
【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

独立行政法人国立病院機構高崎総合医療センター

〒370-0829 群馬県高崎市高松町36
代表 (TEL) 027-322-5901

地域医療支援･連携センター (TEL) 027-322-5835
(FAX) 027-322-5925

=地域の先生方と高崎総合医療センターを結ぶ=
URL http://www.tnho.jp/

●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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　当センターは災害拠点病院の指定を受けており、交
通事故や地震など多数傷病者を伴う災害に対し、いつ
でも多数傷病者受け入れ可能な体制を整備することが
求められており、災害訓練を行っております。

　今回、「平成28年2月11日、13時00分、震度7.0
の首都直下地震が発生した」という想定で、第3回災害
訓練を実施いたしました。
　平成27年2月28日、11月29日、2回の図上訓練
（こくたか連携だより第98号参照）を基に、今回は災
害時、実際に多数傷病者を受け入れる外来を用い、多
数傷病者受け入れのためのエリア設営と診療を目標に
訓練を行いました。

　13時、発災の放送後に幹部職員が集合し、震度６以
上の地震で甚大な被害が予想されるとして災害対策本

部の設置を決定し、災害対応宣言を全館放送しました。
20分後には各部署からの被災状況、職員数などの報
告が行われ、当センターの被害は軽微であると判明し、
多数傷病者受け入れが決定され、エリア設営を指示す
る放送が流されました。

　これを合図に外来では各エリアの設営が開始され、
およそ20分後にはエリア設営が完了しました。その
後、附属高崎看護学校生徒が演じる傷病者が次々と搬
入されました。トリアージポストにてSTART法でト
リアージされた後、災害用カルテで受付し、各エリア
に搬送されました。そこで傷病者ごとにあらかじめ設
定された病状に応じ、応急処置、レントゲン検査、採
血など行い、更に入院、手術など、実際さながらの模
擬診療が行われました。

　この様に実際と同じ環境で訓練することにより、今
までの図上訓練と異なる新たな問題点も出てきまし
た。災害用カルテを用いた傷病者の受付や確認、離れ
た部署間での正確でタイムリーな情報伝達など、新た
な課題を十分検証し、災害時に生かせるよう備えてい
きたいと思います。

　今後もこの様に災害時の医療を模擬体験する実地訓
練と、災害時に重要な情報共有を主眼とした図上訓練
を組み合わせた災害訓練を継続し、更に堅実な災害医
療体制を目指すとともに、より大規模な災害に対して
は医師会・行政とも連携を強化し、地域全体での取り
組みに貢献したいと考えておりますので、ご指導の程
よろしくお願い申し上げます。

 副院長　栗原　秀行

高崎総合医療センター

トリアージ１ トリアージ２ 赤エリア 黄エリア 黒エリア

緑テント１ 緑テント２ 緑エリア 反省会

第３回    
災害訓練について
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反省会

　平成28年3月をもって高崎総合医療センター
(以下、当センター)での2年間の研修医生活が終
わります。こくたか連携だよりの場を借りて当セ
ンターでの研修について紹介したいと思います。
　当センターには現在、研修医が1年目11人、2
年目10人(内、群馬大学医学部附属病院とのたす
きがけ2名)の計21人が在籍しています。2年間

▲地域医療研修
   「緩和ケア診療所・いっぽ」で患者さんへトランペット演奏

の研修期間の中で各診療科をローテーションし、
3年目以降に各科専門の道へ進んだ後にも必要
な、医師として基礎となる診療技術を学んでいき
ます。当センターはどの診療科にもその道のスペ
シャリストの先生方がおりますので、高いレベル
での学びを得ることができました。
　勉強の場も多く用意されています。各診療科の
先生方が研修医向けに講習会をしてくださり、当
直で遭遇する“見逃してはいけない疾患”や緊急
対応、ホットトピックを学ぶことができます。ま
た症例検討会やCPC(臨床病理示説会)も定期的に
開催されています。稀な症例について見聞を広げ
ることのできる貴重な機会です。
　また、当センターは地域医療支援病院であり、
地域の先生方との連携により様々な症状・疾患を
有する患者さんが来院されます。私はこの2年間
で、何より患者さんから多くのことを学ばせて頂
き、医師としての成長を実感することがありまし
た。多くの患者さんと接することが出来る当セン
ターは研修医にとって望ましいと思います。
　私は、4月から神経内科の道に進みますが、元々
志していた診療科は別の科でした。いろいろな診
療科を自由にローテーションできる当センター
は、本当に自分がやりたいものは何かを見定める
ことができた良い環境でした。この病院で学んだ
ことを礎として、一人でも多くの患者さんを救う
医師になるべく邁進していきたいと思います。

研修医  石川　大介

▲地域▲地域▲地域▲地域▲地域▲地域▲地域▲地域▲地域▲地域▲地域▲地域医療研医療研医療研医療研修医療研修
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　前立腺は、男性のみにある臓器で膀胱の直下にあり、中を尿道が

