
こくたか
連携だより

【理念】
　患者さんから信頼される病院を目指します 

【基本方針】
　●常に患者さん本位の医療を心がけます
　● 研鑽に励み、安全で良質な医療を提供

します
　● 医療連携を積極的に推進し、地域医療

に貢献します
　●良き医療従事者の育成に努めます
　●臨床研究を推進します
　●健全な病院経営を行います

【看護の理念】
人間の尊厳を大切にし、専門的な知識、技術
を持ち、心のこもった看護を提供します

【患者さんの権利を守ります】
　● 誰でも良質で安全な医療を受ける権利が

あります
　● 患者さんの人格や価値観が尊重され、

医療提供者との相互協力のもとで医療を
受ける権利があります

　● 病気、治療等について、十分な説明を
受ける権利があります

　● 他の医師の意見（セカンドオピニオン）
を求める権利があります

　● 病気等について十分な説明を受けたうえ
で、自分の意志で検査や治療方法を選択
したり、他の医療機関を選択する権利が
あります

　● 医療情報に関する個人のプライバシーが
守られる権利があります

〒370-0829  群馬県高崎市高松町36
代表 (TEL) 027-322-5901
URL http://www.tnho.jp/

地域医療支援･連携センター（医療機関専用ダイヤル）
(TEL) 027-322-5835
(FAX) 027-322-5925

●地域医療支援病院  ●がん診療連携拠点病院

独立行政法人国立病院機構
高崎総合医療センター
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　肺炎は日本人の死因の3位となっています。
（厚生労働省 平成28年度 性別にみた死因順位別
死亡数・死亡率）肺炎の中でも誤嚥性肺炎が多い
ことから、食事の調整が必要となります。
　食べ物を食道に送り込むことを嚥下といい、
食べ物や飲み物が誤って肺に入ってしまうこと
を誤嚥といいます。嚥下の機能が上手くいかな
いと誤嚥に繋がり、誤嚥が原因で肺に炎症が起
きることを誤嚥性肺炎といいます。嚥下の機能
が低下する原因は加齢による筋力の低下、唾液
の分泌量の減少、食欲の低下による食事摂取量
の減少が考えられます。また、病気（脳血管疾患、
神経疾患など）が原因となることもあります。誤
嚥を起こした際は咳き込み症状が現れることが
多いため、食事中や食後によく咳き込むような
方は注意が必要です。
　誤嚥の予防として食事の工夫（形態・内容）・
食べる力を高める運動が必要になります。食事
は、適度にやわらかいこと・ベタつかないこと・
まとまりやすいことが大切で喉に残らずに飲み
込みやすいように調整された食事のことを嚥下
食といいます。嚥下食はペースト状にしたり軟
らかく調理したりと、手間もかかるため、市販

の嚥下食（やわらか食品）やトロミ剤（水分にと
ろみをつけるもの）の使用もお勧めです。トロミ
剤については濃度の濃い飲み物（牛乳や栄養補助
食品）に使用する際はとろみが付くまでに時間が
かかる場合があるため、トロミ剤を加えてから
少し時間を置くことが必要です。
　食事内容に関しては厚生労働省より食事摂取
基準が出されており、年齢別に栄養素の必要量
が提示されています。その中で注目するのが、
たんぱく質の必要量です。エネルギーは高齢に
なるにつれて低下していきますが、タンパク質
の推奨量は18歳より変わりません。そのため、
おかずを意識的に摂取する必要があります。嚥
下食はペースト状にすることや煮る工程などで
水分を加えるため、量（かさ）が増えエネルギー
が減少します。栄養補助食品や油脂の多い食品
を使用することも必要です。
　食べる力を高める運動は首や肩などの運動と
舌や頬を意識的に動かしていくことが大切です。
また、口の中を清潔に保つことで細菌性の肺炎
の予防にも繋がります。
　飲み込みに不安があれば主治医に相談してく
ださい。

やわらかく・
飲み込みやすい
� 食事について
～誤嚥の対策～

栄養士　船越 秀紀

市民
健康医学
講座

◦栄養必要量
kcal/日

男性 女性
身体活動量

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ
18～29歳 2,300 2,650 3,050 1,650 1,950 2,200
30～49歳 2,300 2,650 3,050 1,750 2,000 2,300
50～69歳 2,100 2,450 2,800 1,650 1,900 2,200
70歳以上 1,850 2,200 2,500 1,500 1,750 2,000

