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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Toyama City Hos
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地域医療支援病院の果たすべき役割にはいろいろなものがありますが、地
域の医療・介護施設の職員に対する研修はその中でも重要な項目です。当院
では、以前から様々な講演会・研修会を開催し、院内だけでなく院外の皆様
にもできるだけオープンにしてきました。また、近年、院内の各部署の職員
が地域に出向いて行う、いわゆる「出前研修」も積極的に行っています。
平成23年度の実績をみると、院内での講演会・研修会にはのべ5142名、う

ち院外から1334名の方が参加されました。また、出前研修はのべ65回（週に1
回以上！）で、合計3295名の方が参加されました。内容は診療・看護に関す
ることから感染対策、リハビリ、地域医療連携、医療安全、コミュニケー
ションなど、非常にバラエティに富んでいます。
私も、接遇・コミュニケーションスキル・クレーム対応などについて、院

内だけでなく、院外の医療・介護施設で話をさせていただく機会が増えてき
ました。同一施設から2回、3回と講演を依頼されることもあります。どの施
設に伺っても、職員の皆様にはあたたかく迎えていただき、とても熱心に真
剣に聴いてもらっています。中には、出席できなかった職員にも資料を配布
して自己学習を促したり、講演を録画して後日もう一度視聴している施設も
あり、その意識の高さに感心させられます。また、講演後のアンケートに、
「何が問題か、ヒントがわかった」「学んだことをぜひ実行したい」「期待した
以上のものを学ぶことができ、今までの講演の中で一番勉強になった」など、
前向きな意見が書いてあるとこちらもうれしくなり、やりがいを感じるとと
もに責任の重さも感じます。私の担当する領域は他のサービス業から学ぶこ
とも多く、それらをどう現場にわかりやすく伝えるかいつも思案しています
が、さらに情報収集に努めて知識を深め、皆様からの要望に応えていこうと
思っています。
それぞれが担当する分野は異なりますが、いずれも医療・看護・介護の現

場に必要なことばかりです。自院のみでなく、医療圏内、さらには県内の施
設の職員のレベルが上がれば、職員だけでなく、患者・利用者の満足度の向
上にもつながるものと確信しています。何かご要望がございましたらお気軽
にふれあい地域医療センターにお問い合わせください。

置塩　良政地域医療・接遇担当理事

出前研修が教えてくれたこと
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研修・講演・勉強会のご案内 ９月分

