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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

地域医療支援病院 富山市民病院
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堀江　章彦健康管理科

健康管理科は、人間ドック、各種健康診断お

よび予防接種を行っています。

ドックや検診項目にある各種検査は、それ

ぞれ専門診療科が実施し、厳密に精度管理を

行っています。また転勤・留学などに伴うワク

チン接種や診断書作成ならびに高齢者への肺

炎球菌ワクチン接種も行います。健診項目に

は、上／下消化管内視鏡、腹部超音波などが

あります。オプション検査では、乳房マンモグ

ラフィー、脳MRI／MRA検査、頸動脈超音波

検査や血圧脈波検査等を行います。昨年10月

より、受診者の負担が少ない大腸ＣＴ検査を導

入しました。内視鏡検査や大量の下剤を飲むこ

とに抵抗がある方にお勧めです。特殊な検査と

して、サインポスト遺伝子検査、消化器がんを対

象とするマイクロアレイ検査やがん検出に役立

つPET検査も可能です。また特定健診も行って

います。

健診・ドックで異

常が 疑 わ れ たとき

は、院内各診療科との連携により、診断確定お

よび治療を迅速に行うことができます。

当科は医師3名、看護師4名、医療事務4名

で、利用者の思いに寄り添い温かい診療を心が

けています。

健康管理科の紹介
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診察　検査のご予約は、ふれあい地域医療センターで
承っております。

●事前に受診予約をしていただきますと、患者さんの待ち時間が短縮できます。
（１）予約は、ふれあい地域医療センターに直接電話をおかけいただくか、「診療/検査予約申込書」を
 FAXしてください。FAXの場合は、予約日時について折り返しご連絡いたします。
 ※「診療/検査予約申込書」はHPからダウンロードできます。

＜ダウンロードはこちらから>　http://www.tch.toyama.toyama.jp/
 富山市民病院トップページ→ 　　　　　　　　　　 → 　　　　　　　　　　 →診察と検査の予約
（２）予約日が決定したら、当院から「診療予約のご案内」を折り返しFAX送信いたします。
（３）「診療予約のご案内」と紹介状（診療情報提供書）は、患者さんにお渡しください。
 （診療情報提供書の書式は、貴院所定用紙または当院のものでもかまいません）

※結果が郵送の場合の送り先は、紹介元医療機関となります。
※検査結果は、紹介元の主治医から説明していただきます。

＜予約できる検査＞
高額装置（CT、MRI、RI）や超音波検査の共同利用を積極的に進めています。

医療関係機関の皆様へ 地域医療機関の皆様へ

検査名
造影 予約可能時間

来院時間 結果について
有 無

CT
※冠動脈 CTは、循環
器内科での診療予約と
なります

予約 〇 〇 ① 9：40
②14：00 当日、本人へお渡し

※翌日（金曜日は翌月曜日）に
なる場合もありますCプラン 〇 〇

当日検査依頼
時間予約不可
16：00までの来院

時間外 × 〇
予約可能
（現在16：30までの来院と
させていただいています）

翌日（金曜日は翌月曜日）に
郵送

MRI ① 9：45
②14：00 当日、本人へお渡し

※翌日（金曜日は翌月曜日）に
なる場合もありますマンモグラフィー 9：00

エコー 10：30

RI 9：00 ～12：00 後日、郵送

心エコー
頸動脈エコー

① 9：00
②10：00 後日、郵送

骨塩定量
（小児の場合は、小児科の診療予約となります） 9：00 ～12：00

当日、本人へお渡し
※翌日（金曜日は翌月曜日）に
なる場合もあります

胃カメラ（火、水、金） 9：00 後日、郵送

（お問合せ、予約受付）ふれあい地域医療センター
受付時間　平日　8：30～18：00、土曜日　8：30～12：30　　
予約専用電話（076）422-1114　　直通FAX（076）422-1154
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研修・講演・学習会のご案内2月分

アナフィラキシーは重篤な全身性の過敏反応で
あり、急速に発現し死に至ることもある。皮膚お
よび粘膜症状を急速に発症し、呼吸不全か血圧
低下、重度の消化器症状の少なくとも１つを伴う
場合、あるいは典型的な皮膚症状を伴わなくて
も、アレルゲン暴露後に血圧低下や気管支攣縮、
喉頭症状が急速に発症した場合は、アナフィラキ
シーである可能性が非常に高い。あらゆる医薬
品が誘因となる可能性があり、複数回安全に使
用できた医薬品でも発症する可能性がある。アナ

フィラキシーと診断した場合または強く疑われる
場合は、大腿部中央前外側部にアドレナリン
0.01mg/kgを直ちに筋肉注射する。症状が治療
抵抗性を示す場合は、5～15分毎に繰り返し投
与するが、ほとんどの患者は1～2回の投与で効果
が得られる。発症初期には進行の速さや最終的
な重症度の予測が困難であり、数分で死に至る
こともある。アナフィラキシーに対するアドレナリ
ンの不使用は死亡のリスクを高めるため、速やか
な判断と対応が求められる。