◦たんぱく質の食事摂取基準
g/日

男性 女性
推奨量 推奨量

18～29歳 60 50
30～49歳 60 50
50～69歳 60 50
70歳以上 60 50
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　当院は、高崎・安中医療圏で中心的な役割

をもった３次救急病院です。

　高崎市のメディカルサポートセンターとし

ても位置づけられて日々重症患者等を受け入

れております。

　地域の患者さんを支え、高度な医療を提供

するために医師や職員を増やし体制を整えて

まいりましたが、手術件数が増える一方で手

術室の不足や脳疾患や心疾患等の救急患者の

受入が困難となり慢性的な病床不足が発生し

ており、近年地域のニーズに応えられない状

況が続いておりました。

　また、職員の勤務環境も手狭となっており、

早急な改善が必要となりました。

　これらの状況を改善するには増築を行う必

要があると判断し、病院職員一丸となって増

築計画を経て、数年越しでようやく病棟等増

築の承認がおり、待ちに待った新しい病棟の

工事のスタートが切れることとなりました。

　新棟の主な機能として地域医療支援・連携

センター、通院治療センター、医局・研修医

医局等を移設拡張し、手術室（ハイブリッド手

術室含む）を５室増やし、脳疾患・心疾患系を

中心とした病棟（40床×２病棟）を予定して

おります。

　工事を始めるにあたり、４月13日に工事現

場で、工事及び行政関係者、病院幹部職員等

が集まり、厳粛な雰囲気の中、宮司様により

安全祈願祭が開催され無事終了いたしました。

　いよいよ、これから工事が本格的に始まり、

平成31年10月の完成を目指し、工事が進ん

でまいります。

　工事中は、皆様に大変ご不便やご迷惑をお

掛けいたしますが、何卒、ご協力の程、よろ

しくお願いします。

業務班長　白石 邦夫
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　尿検査は、血液検査と異なり検体採取が容易で患者さんに苦痛を与えることなく繰り返し検査でき、
診断価値が大きくきわめて重要な検査となります。しかし、尿を採って頂くのは基本的に患者さん
本人となる為、間違った尿の取り方をしてしまうと正しい検査が出来ない可能性があります。そして、
検査する内容により尿一般検査、細菌検査、病理検査といった臨床検査部門に振り分けます。その
依頼に於いては、血液検査と同時に尿検査をすることが多く、外来では採血受付けと同時に採尿用の
コップをお渡ししています。今回は尿糖・蛋白・尿沈渣と
いった項目を検査する尿一般検査を中心に説明します。

尿検査

「採尿量・採尿方法①」

Vol.20

全自動尿中有形成分分析装置と全自動尿分析装置

❶  尿検査前に大量の飲料水を摂取することや激しい運動は避けてください。
❷  ビタミンＣは尿糖や尿潜血などで偽陰性（本当は陽性だが陰性になる）を起こすことがあるので注意が必要です。

※ビタミンＣが多い飲食物：グレープフルーツ、ジュース、一部のサプリメント、ペットボトルのお茶など

❸  尿が出ない場合は水を1杯飲んで頂き、ほかの検査を回ったうえでもう一度採尿してください。血液検査に比べ尿
検査は短時間で結果が出ますので、後回しにしても待ち時間が少なくて済みます。