１．地域連携・開放型病床症例検討会
日時：９月11日（火）19：00～20：15 場所：当院３階　講堂

①ミニレクチャー：「埋伏智歯抜歯の臨床」 歯科口腔外科 寺島　龍一

日時： 10月９日（火）19：00～20：15 場所：当院３階　講堂

ミニレクチャー：「CKD診療ガイド 2012について」 腎高血圧内科 大田　　聡

埋伏智歯は通常の歯科診療で最も頻繁に遭遇する口

腔外科疾患と言えます。

抜歯が唯一の治療法となりますが、下顎智歯では施

術に困難を極めることも多く、また偶発症として下歯

槽神経麻痺や下顎骨骨折などがあるため、総合病院等

の口腔外科施設へ紹介されることが多くなります。

当科では平成24年度の紹介患者総数321の約38％に

当たる122名が下顎埋伏智歯関連で、104名160歯に対
して抜歯手術を施行しています。

最近の傾向としては全身麻酔下の一括抜歯の件数が

多くなっています。受診前にネット等で情報収集し、

初診時から全身麻酔を希望される方もおられる程です。

今回は当科で施行している全身麻酔下での下顎水平

埋伏智歯抜歯術を中心に紹介いたします。

予 告

②症例検討
1）『原発性アルドステロン症の一例』

（紹介医）おおやま病院　五十嵐典士先生 腎臓内科 廣瀬　雅代

2）『選択的動脈内カルシウム注入試験が有用であったインスリノーマの症例 』
（紹介医）吉山医院　吉山　　泉先生　内分泌内科　高櫻　明子

※当日は糖尿病地域連携パスについてのご紹介もおこないます。

２．内科ＣＰＣ
※しばらく中止いたします。

３．医療機器研修会
日時：9月4日（火）17：45～18：15
場所：集団指導室
○テーマ 「輸液ポンプのリスクについて」
○講　師　臨床工学技士　福島　　望

４．糖尿病研究会定例学習会
日時：9月6日（木）17：30～　
場所：集団指導室
○テーマ 「糖尿病の薬物療法」
○講　師　薬剤師　朱亀　進司

５．透析看護認定看護師
公開講座

日時：9月7日（金）17：45～19：00
場所：集団指導室
○テーマ
①「透析患者におけるフットケア」
②「SPP（皮膚還流圧）について：測定器

（PAD3000）のデモンストレーション」
○講　師
①透析看護認定看護師　松木　理浩
②（株）カネカメディクス

６．緩和医療委員会　学習会
日時：9月11日（火）18：00～19：00
場所：集団指導室
○テーマ 「ギアチェンジでのかかわり

－ケースを通して－」
○講　師　ターミナルケアエキスパートナース

高島　千佳子　

７．乳腺術後症例検討会
日時：9月18日（火）16：00～　
場所：病理検査室
対象：医師、臨床検査技師、放射線技師、他
＊毎月、2～3症例の手術症例検討をおこなって、

エコー・細胞診・病理組織・マンモグラフィー

などより深く検討していく方針です。

＊日時が変更になる場合がありますので、参加希

望の方は事前にご連絡ください。

８．NST学習会
日時：9月24日（月）18：00～19：00
場所：講堂
○テーマ 「摂食・嚥下リハビリテーション」
○講　師　言語聴覚士　浅井　慈子
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11．看護研修
《人工呼吸器管理研修》
日時：9月8日（土）

①13：00～14：00
講義（人数制限なし）

②14：10～17：15
実技（先着3名とさせていただきます）

場所：講堂
○内　容　口腔洗浄手技

チューブ移動手技
体位ドレナージ　　など

《衛星研修S－QUE Eナース》
日時：9月5日（水）17：40～18：50
場所：講堂
○テーマ 「そこが知りたい！薬剤知識

～問い合わせ事例より～」

日時：9月19日（水）17：40～18：50
場所：講堂
○テーマ 「基礎から学べる感染管理技術の

実際とその効果」

《衛星研修S－QUE 特別企画》
日時：9月28日（金）17：00～19：00
場所：講堂
○テーマ　人材の確保・定着・育成プロモーション

「ぬくもりのある良質な医療をめざして」

９．睦美会・接遇向上委員会
接遇講演会

日時：9月28日（金）17：30～18：45
場所：講堂
○テーマ （仮）ディズニーそうじの神様が教

えてくれたこと
○講　師　株式会社　ヴィジョナリ－・ジャパン

代表取締役社長　鎌田　洋先生

10．褥瘡対策学習会
日時：9月28日（金）17：45～18：45
場所：集団指導室
○テーマ 「褥瘡予防のスキンケア 消毒と洗浄」
○講　師　皮膚・排泄ケア認定看護師

青木　かずみ

［お知らせ］
・ 褥瘡対策学習会は毎月第4金曜日17：45より開
催しておりますが、10月の開催日が下記のように
変更になりました。

10月26日（金）→10月25日（木）

研修の横に対象となる職種マークをつけました。お気軽にお越し下さい。

医師 看護師
保健師

介護支援
専門員

リハビリ ケアに関わる
スタッフ
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《連載企画》診療所・病院・施設訪問○89 医療法人社団 正啓会 介護老人保健施設 仁泉メディケア