１．地域連携症例検討会（ハイブリッド開催）　
　　※会場またはWEBでの参加が可能です。
　　※令和4年4月の開催から、症例検討1例30分、ミニレクチャー1題30分で開催しております。
　　　ご参加のほどよろしくお願いいたします。（日本医師会生涯教育制度のカリキュラムコードの付与は、
　　　今までと同じ2つとなります。）

　　日 時：2月14日（火）　19：00～20：00

　　　１）症例検討
　　　　　『認知症で発症した傍矢状洞髄膜腫の１例』　

脳神経外科 毛利　正直
　　　２）ミニレクチャー
　　　　『アナフィラキシーを見逃さないために』

麻酔科・ペインクリニック内科 本田　康子

予告　　　日 時：3月14日（火）　19：00～20：00（ハイブリッド開催）

　　　場 所：当院3階　講堂

　　　内 容：①症例検討 1例　　　（担当）内分泌内科

　　　　　　 ②ミニレクチャー 1題（担当）血液内科

　地域連携症例検討会に関しては、今後もWEBを利用したハイブリッド方式で開催していく

ことを計画しています。つきましては、ZOOM会議のご案内に関して参加される先生方の利

便性に鑑みURLならびにQRコード等をお送りするため、下記のメールアドレスへ①貴施設名　

②氏名を明記の上、メール送信いただきますよう、よろしくお願いいたします。一度登録し

ていただければ今後継続してご案内をメールでお送りいたします。

　ttm2168@tch.toyama.toyama.jp
（ふれあい地域医療センター　地域医療連携室）

作：病院ボランティア 篠崎 佳子

３．定例の研修会、看護研修
　　※COVID-19の状況を見ながら再開の予定です。

２．腎臓病教室
　　日時：令和5年2月16日（木）　13：30～15：45
　　場所：301会議室
　　腎臓病教室に関するお問い合わせは、内科外来までご連絡ください。

場 所：当院3階　講堂



年明けから大雪が降らず、ほっとしている方が多いと思います。日常生活には欠かせない
通勤通学や買い物など、雪のことを気にせずに過ごしています。晴れた日は春かなと勘違い
する日もあるくらいです。しかし、雪が降らなくて困っている人達もいると思います。だんだ
ん寒いのは苦手になってきましたが、少しは白くないと冬らしくないと個人的には思います。
毎年この時期はスキーに出かけていましたが、今年は積雪量と天気に恵まれず残念です。

大寒は1月20日から2月3日ごろまでです。大寒の最終日が豆まきでおなじみの節分で
す。季節ごとの日常を楽しみながら皆さまも元気にお過ごしください。

ふれあい地域医療センター　亀山　嘉子
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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）1112㈹／ 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

ちょうど2年前の今頃。新型コロナウイルスが猛威
を振るう真っ只中。国家試験を乗り越え、念願の医
師免許を取得。そして初期臨床研修病院として私が
選んだのは、雄大な立山連峰を背に凛とたたずむ、
ここ富山市民病院。真新しい聴診器を首にかけ、意
気揚 と々白衣に袖を通したあの日が既に懐かしく思
い出されます。初期研修を終えようとしている今、そ
の姿は幾らかは様になっているだろうか。

思い返してみますと、膨大かつ甚だしく日進月歩す
る現代医学に加え、精巧で緻密な人体の構造や機
能を目前に、自身の浅学菲才を日々痛感する毎日で
した。しかしこんな私でも二年間の研修を通して、幅
広い診療経験を積み、至らぬ点は多々あれど、基礎
となる臨床能力を身につけることができました。また
地域社会において医学・医療が果たすべき役割を学

ぶ過程で、自身が目標とする医師像を見据えること
ができました。これらはひとえに日頃から懇切丁寧に
ご指導くださる先生方や医療関係者の皆様方、日々
切磋琢磨する同僚の存在のおかげであります。そし
て何より患者様の、力強く病に向き合うお姿やご協
力あってのものであります。この場をお借りして心よ
りお礼申し上げます。

さて私事ではありますが来年度からは外科専攻医
として新たなスタートをきることとなります。その道の
りは決して平易なものではないことと思いますが、覚
悟と信念を持ち今後も研鑽を積んで参ります。そして
いつの日か、ここ富山市民病院で再度働く機会も訪
れることでしょう。その折は尚一層、白衣が似合う医
師として戻ってくることをお約束して、研修医の独り
言を締めさせていただきます。

臨床研修医

川田　千尋研修医のひとりごと研修医研修医研修医研修医研修医研修医

医師不在のお知らせ ※外来担当日の休診のみ掲載 2月
科　　　名 医 師 名 不　在　日

内 科
寺 崎敏 17日、20日、21日

水　野 3日

外 科 佐々木 24日

泌 尿 器 科 小　泉 22日

歯 科 口 腔 外 科 朽　名 8日

科　　　名 医 師 名 不　在　日

整形外科・関節再建外科
重　本 24日

羽　土 1日

精 神 科 長谷川雄 24日

呼吸器・血管外科
湖　東 13日

酒　井 28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