❹  病理検査や細菌検査は、細胞が壊れたり細菌が繁殖するなどして正しい検査が出来なくなる
為、当日に採尿しなるべく早く提出してください。

❺  ご自宅で採尿される患者さんは、当院指定の容器をお渡ししますので、その容器に入れてご
持参ください。

❻  どうしても採れない場合やいつも採るのに苦労する場合は、ご相談ください。

♦注意事項

❶ 手を良く洗い、排尿部を清潔に保つことが望ましい。女性の場合温水洗浄装置（ビデ）の使用も効果的です。

❷  排尿の初めと最後の尿は取らずに、途中の
尿（中間尿）を採ります。ただし、尿道炎
などを疑う場合などは、出始めの尿を検査
することもあります。

❸  指定の提出場所に提出してください。（当院
の場合は採尿室の奥に小窓が有り、そこか
らの提出になります。）

♦採尿方法

採尿用トイレ 尿コップ提出口（トイレの奥に開口）

部門 採尿量 検査時間
尿一般検査 10 ｍｌ以上 10 ～ 20 分
細菌検査 10 ｍｌ以上 3 ～ 7 日

病理検査
（細胞診）

10 ｍｌ以上
※  3 部門まとめてもコップの

半分 (25 ～ 50ml) もあれ
ば検査可能。

1 ～ 3 日

♦採尿量と検査時間

臨床検査科だより
臨床検査科だより

科

4



本年5月中旬から

が稼働いたします。

入れ替え前の装置と比べて
1回転での撮影範囲が

約4倍 になります。

当院は、本装置〈GEヘルスケア社製 Revolution CT〉と
2管球CT〈シーメンス社製 SOMATOM Defi nition Flash〉の
2台体制で、低被ばく・高分解能な画像を提供し、患者
さんに有用な検査を実施してまいります。

画像提供　GEヘルスケア・ジャパン株式会社

1回転で1臓器が撮影できる新たな領域へ

64列から256列へ
CTが入れ替わります

GEヘルスケア社製 256列 

Revolution CT

従来型CT装置 Revolution CT 約4倍

群馬県内
１号機　

32mm 160mm
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栄養サポート外来診療日時及び診療科
 ◆毎週木曜日の9：00～12：00
 ◆外科NSTで診療
 ◆ ご希望の方はかかりつけ医にご相談ください

　日本人の平均寿命は延伸し世界でもトップクラスですが、健康寿
命（健康で自立し活動ができる期間）との差が約10年間あります。
このことは日常生活に制限のある「不健康な期間」を人生最後の
10年間は過ごしていることを意味しています。今後さらに平均寿命
と健康寿命との差が拡大すれば介護費など国の財政を圧迫し、個
人の生活の質を低下させます。
　人生の最期まで自立し、元気で長生きするために普段から自分の身体に気を配りましょう。
　「食事をきちんとし、積極的に体を動かす（運動）習慣」が大切です。

健康寿命とは=介護や寝たきりの生活ではなく活動性の高い自立した活動ができる期間。

栄養評価、診断後に
食事や運動指導など

実施します。

フレイルやサルコペニアが心配な方は当院、栄養サポート外来にご相談ください。

平均寿命と健康寿命 について

生活機能障害、健康長寿 の妨げ
　高齢者の衰弱、関節疾患、骨折、転倒の原因として近年、「フレイルやサルコペニア」
といったことが注目されています。これらが進行することにより身体機能の低下や、筋
力低下により要介護状態へとつながっていきます。
　要介護状態にならない為にはフレイルやサルコペニアの予防や改善が重要です。
　特に栄養改善と運動の実施が有用です。

◆フレイル（虚弱）： 老化に伴い筋力や活動が低下している状態
◆サルコペニア（筋肉減少症） ： 加齢に伴う筋肉量、筋力、身体機能の低下

80.21
71.19

86.61
74.21

平均寿命
出典：厚生労働省「健康日本21（第二次）各目標項目の進捗状況について」を参考に作成

健康寿命

12.40年

9.02年
男性

女性

◆ 十分なエネルギー、タンパク質
の摂取が重要です

◆1日当たりの目標エネルギー量目安：体重×30kcal
◆1日あたりの目標タンパク質目安：体重×1～1.5g
◆ 運動時や筋肉増強を目指す時にはサプリメント
（BCAA）を上手く活用

　※BCAA：バリン、ロイシン、イソロイシンの3種のアミノ酸

食事編
◆ 運動習慣が無い方はストレッチ
ングから始めましょう

◆ ウォーキングやサイクリングでも習慣化することが
大事です

◆ レジスタンス（筋トレ）運動を取り入れると効果的
です

運動編

健康な状態の
太もも

サルコペニア肥満の
太もも

筋肉筋肉
脂肪

を
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当センターでは、がんさろんを月1回開催しております。
がん患者さんやそのご家族に、ご自由に参加して頂いております。