通っています。前立腺は、精液の一部をつくり、それが精子を防御

したり栄養したりする役割をしています。前立腺がんは近年増加傾

向にあり、５０歳より罹患率は急激に上昇します。２００８年の年

齢調整罹患率は１０万人あたり４６．１人で、胃、大腸、肺に次い

で第４位です。また、２０１２年の年齢調整死亡率は肺、胃、大腸、

肝、膵、食道に次いで第７位です。将来の推計では罹患数は早けれ

ば２０２０年に第１位に、罹患率は胃についで２位になると推定さ

れています。しかし、前立腺がんは早期には症状がなく、症状が出

た頃には進行がんで発見される可能性が高くなります。そのため、

PSA（前立腺特異抗原）と呼ばれる腫瘍マーカーの検診（血液検査）

が重要で、50歳になったら最低一年に一回は受けられることをお

勧めしています。早期発見で見つかった早期がんに対しては、手術

だけではなくさまざまな種類の治療があり、個々人の希望に合わせ

ながらの選択が可能となっております。特に、最近話題となってお

り欧米では標準治療となっているロボット手術や重粒子線治療など

が選択肢と増え、治療成績も今までと遜色がなく、場合によっては

合併症の発生率なども軽減できることがあります。しかし、前立腺

の外側にがんが出てしまった場合（局所浸潤癌）や転移してしまっ

たものに対しては根治が難しく、また複数の治療を要することとな

ります。特に男性ホルモンが増殖に関与しているため、ホルモンを

低下させるホルモン療法が有効ですが、進行度や悪性度が高くなる

と治療の途中で効果がなくなったりすることがあります（去勢抵抗

性前立腺癌）。がんの広がりによっては放射線の併用や、ホルモン

剤を交替したり、化学療法（抗がん剤）への変更などを行いますが、

完治が難しいことには変わりありません。そのため、50歳になっ

たらPSA検診を受け早期発見をすることが重要となります。

泌尿器科医長　井上  雅晴

市民
健康医学
講座

前
立
腺
が
ん
に
つ
い
て
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当センターでは前立腺がんに対する強度変調放射線治療(IMRT)を行ってい
ます。平成24年4月より高精度放射線治療装置（Novalis Tx）が稼働し、
多くの患者さんを治療しています。

直腸を避けた凹みのある線量分布が可能なのが
IMRTの特徴です 

図　IMRTの線量分布の特徴（左：IMRT、右：従来の方法）
IMRTでは、前立腺の周辺にある臓器（直腸や膀胱など）を避けて照射することができます。
比較的強い放射線のあたるところのみカラースケールで表示しています（周辺にある臓器に放射線が全くあたらないわけではありません）。

強度変調放射線治療 （IMRT）
のご紹介 

強弱をつけた放射線を複数の方向から組み合わせることで、
腫瘍の形に合わせて放射線をあてることができます。

強度変調放射線治療(IMRT)のイメージ 参考

強度変調放射線治療 (IMRT)とは…
照射野の形状を変化させたビームを複数用いて、腫瘍の形に適した放射線治療を行う新しい照射方法で
す。腫瘍に放射線を集中させ、周囲の正常組織への放射線を減らすことができるため、副作用を増やす
ことなく、腫瘍により強い放射線をあてることが可能となります。

IMRT 従来の方法

地域医療支援･連携センター
直通電話 027-322-5835

■地域医療支援・連携センターに連絡いただければ、
　放射線科の初診予約をいたします。

• 高精度の放射線治療のため、準備から治療開始まで
約2週間かかります。

   放射線治療開始治療計画CT 検証に約2週間かかります

•画像誘導装置を使用し、毎回位置を確認しています。

•実際の治療時間は15-20分です。

•治療期間は7-8週です。

IMRTの実際…

直腸

精嚢

前立腺
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　3月は桃の節句があります。今回は節句についてです。
　日本の節句は奈良時代に中国から伝わった季節の節目 ( 節日 ) に、無病息災・豊作・子孫繁栄などを願い、
お供え物をして邪気を祓う習慣と、日本の風土や風習が融合して、宮中行事となったのが始まりとされています。
節日は厳格に決められた日はなく、それぞれの集落や地域ごとに行われていましたが、江戸時代のはじめに、人
日(じんじつ・1月7日)、上巳(じょうし・3月3日)、端午(たんご・5月5日)、七夕(たなばた・7月7日)、重陽(ちょ
うよう・9月9日 )の５つを五節句として暦に定められました。
　五節句には、月と日にちが同じ奇数の重なる日が選ばれています。ただし、1月1日（元旦）は節日の中で最
も重要な日としたため、1月7日の人日(古代中国の習慣で人を罰しない日 )を五節句の中に取り入れています。
　また、節句は年中行事の一つです。年中行事は節句以外にも、冬至などの二十四節気や彼岸や土用などの雑
節があり、食と関わるものが多くあります。

　古代の日本で年の初めに野に出て若菜を摘みとる
習慣と、中国の七種類の野菜を入れた汁物を食べて
無病を祈る習慣が結びついたといわれています。
　七草〔せり・なずな・ごぎょう・はこべら・仏の座・す
ずな(蕪)・すずしろ(大根)〕を入れた粥を食べます。