今回は「医療法人社団 正啓会 介護老人保健施設 仁泉メディケア」を訪問させていただきました。

訪 問 記
猛暑が続く８月初旬の午後、富山市手屋にある「介護老人保健

施設仁泉メディケア」を訪問させていただきました。仁泉メディ

ケアは居宅介護支援センターや通所リハビリテーション、訪問リ

ハビリテーションが併設され、成和病院、グループホーム、小規

模多機能型事業所とのつながりもあり、地域医療や高齢者福祉の

窓口としての役割も果たしておられます。

平成24年３月に新規施設に移転されたとお伺いしておりました
が、施設とは感じさせないおしゃれな外観が私たちを出迎えてく

れました。中に入ると、設計や内装には「閉鎖的な空間ではなく、

ホテルにきたような感覚で元気になって帰ってもらいたい」とい

う思いから、理事長を中心に女性スタッフの意見を多数取り入れ、

女性ならではの心配りが施され、施設全体が明るく心が楽しくな

るような雰囲気がありました。

多床室は全ての部屋が窓に面しているため大変明るく、個室を

思わせるような室内になっていました。ベッドを低床化して廊下

を広くしたことで転倒される方が減ったと森野看護師長からお伺

いしました。また「明るく・広く・わかりやすく・心地よく」を

テーマに、部屋の通りを色分けする等の工夫がされており、日中

の活動量をあげることで不安を訴えられる方が減ったことも教え

ていただきました。入所者が快適に過ごせる環境になっているだ

けでなく、入所者の動線や心身の状態を考え、家に帰ってからの

生活をイメージしたつくりになっていて感心させられるばかりでした。

石政施設長からは、ハード面だけでなくソフト面（特に在宅復帰）

にも大変力を入れており、在宅復帰率もあがってきているとお伺いし

ました。高齢者の方々が元気になって自宅で過ごしてもらえるようお

手伝いをしたいと熱く語っていただいた姿が印象的でした。

地域に密着した施設を目指し努力されている姿勢に感銘を受け、ど

のようなケースでもまずはご相談してほしいというお言葉をいただ

き、心強い思いで帰路につきました。

名　　　　称
医療法人社団　正啓会　
介護老人保健施設　仁泉メディケア

100名
◆ 短期入所療養介護
◆ 通所リハビリテーション　40名

定　員　数

富山市手屋2丁目135－1住　　　　所

理事長　小西　啓子先生／施設長　石政　喜弘先生医 師

介護老人保健施設施 設 区 分

成和病院、仁泉居宅介護支援センター併 設 施 設

石政喜弘先生とスタッフの皆さん

仁泉メディケア職員休憩室

仁泉メディケア前景

廊下
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富山市・医師会急患センター（以下急患セン

ター）が開設してはや10ヶ月が過ぎました。
夜7時、富山市民病院第一駐車場に入ると、首相

官邸のようなたたずまいで、とても明るく、「あっ

ここだ」という安心感を覚えます。ここへ来れば

『助かる』といった印象を与えており、地域のオア

シスともいうべき存在だと感じています。きっと市

民の目にもそのように映っているのだろうと思いま

す。

今でも、「急患センターはなぜ市民病院のとなりに開設したのですか？」と聞かれることがあ

りますが、私はいつもこの様にたとえて答えています。

ラーメン屋Ａ（富山市民病院）の隣に、親戚（開設者・富山市）のカレー屋Ｂ（急患センター）

が引っ越してきた。資本投資を少しでも削減するために、厨房の調理器（レントゲン撮影装置）、

今までなかった高価な調理器（80列ＣＴ装置、透視装置）、さらに駐車場（外来駐車場）まで共
有化することにした。計画当初は、お互いの営業に悪影響（急患センターからの患者さんが入り

口を迷ったり、二次救急のほうに流れ込んで混乱を与えるのではないか？）を及ぼすのではない

かと心配されたが、営業時間帯においても、お客さん（患者さん）の食べたいと思う欲求（患者

さんの症状にあった医療機関の選択と治療）にも、みごとに応えられている。今となれば、当初

の心配事もどこへいったのか？大成功といわざるを得ません。

急患センターを受診する患者さんは、大幅に増えています。当院の放射線施設を利用された患

者さんは、3,071人（平成23年10月～平成24年７月）で、うちＣＴ装置の利用は115人、透視装置
の利用は１人、二次救急病院への紹介用ＣＤによる画像データ提供は300件を超えています。Ｃ
Ｔ装置の利用件数が徐々に増えてきていることからも、急患センターにおける医療の充実が伺え

ます。

その反面、急患センターで勤務する医師やスタッフの疲弊を心配しているところでもあります。

我々放射線技師は、１次救急、２次救急ともに24時間待機を敷いてはいますが、放射線設備の利
用が増えることで、より地域医療に貢献できていると実感することができ、励みとなっています。

さらに、医師会会長からも「放射線技師さんには、非常にご苦労をお掛けしている」という言葉

を、さまざまな会合の中でおっしゃっていただいているとのことで、なにより心の支えとなって

おります。

今後も、親切・丁寧をモットーとしたあたたかい診療と、より精

度の高い診断画像の提供に努めていきます。また、運用面において

不都合な点があれば遠慮なく申し出ていただき、改善していければ

と思っております。

放射線技術科長　大野　雅司
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７月11日（水）に今年度の第1回接遇力向上講演会が開催されました。講師は北陸銀行
経営管理部の田嶋順子先生で、「接遇の基本テーマ」について講演していただきました。

