊勢崎市民病院に満足している」

◎総合的な設問

　　医療サービスとして
重要な10の項目につ
いて伺いました。回答
の平均値を５段階評
価で表しています。

◎自由記述欄
　【入院】
　・職員の方が親切で信用できる。備品が古く、壊れてい
ても、大切に直して使っていたりするのが、むしろ私
には好印象。

　【外来】
　・スタッフ達には、患者の立場に立って考えてくれる
人がいる。全体的には良いと思います。待ち時間が少
し短くなるといっそう良いのですが。

　看護は人間の生活の起源とともに始まります。女性が子供を
産み母親になって子供を育てるという現象は、自然界のすべて
の動物に見られることです。新しい命はそのままでは生きられま
せん。必ず誰かの手によるケアを必要とします。その役割は、そ
の生命を生み出した母親が行なってきました。その母親の養育
―Nursing－が看護の起源と言われています。
　17世紀以来、キリスト教の修道女や修道士が神に仕えるた
めに病人を集めて日常生活上の世話をしたのが看護師の始ま
りとされています。そして19世紀後半、フロレンス・ナイチンゲー
ルによって、歴史上初めて看護とは何かということをはっきり言
葉にし、看護師の仕事を位置づけ、近代看護が確立されました。
偉人の伝記にもしばしば登場するナイチンゲールは、近代看護
の生みの親であります。そんな彼女が看護の道を志すようにな
ったきっかけは、姉が病に倒れた事でした。「ナイチンゲール」
「白衣の天使」は看護師の代名詞となっています。
　日本では、明治19年に看護師養成所が設立され、看護の専

門家の養成がはじまりました。昭和22年に
保健師助産師看護師法が制定され、国家
資格を認められ国家試験が取り入れられま
した。そして、現在の厚生労働省の医政局看
護課が設立され看護婦・看護士という専門
職が確立されました。その後平成14年に看
護師へと名称が変わりました。昭和25年第
１回看護師国家試験が行なわれ、今年平成
23年は第100回目の看護師国家試験が行なわれました。
　現在看護界では、高度化・専門分化が進む医療現場におけ
る看護ケアの広がりと、看護の質の向上を目的に資格認定制
度が発足しました。専門看護師・認定看護師・認定看護管理
者の３つの資格があります。平成23年全国での専門看護師は、
10分野で612名・認定看護師は、19分野で9,048名・認定看
護管理者は1,339名となっています。特定の専門分野において
卓越した看護実践能力を持ち、複雑困難な健康問題を抱えた
人や地域に対し質の高い看護を提供することに努めています。

ナイチンゲール

◆有効回答総数：入院　321件
　　　　　　　　外来　533件

147件 102件 23件 3件 0件

まったくそうだ　■ややそうだ　■どちらでもない　■ややちがう　■まったくちがう

30 35 40 45 50 55 60 65 70

1.1%

0.00%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

【入院】有効回答数　275件 【外来】有効回答数　442件

【入院】 【外来】

140件 218件 63件 15件 6件

31.7% 49.3% 14.2% 3.4%
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◆実施日：入院　平成22年11月18日～12月２日
　　　　　外来　平成22年11月25日・26日
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Ｈ22年 地域医療支援病院に承認されました

＊市民病院ホームページからダウンロードできます。　

　１．他の病院や診療所からの紹介患者に対する医療の提供
　２．病院施設、設備等の共同利用の実施
　３．救急医療の提供
　４．地域の医療従事者が資質向上を図るために研修を実施

53.5% 37.1% 8.3%


