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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

いいたします。

　昨年と同様に本年もコロナ禍で新年を迎えることと

なりましたが、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）

は、未だに終息する気配がありません。今後も新型コ

ロナウイルス感染症が診療に対して影響を及ぼす可能

性があると思われます。その際は、誠に申し訳ありま

せんが、ご理解いただければ幸いです。

　令和３年度の診療実績では、外来患者数は新型コ

ロナウイルス感染拡大前と比べてやや少なくはなりましたが回復しました。これに対して

入院患者数は新型コロナ感染症専用病棟の病床や人員確保を行うため、一般病床数

を減少させた状態で入院管理を行ったこともあり、新型コロナウイルス感染拡大前まで

戻りませんでした。そのため、医業収支は令和２年度と同様に赤字を計上しましたが、コ

ロナ禍を経験したことで、当病院は伊勢崎保健医療圏（伊勢崎市・玉村町）の急性期

病院として重要な役割を果たしていることを改めて認識し、重責を担っていることを新たに

自覚いたしました。

　また、循環器領域で大動脈弁狭窄症に対して、経カテーテル的大動脈弁置換術

（TAVR）を始めたことで、高齢者や合併症のある患者さんに身体への負担が少ない医療

を提供できるようになりました。

　さらに、昨年は、循環器用と腹部系の血管造影装置を２台更新したことで循環器、消

化器疾患における血管治療に対して精巧な治療が可能となり、更に安心安全な治療が

できるようになりました。

　本年も急性期を担う病院として機能を充実させ、他の医療、介護及び福祉関係施設

と連携し、皆様の健康を守って行く所存です。改めて職員一同宜しくお願いいたします。

伊勢崎市病院事業管理者

小林　幹男

本館病棟・南棟に自動販売機を設置しました！

市民公開講演会「 がんと共に生きる 」のお知らせ

患者さんやご家族等から、病棟への自動販売機の設置についての要望が寄

せられていました。その声にお応えして、本館５階A病棟・６階A病棟・

８階B病棟・９階A病棟のデイルームと南棟１階ロビーに自動販売機を設置し

ました。電子マネーに対応しており、万が一の事態に備えた災害対応型のもの

です。ぜひご利用ください。

（経営企画部総務課）

令和 4 年度市民公開講演会をオンデマンド配信で開催します。
ご視聴は、当病院ホームページまたは下記 QR コード※からアクセスでき
ますので、ご覧ください。（地域医療連携室）

※『QRコード』は㈱デンソーウェーブの登録商標です

　配 信 期 間 ：令和５年２月１日（水）～令和５年２月２８日（火）
 ホームページ URL ：http://www.hospital.isesaki.gunma.jp

演 題 ・ 講 師
● 「大腸がんの予防と早期発見・早期治療」　増尾　貴成　（内科診療部長）

● 「がん治療中のワクチン接種について」　　吉田　武史　（外来化学療法センター診療部長）

● 「アピアランスケアについて」　　　　　　真下　陽子　（がん化学療法看護認定看護師）　　



2023年　No.85

32

ふれあい

RRT：Rapid Response Team

伊勢崎市民病院のチーム医療

副院長　大林　民幸

ICT：Infection Control Team 
AST：Antimicrobial Stewardship Team

感染制御チーム
抗菌薬適正使用支援チーム

院内急変対応チーム

内科医長　上野　敬史

CCT：Continence Care Team

副院長　竹澤　豊

排尿ケアチーム

　当病院では、患者さんの院内での予期せ
ぬ急変を少しでも減らそうと、令和３年
11月21日からRRS：Rapid Response System
を立ち上げました。入院中の患者さんの容
態観察で呼吸数、酸素飽和度、脈拍数、血圧、
尿量及び意識状態などが一定の基準から外

れると担当看護師がRRSを起動し、注意喚起を促します。RRS起動中の患者さんは医療安全
管理室で全例把握し、専任の医師、看護師、薬剤師で構成され、院内急変に至る前に未然に
多職種チームで対応する体制です。RRTは毎週回診しており、令和４年度は70人以上の患
者さんの診察を行いました。
　当病院では、まだ立ち上がったばかりのチ－ムですが、今後は文字通り急変現場に直行す
るチ－ムを目指して活動しています。

　私たちのミッションは、患者さんやその
家族、職員など病院を訪れるすべての人を
感染から守ることです。ICTは様々な感染
対策を行い、ASTは感染症治療を支援する
ことで人々を守ります。当病院での歴史は
古く、平成14年7月に初代のチームが誕生

し、代替わりを重ねながら現在に至っています。年間100人以上の患者さんにチームが支
援しました。
　名称は2つのチームになりますが、構成メンバーは同じ医師、薬剤師、臨床検査技師、看
護師の兼務となっています。感染制御が得意な職種がICTの中心を、抗菌薬適正使用が得
意な職種がASTの中心となり、各々が知識技術を研さんし、協力しながら活動しています。

　当病院では、治療上尿道にカテーテルを
留置する場面があります。手術後あるいは
重症患者の尿量の正確な測定のため、排尿
できない患者さんにやむを得ず挿入するな
ど、理由は様々です。尿道カテーテル管理
が長期に及ぶと尿路感染が高い確率で発生

します。そのため、早期退院が困難になり、生活の質も低下してしまいます。そこで、感染
予防と患者さんの早期尿道カテーテル抜去を目指して、排尿ケアチームが活動しています。
メンバーは泌尿器科医師、看護師、薬剤師、理学療法士と多職種で成り立っています。この
多職種チームで週１回病棟回診を行っており、年間300人以上の患者さんを支援しました。
排尿障害を来す薬剤の変更・中止、排尿状態を改善する薬剤の処方、リハビリによる活動性
の向上、排尿日誌記載の指示など包括的な排尿ケアを実施しています。
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