参加者は院内から125名、院外から22名の計147名でした。
はじめに「接遇とは出会ったすべての人に心からのおもてなしをすること」で、そのた

めには表情・言葉・語調・態度などに気をつけなければならないと説明がありました。続

いて、重要な基本マナーの5原則（心のこもった挨拶、さわやかな表情と笑顔、感じの良い言葉遣い、身
だしなみのポイント、スマートな態度）について2人１組になっての練習
を交えて研修しました。実際にやってみることで、これまでのやり方の

不十分だった点や改善点がわかりました。

銀行と病院では業務内容が異なりますが、今回の講演内容はいずれも

日常の医療の現場にも応用できることばかりで、心のこもった“かたち”

の大切さがよくわかりました。

接遇力向上講演会報告 接遇向上委員会　置塩 良政

７月12日(木)午後５時半より当院講堂において、今年度第１回富山老人保健福祉圏域地域リ
ハビリテーション研修会を開催いたしました。今回は、小林歯科医院の小林岳志氏に、「高齢

者の口腔ケア・摂食嚥下リハビリテーション」について、講演していただきました。

講演では、訪問歯科診療の内容について説明があり、摂食嚥下リハビリテーションの依頼

が増えているとお話されていました。症例を通して、歯科医師側からのアプローチやヘル

パー、看護師、言語聴覚士、家族からのアプローチの紹介があり、多職種連携の大切さを再認識しました。

また富山市歯科医師会のホームページに歯科訪問診療協力歯科医院の案内がされており、ご相談くださいと

のことでした。

今回は、富山老人保健福祉圏域のリハビリテーション実施機関42施設よ
り　看護師、介護職、ケアマネージャー、理学療法士、作業療法士、言語

聴覚士など、保健・医療・福祉分野から106名の参加がありました。
研修会のアンケートでは、「口腔内の清掃、体操を実践してみようと思っ

た」「口の周りまでのケアの考え方は素晴らしいと思った」「口腔ケアの用

具の正しい使い方や選定(歯ブラシなど)を知ることができました」「訪問歯

科の仕事内容を知ることができた」という多くの感想をいただきました。

＜テーマ：高齢者の口腔ケア・摂食嚥下リハビリテーション＞

第１回富山老人保健福祉圏域地域リハビリテーション研修会報告

６月20日から７月27日の期間に、第７回市民公開講座

「がんについて学ぶ会」を開催しました。今回は、「放射線

治療のおはなし」と「肝がんのおはなし」の新しい講座が

加わり、６講座で行ないました。述べ83名の参加者の皆さ

んから「とても分かりやすい講義だった」「市民病院の先

生方を身近に感じた」などの感想をいただきました。

お忙しい中、施設職員の方々にも多く参加いただきあり

がとうございました。
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※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。

草　島

瀬　川

澤　口

重　本

小　西

野　村

三　輪

長谷川

大　田

寺　島

元　井

医師不在のお知らせ ９月分

科　　　名 不　在　日 医 師 名 科　　　名 不　在　日 医 師 名

※外来担当日の休診のみ掲載

寺崎敏

林

清　水

高　櫻

泉

福　島

月　岡

野　島

吉　川

庄　司

北　原

長谷川

7日

14日、19日

5日、14日

18日

6日、24日

3日、4 日、5日

27日、28日

7日

24日、25日、26日

20日、21日

10日

3日、4日、5日、6日、7日

内 科

外 科

精 神 科

呼吸器・血管外科

整形外科・関節再建外科

小 児 科

皮 膚 科

産 婦 人 科

歯 科

泌 尿 器

6日

4日

18日

10日、12日、14日

13日

12日

20日

10日、27日、28日

14日、18日、19日

21日、24日

13日、14日

成人の男性は２人に１人、女性は３人に１人が
がんにかかると言われる時代ですが、検診やドッ
クを自発的に受ける方が少ないのが現状です。そ
の理由として、“検査に時間がとられる”“内視鏡
検査などが苦痛だ”などがあげられます。
マイクロアレイとはがんなどの異物に対する体

の反応を、遺伝子レベル（RNA）で測定できる最
新の技術です。血液ががん細胞に反応する状況を
世界で初めて遺伝子レベルでとらえることができ
るようになりました。これを利用し開発されたの
が、血液RNA検査―マイクロアレイ血液検査です。
当院では、患者さまに負担をかけることなく簡

