本庄総合病院だより
がんシリーズ

『胃がん検診を受けましょう』
―――――――――――――――― 病院長
胃がんは男性では最も多いがんで、
女性では乳がん、大腸がんに次いで
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病院機能評価受審に向けて
― 脳神経外科
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数年前より病院機能評価というこ

存知のバリウムを飲むX線検査や内

とばをよく耳にするようになりまし

視鏡検査があります。

た。これは日本医療機能評価機構と

第3位です。胃がんは良く知られた

最近、採血による胃がん検診が行

いう組織が第三者の立場から病院の

がんですが、症状が出てから手術し

われるようになりました。血中ペプ

質を評価し、認定基準に達していれ

たのでは7割の方しか治りません。

シノゲン(PG)を測定して、胃の粘膜

ば認定証を発行するというシステム

一方、胃がん検診で発見される胃

ががんを発生し易い状態かどうかを

です。言いかえれば認定取得は一定

がんは7割が早期がんです。早期に

見る方法です。PG強陽性の場合内

水準以上の良質な医療サービスが出

発見されると大部分の人は治癒しま

視鏡検査をしますと、50〜100人に

来る病院であることの証明ともなり

す。その上早期がんでは手術せずに

一人胃がんが見つかると言われてお

ます。何よりも患者さんに安心して

内視鏡でがんを切り取って治せる場

り、この方法では早期がんが多く発

いただけることをはじめ、メリット

合もあります。

見される特徴もあります。

は多々あります。しかし認定取得ま

しかし、胃がん検診を受けている

ただ陰性でも極めて少数ながらが

での道程は険しく、受審の申し込み

方は残念ながら大変少ないのです。

んが見られますので検査が必要です。

から最短で1年かかります。審査は

厚生労働省は『健康日本21』で33

X線検査法、内視鏡検査法、ペプ

書類審査とサーベイヤーによる訪問

％の検診受診率を目標としましたが、

シノゲン法の何れでも結構です。一

審査とからなりますが、その内容は

埼玉県の最新の受診率は7.17％、本

年に一回胃がん検診をしてください。

まさに気の遠くなるような、病院機

庄市では5.23％と大変低い値です。

（埼玉県医師会胃がん検診部会長）

能の多岐に渡る整備・改善と書類作
成、さらに職員の意識改革が必要と

胃がん検診の方法は、皆様良くご

なって参ります。平成16年10月末時

介護保険について
― ケアマネージャー 赤 沼 香代子
「介護」…ご家族の方や自分だけで
悩んでいませんか？…

②市役所から認定調査員が調査にき
ます。（85項目の調査です）
③調査結果と特記事項をコンピュー
ターを用いて判定します。
④主治医意見書がかかりつけ医にて
作成されます。

介護の不安を安心にするため、本庄

⑤調査結果、特記事項、主治医意見

総合病院では介護相談を行っており

書をもとに毎週介護認定審査会が

ます。相談は無料です。来院できな

開かれ認定結果が決まります。

い方には電話相談、訪問相談も行っ

⑥申請から30日以内に認定結果が市

ております。介護度と介護者に合っ

町村から自宅に通知されます。

たケアプランをご家族と本人と共に

⑦自立と判定された時には、介護

考え適切な介護サービスを提供いた
します。是非ご利用してください。
☆

★

☆

★

☆

保険は利用できません。
⑧要支援、要介護度と判定された場

★

合，サービスの利用ができます。

介護保険は介護を社会全体で支える

⑨申請した日から利用ができます。

ため、40歳以上になると保険料を納

⑩希望の居宅介護事業所からケアマ

めます。そして介護が必要となった

ネージャーを選んでケアプランを

時、介護度に応じたサービスの利用

立てることができます。

点で、認定証取得病院数は全国で
1427病院となっています。認定を取
得した病院の多くは、全職員が病院
の質の向上に向けて努力した過程に、
認定証取得という結果より大きな意
義があったとこのシステムを評価し
ています。
今後ますます医療に求められるニ
ーズも高度化、多様化して行く中で、
当病院でも「地域住民の健康と幸福
を守り、地域医療の拠点となる」と
いう基本理念を遵守し、さらに質の
高い医療サービスが出来るよう、病
院機能評価認定に向けての準備を開
始したところです。
今後とも地域の皆様のご支援をお願
（副院長）
い申し上げます。

