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　食生活の欧米化と

社会の高齢化によっ

て、本邦の前立腺癌の

年齢調整罹患率は上

昇傾向で、罹患数は男性では、胃、肺、大腸（結

腸、直腸）に次いで現在第４位となっています。一

般的には前立腺癌の進行は緩徐で治療効果も高

く、予後が良い癌と考えられています。

　治療は手術、放射線治療、ホルモン療法、抗癌

化学療法があります。遠隔転移がない場合には、

手術と放射線治療が治療の柱となります。手術は

根治が望める反面、尿失禁などの合併症が問題

となる場合があります。一方、放射線治療は、治

療成績は手術にも匹敵するとの報告が増えてき

ています。当院ではトモセラピーを用いた放射線

治療を積極的に行っています。従来の外照射治療

で問題となる前立腺周囲の臓器（膀胱、直腸等）

に与える影響を最小限とし、前立腺に有効な放射

線量をあてることを可能にしています。当院では

これまでに１５例に治療を行い、合併症なく良好

な成績をおさめています。

　遠隔転移を有する症例に対しては、ホルモン療

法を行うことになります。近年は複数の抗癌剤や

新規ホルモン薬が保険適用となったため、再燃・

再発を認めた場合にも、有効な治療が行えるよう

になってきました。これらの治療の中から患者さ

んの状態や希望にあわせて最適な治療をこれか

らも目指していきます。

前立腺がんについて

地域の医療・保健・介護・福祉の方とともに、皆様の健康をお守りします
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研修・講演・勉強会のご案内10月分

　歯性感染症の一つに、顎骨骨髄炎が認められます。下顎
骨に発生することが多く、上顎骨に発生することは稀で
す。上顎骨骨髄炎は、乳幼児期に発生することが報告され
てきましたが、近年は、癌や骨粗鬆症などの治療に用いる
薬剤に伴う骨髄炎が散見される様になりました。中には、

全身疾患との関連性を認めない症例も散見され、ほとんど
が歯性感染症との関連性が指摘されています。
　顎骨の特徴をふまえて骨髄炎の臨床像を確認するととも
に、骨髄炎の臨床統計、さらには骨髄炎の外科的治療法を
施行した症例について紹介します。

予告
　　　　日時：11月12日（火）　19：00～20：15　場所：当院3階　講堂
　　　　内容：①症例検討　2例（循環器内科・呼吸器・血管外科）　　　
　　　　　　　②ミニレクチャー　　（担当）緩和ケア内科

2．内科CPC　
日時：10月8日（火）　17：30～
場所：医局カンファレンス
3．緩和医療部会学習会
日時：10月8日（火）　17：30～18：15
場所：看護外来
　○テーマ：放射線療法を受けている人の看護
　○講　師：放射線治療専従看護師　宮川　由香
4．糖尿病研究会定例学習会
日時：10月17日（木）　17：45～18：30
場所：看護外来
　○テーマ：しっかり学ぼう！糖尿病の基礎知識
　○講　師：内分泌内科医師　清水　暁子
5．感染予防対策学習会
（１）日時：10月11日（金）　17：30～19：00
　　　場所：講堂
　　　　○テーマ：感染症診療のロジック
　　　　○講　師：国立国際医療研究センター病院副院長
　　　　　　　　　　　　　　　　　大曲　貴夫先生　
（２）日時：10月21日（月）17：30～18：05
　　　　※11月にも同じ内容の研修があります。
　　　場所：講堂
　　　○テーマ：わかりやすい感染対策
　　　○講　師：当院感染防止対策室　医師
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大田　　悟
6．褥瘡対策学習会
日時：10月25日（金）　17：30～18：00
場所：301会議室（旧集団指導室）
　○テーマ：褥瘡予防のスキンケア 
　○講　師：看護師　宮田　美智子

7．NST学習会
（１）日時：10月7日（月）17：30～19：00
　　　場所：301会議室（旧集団指導室）
　　○テーマ：
　　　①PICC、ポート、CVC挿入管理について
　　　②静脈栄養法（リフィーディング・脂肪乳剤） 
　　○講　師：①外科医師　中山　啓　
　　　　　　　②薬剤師　　福武　純子　
（２）日時：10月28日（月）17：30～19：00
　　　場所：301会議室（旧集団指導室）
　　○テーマ：栄養素の生化学／代謝（呼吸商／必須アミノ酸）
　　○講　師：黒部市民病院医師　月岡　雄治先生
8．看護研修
《看護補助者研修》　　
※①②とも同じ内容です
日時：10月28日（月）①13：30～14：30
　　　　　　　　　　  ②15：00～16：00
場所：講堂
内容：講義（感染対策・医療安全）
対象：看護補助者
《衛星研修S-QUE　Eナース》※予約が必要です。
　○テーマ：部位別ドレーン管理の実際
　　視聴期間：10月8日～10月31日
　　
　○テーマ：看護師が行う医原性サルコぺニアの
　　　　　　予防とリハ栄養
　　視聴期間：10月22日～11月15日
《衛星研修S-QUE　新特別企画》※予約が必要です。
　○テーマ：医療の安全に関する研修
　　　　　　　　　　笑いの現場から学ぶ！

