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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
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　8月の富山市医師会地域医療連携納涼会も4回目となり、毎年参加者が増加し、地
域医療連携の重要性への認識の広がりの現れと思われました。輪番体制など病院間の
連携体制の充実も求められ、有意義な親睦の時間が持てました。
　地域医療支援病院に認定され6年目になりましたが、おかげさまで紹介数は毎年1
万件を越え、今回改訂された認定要件である紹介率50％以上および逆紹介率70%以
上を毎月クリアしています。迅速な専門外来の受け入れのため、外来をスリム化、そ
の余力を入院診療の充実へ向け、地域完結型の医療体制を継続していきたいと考えて
います。
　開放型病床利用と開放型病床症例検討会の充実を図るため病診連携に関するアン
ケートをお願いし、75件の返信をいただきました。６割以上の先生方に開放病床利
用の希望をいただきましたが、時間の余裕がないため訪問できないとの返答もみられ
ました。そこでアンケートの結果から、以下の方針で取り組みたいと考えています。
　① 入院および退院時返書以外にも、できるだけ電話での連絡もおこなう（顔のみえ

る関係には及びませんが、声が聞けることは、人間関係の構築に一助になると
思います）。

　② 事前に連絡があれば、病院主治医あるいは担当者が病状の経過説明をする。
　③ 病棟に患者連絡簿（筆記）を置き、万が一会えなくても、問い合わせ内容に関し

ては、電話連絡にて返事をする。

　毎月の開放型病床症例検討会開催は大変ですが、アンケートの結果からお互いに学
び成長してゆく「顔の見える関係」作りにはなくてはならない時間だと再認識しまし
た。日頃の診療に役立ていただけるように、より一層の内容の充実を図りたいと思い
ます。
　最後に、7月地域医療部の「ふれあい地域医療センター」をガラスばりの明るい空
間に改築、相談室も完全個室化、数も増やしました。「ことわらない、待たせない外
来」を目指し、今後ともがんばっていきたいと思います。

清川　裕明地域医療部主任部長

病診連携に関する
アンケートの結果から
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研修・講演・勉強会のご案内 12月分

　

２．内科CPC
　日時：12月9日（火）17：30～　
　場所：医局カンファレンス室

3．医療機器研修会
　日時：12月2日（火）17：45～18：15　
　場所：集団指導室	 	
　　○テーマ	 「体圧分散マットレス（エアーマット）の

正しい使用方法」
　　○講　師	 臨床工学技士	 山崎　圭梨

4．糖尿病研究会定例学習会
　日時：12月4日（木）17：45～18：30　
　場所：集団指導室	 	
　　○テーマ	 「冬場の運動療法」
　　○講　師	 理学療法士	 下村　歩美

5．緩和医療委員会　学習会　
　日時：12月2日（火）17：45～19：15
　場所：地域医療研修センター	
　　○テーマ	 「テレビ会議システムを利用したがん看

護事例検討会」

6．地域医療部担当者交流会・講演会　
　日時：12月5日（金）16：00～19：00
　場所：富山市民病院　３階講堂
　　　●担当者交流会　16：00～17：00　　
　　　●講演会　　　　17：30～19：00　	
　　○テーマ	 在宅支援に向けた医療と介護連携のあり方　　
　　○講　師	 社会医療法人　生長会　ベルランド総合病院　
	 患者相談・地域連携部副部長
	 患者様相談室室長
	 	 	 村上　佳代	氏

7．ＮＳＴ学習会　
　日時：12月22日（月）18：00～19：00
　場所：講堂	
　　○テーマ	 「摂食・嚥下のメカニズム」　
	 「嚥下テスト」
	 「摂食・嚥下リハビリテーション」
　　○講　師	 内科医師	 林　　　茂
	 言語聴覚士	 浅井　滋子

8．看護研修
《衛星研修S-QUE　Eナース》
　日時：12月３日（水）17：40～18：40　　
　場所：集団指導室
　　○テーマ	 「症状別フィジカルアセスメントを極める
	 　～循環器系症状」
　日時：12月17日（水）17：40～18：40　　　
　場所：集団指導室
　　○テーマ	 「患者の声にならない訴えを看る
　　　　　　　		～消化器症状」

　　　　２）症例検討
　　　　①『尿細管間質性腎炎に両側ぶどう膜炎を伴った 1 例』  
 紹介医：こまた眼科　小又 美樹先生  　腎臓内科　志田 しのぶ

　　　　②『血糖コントロールの悪化であきらかとなった膵癌症例』 
 紹介医：堀川内科クリニック　堀　文先生　内分泌内科　高櫻　明子

　　　　日 時：平成 27 年 2 月 10 日（火）19：00 ～ 20：15　場 所：当院 3 階　講堂
　　　　① ミニレクチャー：( 担当）腎臓内科
　　　　② 症例検討　小児科・外科の 2 例を予定しています。