が可能となります。
★

☆

★

☆

★

☆

どうしたら介護保険が使えるの？
①申請を市町村の窓口で行います。
（当院でも申請代行を行っております）
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関連施設
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病
勢 崎 福 島 病 院 熊 谷 福 島 病 院 上
本 庄 福 島 病 院 介護老人保健施設 彩の苑 伊
内科･神経内科･胃腸科･循環器科･外科･整形外科･歯科
精神科・内科･歯科
内科・小児科・療養型 96床
本庄市千代田1ー1−18 q0495-22-5211

入所定員 100床
本庄市千代田1ー1−21 q0495-23-3988

リウマチ科･リハビリテーション科･泌尿器科 272床

伊勢崎市大手町18−10 q0270-24-3456

内科・療養型 93床
熊谷市宮前町1ー135−2 q048-525-2522

院

537床
本庄ナーシングホーム 1 1 4 床
本庄市小島5ー6−1 q0495-21-0111

病診連携登録医療施設
―――――――――――――――― 病院長
本誌前3回にわたり、当院と本庄
市児玉郡医師会との間で約２年前か
ら病診連携が結ばれている事をお伝
えしました。
現時点で病診連携施設として登録
されているのは右記の36施設です。
病診連携により当院へのご紹介、
入院中かかり付け医師との共同診療、
退院後、かかり付けの医療施設で継
続して医療を受けられる、などのメ
リットがあります。また、急病や怪
我で時間外に当院で治療を受けた方
が、近くのかかり付け医で引き続い
て治療を受ける事も出来ます。
現在、更に多数の医療施設に参加
していただくよう努力しております。

登録医師名
関根 貢
春山 茂之
渋谷 修身
大林 晴美
松沢 国彦
中村 孝
高橋 茂雄
服部 浩一
堀川 明
吉田 昌爾
岡 治道
高橋 脩也
富沢 峰雄
青木 謙二
細村 弓子
本間 達志
鈴木 和喜
生坂 和一
逸見 嘉正
益岡 孝之
飯塚 栄
黒岩 茂夫
坂本 公也
清水 由起夫
千田 英彦
高山 剋
辻 裕明
根岸 宏明
星野 明彦
山田 伸夫
小林 裕史
中神 誠一
木村 臣良
野澤 章夫
益子 道男
佐々木 亮

主たる診療科
外･胃･肛
眼
形･皮
内･胃･小
内･小･放
外
産･婦
眼･耳
消･外･整
内･小
内
外･整
内･胃･小
外･内･小
耳
内･小
外
内･外･小
耳
外
内･産･婦
整･外･リハ
内･呼･消･循･小
内･神
内･小
内･小
皮･泌
内･小･産
内･小
内･呼･消･循･アレ
アレ･外･整･リハ･麻
内･胃･小
内
内･小
内･外･麻
皮
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医療機関名
関根外科医院
春山眼科医院
本庄皮膚科形成外科医院
大林医院
松澤内科放射線科医院
中村外科医院
昭和産婦人科
服部クリニック
堀川病院
吉田医院
岡病院
高橋外科整形外科
富沢医院
青木病院
細村耳鼻咽喉科医院
本間医院
鈴木外科病院
生坂医院
逸見医院
益岡医院
飯塚内科産婦人科
黒岩整形外科医院
さかもとクリニック
清水クリニック
千田医院
高山医院
辻クリニック
根岸医院
昴星クリニック
山田内科医院
小林クリニック
中神内科クリニック
木村医院
野沢内科小児科医院
児玉中央病院
恵南クリニック