医療安全向上委員会
　　視聴期間：10月2日～11月29日

※《衛星研修S-QUEシリーズ》は、予約申込みが必要で
す。視聴可能日は、月・木（祝日を除く）の14時～16時
の間で予約制となっていますので視聴を希望される方
は、ふれあい地域医療センターへご連絡ください。
（TEL076-422-1112代表　内線2989）

１．地域連携症例検討会
　　日 時：10月8日（火）　19：00～20：15　場所：当院３階　講堂
　　　１）症例検討（２例）
　　　　①『脂肪肝の症例に発症した限局性結節性過形成と肝細胞癌が同時に存在した1例』
 消化器内科　上山本 伸治
　　　　②『手根管症候群の１例』  整形外科　　重本 顕史

　　　２）ミニレクチャー：「外科的療法を施行した上顎骨骨髄炎について」
 歯科口腔外科　高橋 勝雄　吉田 佳世子　寺島 龍一
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「れんけいと支援」に関するお問い合わせは、ふれあい地域医療センターまでご連絡ください。
　　　 送付を希望されない方はお申し出ください。

TEL  076（422）1114／ FAX  076（422）1154
メールアドレス fureairenkei@tch.toyama.toyama.jp

ホームページ http://www.tch.toyama.toyama.jp/　がん何でも相談室：メールアドレス shien@tch.toyama.toyama.jp

編集後記

　当院の開放型病床は、当院と協定を交わしている5医
師会（富山市医師会・滑川市医師会・中新川郡医師会・
射水市医師会・富山市歯科医師会）に所属の登録医の
先生方専用の病床で全診療科30床の受け入れが可能で
す。開放型病床を利用して各検査や手術を行なう事も可
能です。
　患者さんが入院された場合には、開放型医師室担当職
員から登録医の先生へすみやかにお知らせし、開放型病
床の利用の有無をFAXにて確認させていただいておりま
す。また、患者さんに開放型病床利用のメリットや自己
負担金（開放型病床共同指導料Ⅰ）の説明も行っており
ます。
　開放型医師室は、1階の夜間出入口　防災センター向

かいにあり、いつで
もご利用いただけ
ます。平日 8：30～
16：45は、担当職員
が常時対応しておりますのでお気軽にお
問い合わせください。事前にご連絡いただければ、当院
医師との面談の連絡もいたしますのでよろしくお願いい
たします。
　登録医の先生方には、開放型病床を積極的にご利用
いただき感謝申し上げます。これからも先生方のご利用
を心よりお待ちいたしております。
　今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

開放型医師室

開放型病床のご紹介

　季節は秋となり気が付くと日の暮れが早まり、朝晩の空気は涼しく過ごしやすくなってきまし
た。あの夏の暑さも懐かしくもありますが、時折夏がひょっこり顔を出したような日もありました。
体調の管理には十分気を付けていきたいですね。
　さて、秋と言えばスポーツ、読書、食欲、芸術と様々な秋がありますが皆さんはどのような秋を
楽しまれていますか？我が家では芸術でしょうか。2歳の小さい腕白盛りの子どもがよく公園へ行
きたがります。夏の公園では見られなかった植物の移ろいや虫たちを見つけては目を輝かせて教
えてくれます。また上に目を向けても木々の形や雲の形について楽しそうに見ています。どんなも
のでも楽しめる心、視点は大人の私も見習いたいものです。

薬剤科　宮田　志生

医師不在のお知らせ ※外来担当日の休診のみ掲載 10月
科　　　名 医  師  名 不　在　日 科　　　名 医  師  名 不　在　日

内 科

大 田聡 17日
呼吸器・血管外科　　

湖　東 23日

打　越 3日 武　内 10日、11日、23日～25日

野 村智 11日 産 婦 人 科 長谷川徹 16日

水　野 21日
小 児 科　　 　　　

橋　本 18日午後

外科・消化器外科・乳腺外科 吉　川 10日 平　井 28日

整 形 外 科・
関 節 再 建 外 科

澤　口 11日、25日 眼 科　 山　田 24日、25日

重　本 11日 耳鼻いんこう科・
頭 頸 部 外 科

辻 10 日、11日

岩　井 1日、3日、8日、10日 児　島 18日

脳 神 経 外 科

山　野
歯 科 口 腔 外 科　　

寺　島 21日

毛　利 9日、11日 吉　田 25日

筒　井 9日 ※その他、急に不在となることがありますのでふれあい地域医療センターまで
お問い合わせください。TEL　076-422-1112（代）内線2168

作：病院ボランティア  篠崎 佳子
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