　現在の日本では、あまり馴染みがない節句です。
　中国では、奇数を縁起のよい「陽」の数としており、
一番大きな陽数の「9」が重なる日を大変めでたい日
として重んじていました。この日に不老長寿の効能が
あると信じられていた「菊」をお酒に浮かべて飲み、
健康長寿を願う習慣がありました。
　日本には平安時代の初めに伝わり、宮中では観菊
の宴が催されました。

　年齢・性別関係なく、健康を祈って、草や藁で
作った人形(ひとがた)に災厄を移し川に流す習慣が
変化していき、現在では女の子の健やかな成長を願
う節句となりました。
　蛤の入ったお吸い物やちらし寿司を食べ、甘酒を
飲みます。

上巳（桃の節句）

重陽(菊の節句)七夕

人日（七草の節句）

　端午とは月のはじめの午の日という意味で、端午の日
は毎月ありました。のちに5が重なる5月5日が端午の節
句の日となりました。
　菖蒲やよもぎで厄病を祓う習慣から、時代が武家社

会へと移るにつれ、「菖蒲」と「尚武」をかけて男の子の
健やかな成長を願う節句となりました。
 菖蒲湯に入り、ちまきや柏餅を食べ、菖蒲酒を飲
みます。

端午(菖蒲の節句)

　中国に古代から伝わる彦星・織姫の伝説から発達し
た乞巧奠(きこうでん)の行事に、日本古来の棚機津女(た
なばたなつめ)の信仰が結びついたといわれています。
　七夕に素麺を食べる習慣は平安時代に始まったと
いわれています。
　また、中国から伝わった「索餅(さくべい)」
というお菓子が素麺の祖といわれています。
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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（４時間まで200円）がかかります。
　ご了承下さい。
　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）

がん患者さんやそのご家族の集いです

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

か？か？

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

電  話  相  談

相談受付時間

１階　６番入退院センター隣
027－322－5901（代）　「がん相談希望」とお伝え下さい。
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

　3月は桃の節句があります。今回は節句についてです。
　日本の節句は奈良時代に中国から伝わった季節の節目 ( 節日 ) に、無病息災・豊作・子孫繁栄などを願い、
お供え物をして邪気を祓う習慣と、日本の風土や風習が融合して、宮中行事となったのが始まりとされています。
節日は厳格に決められた日はなく、それぞれの集落や地域ごとに行われていましたが、江戸時代のはじめに、人
日(じんじつ・1月7日)、上巳(じょうし・3月3日)、端午(たんご・5月5日)、七夕(たなばた・7月7日)、重陽(ちょ
うよう・9月9日 )の５つを五節句として暦に定められました。
　五節句には、月と日にちが同じ奇数の重なる日が選ばれています。ただし、1月1日（元旦）は節日の中で最
も重要な日としたため、1月7日の人日(古代中国の習慣で人を罰しない日 )を五節句の中に取り入れています。
　また、節句は年中行事の一つです。年中行事は節句以外にも、冬至などの二十四節気や彼岸や土用などの雑
節があり、食と関わるものが多くあります。

　古代の日本で年の初めに野に出て若菜を摘みとる
習慣と、中国の七種類の野菜を入れた汁物を食べて
無病を祈る習慣が結びついたといわれています。
　七草〔せり・なずな・ごぎょう・はこべら・仏の座・す
ずな(蕪)・すずしろ(大根)〕を入れた粥を食べます。

　現在の日本では、あまり馴染みがない節句です。
　中国では、奇数を縁起のよい「陽」の数としており、
一番大きな陽数の「9」が重なる日を大変めでたい日
として重んじていました。この日に不老長寿の効能が
あると信じられていた「菊」をお酒に浮かべて飲み、
健康長寿を願う習慣がありました。
　日本には平安時代の初めに伝わり、宮中では観菊
の宴が催されました。

　年齢・性別関係なく、健康を祈って、草や藁で
作った人形(ひとがた)に災厄を移し川に流す習慣が
変化していき、現在では女の子の健やかな成長を願
う節句となりました。
　蛤の入ったお吸い物やちらし寿司を食べ、甘酒を
飲みます。

上巳（桃の節句）

重陽(菊の節句)七夕

人日（七草の節句）

　端午とは月のはじめの午の日という意味で、端午の日
は毎月ありました。のちに5が重なる5月5日が端午の節
句の日となりました。
　菖蒲やよもぎで厄病を祓う習慣から、時代が武家社

会へと移るにつれ、「菖蒲」と「尚武」をかけて男の子の
健やかな成長を願う節句となりました。
 菖蒲湯に入り、ちまきや柏餅を食べ、菖蒲酒を飲
みます。

端午(菖蒲の節句)

　中国に古代から伝わる彦星・織姫の伝説から発達し
た乞巧奠(きこうでん)の行事に、日本古来の棚機津女(た
なばたなつめ)の信仰が結びついたといわれています。
　七夕に素麺を食べる習慣は平安時代に始まったと
いわれています。
　また、中国から伝わった「索餅(さくべい)」
というお菓子が素麺の祖といわれています。
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