男
住所
本庄市東台4-8-25
本庄市けや木1-5-5
本庄市銀座3-1-21
児玉郡上里町七本木3312
本庄市駅南1-13-6
本庄市日の出3-7-26
本庄市駅南1-5-23
本庄市東台4-1-22
本庄市本庄1-4-10
児玉郡神川町中新里307-1
本庄市大字北堀810
本庄市千代田1-4-22
本庄市中央1-1-3
本庄市下野堂259-1
本庄市大字西富田329-1
本庄市中央2-1-4
児玉郡児玉町八幡山293
本庄市本庄4-4-12
本庄市駅南2-20-3
大里郡岡部町大字岡部1243
本庄市栄1-1-33
児玉郡上里町七本木2363-5
児玉郡神川町元阿保362
本庄市前原1-1-13
児玉郡美里町根木107-1
本庄市3041-5
児玉郡上里町七本木2363-6
児玉郡児玉町児玉337-2
児玉郡上里町大字金久保133-2
本庄市西五十子7
本庄市朝日町2997-1
児玉町八幡山321
児玉町児玉233
児玉郡上里町七本木3314
児玉町児玉596-1
本庄市見福1-2-8

（順不同）平成16年5月現在

腰痛に悩まされて
いませんか？
― リハビリテーション室 木 村 輝 美
腰痛は、急性腰痛と慢性腰痛とに
分ける事ができます。急性腰痛の場
合は手術が適応となる事が多く、そ
の後、腰痛が軽減したという方が多
いようです。慢性腰痛はとても厄介
であり、その原因は大きく分けて二
つあります。①不良姿勢②腰椎椎間
板ヘルニア（初期には急性として発
症しますが慢性化する事が多く急性
の増悪を繰り返す）です。腰痛にと
って安静が一番ですが、慢性腰痛の
場合、安静のとれない方が多く頑固
な腰痛を抱えながら動かざるを得な
い状態で悩まされている方が多いよ
うです。
ここで腰痛患者様の生活での注意
点について述べたいと思います。ま
ず一番大切なのは不良姿勢をとらな

第2回看護の日を終えて
――――――――――― 看護部教育委員会
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10月２日、『花みずき祭』（第２

食会」も好評のうちに品切れの状態

回看護の日）が行われました。今年

となりました。今回の「花みずき祭」

は、飯田救急救命士による救命に関

を振り返ってみて、より多くの地域

する講演、院内の

の方々に参加して

見学会、野外テン

いただけるような

トでの特製減塩ソ

企画や広報の検討

ースを使用した

が今後の課題と思

「たこ焼き試食

われました。地域

会」を企画し、各

の方々の健康増進

担当毎に準備を進

の一役になればと

めて参りました。

いう願いから生ま

当日参加された方

れた『花みずき

また、重い物を持つ時には、物を

々は、飯田氏の講

祭』ですので、よ

身体につけて持つ事や、布団はやや

演に熱心に耳を傾

り充実させるため

硬めの物を使用する事で腰への負担

け、人形を使っての人工呼吸や心臓

にも皆様のご意見・ご要望を看護部

を軽くします。このように腰への負

マッサージの訓練にも積極的に参加

教育委員会までお聞かせ下さい。

担をできるだけ少なくする事が重要

して頂きました。また「たこ焼き試

バイクで走る
――― 医事課 清

水

崇
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（看護師）

（理学療法士）

ミルウォーキーで生まれたこのバイ

を引き締めていつまでも走り続けら

ク、縁あって小さな島国にやっては

れれば幸せです。

来たけれど、本来、アメリカ大陸を

春は桜並木を抜け、夏は陽光輝く

駆け抜けていたはず。実際跨って走

海岸線を流し、秋は紅葉美しい山を

らせてみると、どこまでも行けそう

登り、冬は少しペースダウン。季節

な気がする。気分は鉄の馬を駆るカ

の風、土地の空気感・香りをダイレ

ウボーイ、ネイティブアメリカン。

クトに感じるのが最大の魅力。どし

もちろん、いいことばかりではあ

ゃ降りの高速道、炎天下の渋滞、真

りません。最大の弱点は事故におけ

冬の夜道。大袈裟に言えばそれさえ

る脆さです。その怖さは病院に身を

も苦にならないほど。

おく者として、身近に感じるところ

ハーレーダビッドソン。アメリカ、

なのです。

です。開放感を楽しみつつ、気持ち