予 告

１．地域連携・開放型病床症例検討会
　　　　日 時：12月9日（火）19：00～20：15　場所：当院3階　講堂
　　　　１）ミニレクチャー：「扁桃の細菌検査の統計的観察」
	 耳鼻いんこう科　加勢　　満

　口蓋扁桃の1年間（平成25年2月～平成26年1月）
の、細菌検査の統計的観察をしました。培養では、発症
4日までと6日以降で検出しました。
　咽頭ぬぐい培養では、膿瘍穿刺培養と比べて悪く、検
出率は59％と73％でした。Ａ群溶連菌が多く、ついで

ブドウ球菌、インフルエンザ菌などで、嫌気性菌は膿瘍
で検出しました。
　薬剤耐性は52％にみられ、クラビット、エリスロマイ
シン、ミノマイシンに多くみられました。

病院ボランティア 篠崎　佳子

≪お知らせ≫
　※平成27年1月の地域連携・開放型病床症例検討会は都合により中止いたします。
　　また、2月の開催日は、2月10日（火）に予定しています。ご参加をお待ちしております。



科　　　名 不　在　日 医		師		名 科　　　名 不　在　日 医		師		名
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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
メールアドレス fureairenkei@tch.toyama.toyama.jp

編集後記
　日ごとに寒さがます今日この頃ではありますが、美しく紅葉している街路樹や旬のたべものに元気をも
らって過ごしていることに幸せを感じています。
　ただいま、地域医療部では恒例の行事である担当者交流会・講演会の準備をすすめています。在宅支援へ
のそれぞれの役割について、地域の皆さんと知識を深め、情報を共有する貴重な機会となることと今から楽
しみにしています。皆様のご参加をおまちしております。

ふれあい地域医療センター　看護師　石崎　華代

※ 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。

医師不在のお知らせ 12 月分※外来担当日の休診のみ掲載

石　浦
大　田
蓑　内
寺		﨑靖
打　越
水　野
芝
志　田
池		田麻
常　山

8日
9日、24日
24日
12日
18日
22日
1日
26日
5日
3日

内 科 内 科
整 形 外 科・　
関節再建外科

外科・消化器外科
乳 腺 外 科
眼 科
麻 酔 科
歯科口腔外科

9日
9日、12日
4日、5日
5日
4日
15日
12日
16日午前中
9日午前中

山　口
澤　口
坂　越
重　本
泉
月　岡
八　田
松　浦
高　橋

　臨床工学科は科長（医師）1名、臨床工学技士6名、事務1名、助手1名で
業務を行っています。普段は血液浄化業務（血液透析、CHDF、血漿交換、
各種吸着療法）、手術室業務（麻酔器・モニタ管理等）、循環器業務（ペー
スメーカ、アブレーション3Dマッピング）、呼吸療法業務（人工呼吸器、
CPAP、ASV）、医療機器保守管理業務などを日常業務としており、業務範
囲は透析内科、手術室、集中治療室、血管造影室、医療機器管理室を中心に
各診療科病棟、外来を含め病院全体に及びます。院内における安全な医療と
質の向上を図るため、他部門と協調しながら医療技術サービスを提供しています。
　業務は365日24時間体制（時間外はon-call）で対応しており、いつでも迅速に対応することで、医療機器を通じ地域
の急性期医療に貢献すべく努めています。透析患者さんの緊急透析や心不全の治療、ペースメーカ患者等の緊急チェッ
ク、睡眠時無呼吸症候群に対するCPAPの導入など、地域の基幹病院として、患者さんはもちろん、地域医療機関の先生
方にも安心してお任せいただけるように、今後も日々医療機器の知識・技術向上に努めていきます。
　また月1回、医療機器に関するテーマで研修会を開催しています。どなたでも、ご参加いただけますので、是非、お申
込み下さい。
　これからも、どうぞよろしくお願いいたします

当院の“医療技術部門”の特色やスタッフを紹介いたします。

今月は　臨床工学科の紹介

ふれあい地域医療センターからのお知らせ
　今年も残すところ 1ヶ月となりました。日頃より大変お世話になり、ありがとうございます。年末年始のふれあい
地域医療センターの業務については以下の通りです。よろしくお願いいたします。
　12月 28日（日）～ 1月 4日（日）　休み
　12月 27日（土）は、12時まで電話・FAXでの診察や検査の予約受付に対応いたします。

※なお、救急患者さんに関しては、救急センターへご連絡ください。