単に受けられる血液のがん検査として、７月より
マイクロアレイ検査を導入いたしました。

＜マイクロアレイ血液検査の特徴＞
・血液だけでできる検査
採血量はわずか5ccです。

・消化器系のがん：胃がん・大腸がん、膵臓がん、
胆道（胆のう・胆管系）がん、4種のみの判定と
なります。CTやX線検査のような放射線被ばく
もなく、胃カメラ・大腸カメラのような挿入の
苦しさや事前の食事制限、下剤の内服などは一
切不要です。
・最新のテクノロジーにより血液の“がん”への
反応を遺伝子レベルで測定します。
・消化器がん検出の感度は98.5％、特異度は92.9％
です。
・従来行われてきた“腫瘍マーカー”は、がんが

ある程度の大きさにならないと　検出できませ
んが、マイクロアレイは　CT・MRI・PET検査
でさえも検出できない超早期のがんを発見する
ことが可能です。また、早期のがんか進行した
がんかを判別することもできます。

＜検査方法＞
・2.5cc ２本分の血液を採取します（一本は予備
検査用です）。
その血液からRNAを検出し、検査します。
当日の食事制限や　薬剤の注射等は全くありま
せん。
・当院の健康管理科で受けることができます。
・完全予約制です。

＜検査料金＞
この検査は健康保険の対象とはなっておりません
ので、自由診療となります。
60,000円（税込）です。

がん血液検査“マイクロアレイ血液検査”を導入しました。
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ホームページ http://www.tch.toyama.toyama.jp/
がん・なんでも相談室：メールアドレス shien@tch.toyama.toyama.jp

「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

編集後記
７月27日からロンドンで開催されていたオリンピックもにぎやかな内に閉幕となりました。連日の暑さと寝不足

気味で少々疲れは感じておりますが、一生懸命プレーされている選手の姿を見て毎日

感動の連続でした。今までの努力の積み重ねが結果として花開いた選手も、思うよう

にはいかなかった選手も本当にお疲れ様でしたと伝えたい気持ちになりました。

日々の相談業務の中でも、今までの積み重ねが花開く時とそうでない時があります。

思うようにいかなかった場合、悩むことも多く、目標を達成するために何が欠けてい

たのかどうしたらよかったのか自問自答の毎日です。

相談に来られた方々が晴れやかな気持ちになれるよう、自分なりのメダルを目指し

てこれからも日々努力を積み重ねていきたいと思います。
ふれあい地域医療センター 吉井留美子

南病棟4階は、精神科の病棟です。病床数は50床、ス
タッフは医師3名、看護師25名、看護助手1名、精神保健
福祉士1名、作業療法士2名、臨床心理士1名です。

当院の精神科病棟は閉鎖病棟のため、一般病棟と比べて制約があり窮

屈に感じられるかもしれません。精神科の病棟、閉鎖病棟と聞いて、分

厚い壁の向こうに押し込められて、もう面会もままならなくなってしま

うと思われるかもしれません。でも精神科のスタッフ一同の願いは、患者さんが良くなられて社会の中に戻っ

ていかれることです。ちなみに当院精神科の平均入院日数は30数日です。
精神科の治療においては、一番に用いられるのは薬です。「心の病に薬が効くの」「心を薬で操るつもりか」

「薬で自分が自分でなくなってしまう」など精神科の病気に対して偏見があるように、精神科の薬に対しても

偏見があります。しかし精神科の薬は、魔法使いのお婆さんが手にしている恐ろしげな毒りんごとは違います。

理論的に、経験的に、病気に効果があることを確認してきた薬です。

薬の他の治療法、無痛式電気けいれん療法（ｍ－ECT）や、認知行動療法、心理面説、ソーシャルスキルト

レーニング（SST）、作業療法(OT)も、患者さんに良くなっていただきたい、患者さんに社会の中に戻れるよ

うになっていただきたいという願いから編み出されてきたものです。

そして、退院後の生活に不安のある患者さんに精神科独自の訪問看護

（ACT）も実施しています。

精神科のスタッフは病棟だけでなく、外来だけでなく、患者さんの

病気と生活の安定のために

援助可能な事があれば関っ

ていきたいといつも考えて

います。

の紹介

今月は 南病棟4階

精神科訪問看護（ACT）