事前の申し込みは必要ありません。

がん患者さんやそのご家族の集いです

と　き：毎月 第四金曜日
　　　　13時30分～15時30分
ところ：高崎総合医療センター2階
　　　　Fカウンターの奥　市役所側

当日は、高崎総合医療センター相談支援センターの
看護師やソーシャルワーカーも参加いたします。

●当院へ駐車の場合駐車料金がかかりますのでご了承ください。
 （２時間まで無料　以降１時間100円）
　さろんについてのお問い合せは、高崎総合医療センター相談窓口
　までお願い致します。
　電話：０２７－３２２－５９０１（病院代表）

ほっとさろん・たかさきほっとさろん・たかさき
病気のことや日々の生活のことなどお茶を飲みながらお話ししませんか？

レストラン 売店

パン

階段

検査科

検査科外来
D

外来
E

外来
F

が
ん
さ
ろ
ん

が
ん
さ
ろ
ん

２階ほっとさろん案
内図

30

27

5 25

6 22

7 27

8 24

9 28

10 26

11 30

12 21
11

5

12
3

31

25

22

2213
30

15
30

2

F

(

1

E
D

F

がん相談支援センターがん相談支援センター
病気や療養、生活に対する不安など　お気軽にご相談ください。

相  談  窓  口 １階　６番入退院センター隣
電  話  相  談 027－322－5901（代）　「がん相談希望」とお伝え下さい。
相談受付時間 平日　８時30分～17時15分

今後の検査や治療のことが不安

治療の副作用が心配

療養生活に関する情報がほしい

セカンドオピニオンについて相談したい

緩和ケアに関する情報を知りたい

仕事はどうしたら良いか？

とこるす関にアケ宅住どな険保護介や療医宅在 

を相談したい

禁煙に関すること

などなど
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高崎総合医療センターは地域医療支援病院 です

　初診患者さんは、かかりつけ医等 からの 紹介状（診療情報提供書）をお持ちください。
　また、当センターで「 専門的な検査や治療 」を行い、病状が安定したら、紹介状
によりかかりつけ医へ逆紹介させていただきます。

 病　　院　　長

地域医療支援病院 の当センターは、紹介外来制  です。

初診の患者さんは、
紹介状をお持ちください

当センターを受診される患者さんへ
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　❶ 患者さんが貴院受診
　❷ 貴院より当センター連携事務室に「診療申込書」の FAX をお願いいたします
　　 （地域医療支援・連携センター事務室　FAX：０２７－３２２－５９２５）
　❸ 迅速に予約日時を決め、電話にてご連絡いたします
　❹ 「診療申込書 FAX 原本」「診療情報提供書」「その他の資料等」を患者さんにお渡し願います
　❺ 患者さんが当センター受診（1 番窓口にて受付・案内）
　❻ 連携事務より患者さん来院日に「来院報告書」を郵送させていただきます
　❼ 後日、診療内容のご返事をさせていただきます

※スムーズな診療のために診療情報提供書を事前にご依頼させていただく場合がございます。
※事前予約は医療機関から承っております。直接患者さんが予約を申し込むことはできませんのでご注意ください。

④以下を患者さんへ お渡し願います。
・診療申込書FAX原本
・診療情報提供書
・その他資料

紹  介  元
医療機関

患者さん

高崎総合医療センター
地域医療支援･連携センター事務室

⑦病状報告（返信、診療情報提供書）を郵送

⑥来院報告書（第一報）を郵送

③電話による予約日時報告（15分以内）

②診療申込書（FAX）

①受　診

⑤以下を持参して受診
・保険証
・診療申込書FAX原本
・診療情報提供書
・その他資料

診療予約手順

地域の先生方へ
　消化器内科・呼吸器内科・整形外科・産婦人科・神経内科・精神科・形成外科・
眼形成眼科外科・耳鼻いんこう科・放射線科・歯科口腔外科は完全予約制となって
おります。

　医療機関の方々にはお手数をおかけしますが、患者さんをご紹介いただく際には、
地域医療支援・連携センター事務室まで FAX にて事前予約をお願いいたします。

※ 救急患者さんにつきましては従前通り救急外来での対応とさせていただきます。
お電話にてご相談ください。

予約
について
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医師を

紹介します！

当センターの

　平成30年４月から小児科として勤務することになりまし
た諸田潤一郎と申します。太田市出身で、群馬大学を卒業し、
高崎総合医療センターで２年間の初期研修を行いました。今
年度から幼い頃からの夢であった小児科医として勤務をさせ
て頂きます。群馬で生まれ、群馬で育ち、群馬で医学を学ば
せて頂き、医師になることができました。これからは群馬の
地域医療を支えていく医師として、恩返しができればと考え
ております。
　まだ駆け出しではありますが、小児科の魅力は子供の笑顔、
ご両親の安心した笑顔だと考えています。どんな些細な疑問
にも真摯にお答えし、患者さんとそのご家族に寄り添う医療
を心がけて診療にあたります。至らぬ点もあるかとは存じま
すが、これからよろしくお願いします。 諸

もろた

田 潤
じゅんいちろう

一郎
●小児科

　はじめまして、平成30年４月より当院の消化器内科で勤務
しております、舘山夢生と申します。群馬県高崎市の出身で、
昭和大学を卒業した後、当院で２年間の初期臨床研修期間を
経験し、３年目も当院で診療を行っていくことを希望しまし
た。
　生まれ育った高崎市で少しでもお世話になった地域の人々
に医療で貢献できるよう、できるかぎりの努力をしていく決
意をしています。まだまだ医師になってからの経験も浅く、
至らぬ点も多くあるかとは思いますが、当院の先生やスタッ
フと協力し、地域の先生方と連携しながら、地域の皆様の診
療に役立つべく精一杯働いていきたいと思っています。また、
出身大学における学是である至誠一貫の精神を忘れず、日常
の診療に努めて参ります。どうそよろしくお願いいたします。 舘

たてやま

山 夢
ゆめお

生
●消化器内科

医師紹介
コーナー
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院長あいさつ

診療科・病院案内

診療時間 月 火 水 木 金 土 日･祝
午前(9:00～13:00) ● ● ● ● ● ●
午後(15:00～18:00) ● ● ● ●

乾小児科内科医院
院長

乾　宏行

群馬県高崎市宮元町207
TEL:027-322-3252　FAX：027-32５-4675
　当院は小児科専門医、アレルギー専門医、循環器専門医が所属し、高血圧症・高脂
血症・糖尿病などの生活習慣病から専門疾患まで幅広く診療しています。また患者様
の話をよく聞いて、症状・ 検査結果など 分かりやすく説明するように心がけています。
　今後も病院との連携に努め、皆様から頼って頂ける「かかりつけ医」を目指してい
きたいと思います。

小児科・内科・アレルギー科・循環器内科

　私はこの場所で生まれ、育ち、高校までを過ごしました。
子供達の元気な毎日を応援し、アレルギーの病気に悩む方の
助けになりたいと思い、診療を行っております。内科医であ
る妻、循環器（心臓）内科医である息子と共にお子様から親
御様、ご年配の方まで家族で通える、相談できるファミリー
クリニックとして地域の皆様の健康増進に努めていきたいと
思います。なんでも気軽にご相談ください。

乾小児科内科医院

※火曜日17時以降、水曜日は循環器専門医不在となります。

院長あいさつ

診療科・病院案内

埼玉県本庄市銀座3-7-21　TEL:0495-22-3233

診療時間 月 火 水 木 金 土 日･祝
午前(9:30～12:30) ● ● ● ● ●
午後(2:00～6:00) ● ● ● ●

皮膚科

　地域に根づいた皮膚科でありたいと思っております。
　なにか皮膚の事でお悩み・お困りの事がございまし
たらご相談ください。

本庄皮膚科医院
院長

渋谷 修一郎

本庄皮膚科医院

　当院は特別な専門性は持っておりませんが、皮膚科専門医として広く皮膚科疾患を受け付けています。また皮膚科一般診療中心です
ので、生検(皮膚の病変を１部手術的に取る病理検査)が必要な疾患は高崎総合医療センターはじめ当地域の基幹病院への紹介となります。
　自費診療は男性型脱毛の投薬のみ受け付けております。
　乾癬や色素性病変へのレーザー加療で第一線の帝京大学病院皮膚科へは直接のつながりがあり、紹介がスムーズであるのが当院の特
徴と言えると思います。
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地域医療連携登録医の皆さまと
パートナーシップを組んで診療に取り組んでいます。

地域医療連携登録医
のご紹介


