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このたび、富山市の病院事業管理者に就任いたしました。これまでは富

山市民病院の病院長として勤めてまいりましたが、病院事業管理者を兼任

することになりました。富山市民病院は富山市が経営する病院であり、今

年の4月から、地方公営企業法が全部適用されることによって、病院経

営・運営が病院事業管理者に任されることになります。このことによって、

契約や人事などの病院経営に必要な多くのことが事業管理者の判断で行わ

れることになり、これまで以上に経営が円滑に進むものと期待されます。

市民の皆様の健康をお守りするのが富山市民病院の使命であり、そのた

めには、病院の健全な経営が求められます。そして、高齢化や在宅医療の

推進などの医療の変化に対応する柔軟性が求められます。医療の質を向上

させ、地域完結型の医療を提供することが富山市民病院の使命です。この

使命を達成できるよう、病院経営の効率化・安定化のために病院事業管理

者としての役割を果たす所存です。

医療は市民の皆様にとってなくてはならない社会的共通資本です。市民

病院が安定的に経営され、地域医療支援病院として、また、地域がん診療

拠点病院や災害拠点病院などの地域に必要な医療を提供するという役割を

十分にはたすことによって、市民の皆様は安心して富山市で生活できるの

ではないでしょうか。市民の皆様により信頼される富山市民病院をつくり、

富山市の医療を安定させ、安心してすごすことができる富山市とすること

が病院事業管理者の使命と考えています。皆様のご支援が病院を元気にし

ます。地域の医療機関の皆様とともに、そして市民のご意見を伺いながら、

病院運営を行ってまいります。これまで以上に富山市民病院へのご支援を

お願いいたします。

泉　　良平富山市病院事業管理者
富 山 市 民 病 院 長

富山市病院事業管理者に就任して
―安心して暮らせる富山市の医療を目指して
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研修・講演・勉強会のご案内 ５月分

１．地域連携・開放型病床症例検討会
日時：５月10日（火） 19：00～20：15 場所：当院３階　講堂

①ミニレクチャー：「硬膜外麻酔を利用した無痛分娩について」 産婦人科 三輪　正彦
5月

日時：６月14日（火） 19：00～20：15 場所：当院３階　講堂

ミニレクチャー：「光線過敏型薬疹」
皮膚科 野村　佳弘

過日、全国の地方新聞に「無痛分娩　なぜ国内に広

がらない?」と題して記事が掲載されました。出産の6
割とされる米国をはじめ欧米では一般的だが、日本で

は2.6%と極端に少ないことが厚生労働省の初の調査で

判明したとの内容でした。

産婦さんや医療関係者の間では、現在でも「自然な

かたちで生むのが一番」、「おなかを痛めて初めて愛情

がわく」という考えが根強いと考えられています。

当院でも他の施設と同様に、自然の陣痛発来後に分

娩となる症例が中心です。しかし、強く希望する人に

対しては、麻酔科の協力を得て硬膜外麻酔を利用した

無痛分娩を昨年から施行しています。

当院では、術後の疼痛緩和の目的で硬膜外麻酔を使

用する症例が開腹術を中心に一般的になっています。

これを分娩の時に応用する方法が硬膜外麻酔を利用し

た無痛分娩となります。まだ20例程度の経験ですが、

概要について紹介させていただきます。

6月

②症例検討
1）ＰＥＴ健診で発見され、完全房室ブロックを呈した心サルコイドーシスの症例　

循環器内科 寺崎　敏郎
2）ビタミンＤ欠乏性クル病の一症例　

小児科 三浦　正義

２．内科CPC
日時：5月10日（火）17：30～
場所：医局カンファレンス室

３．とやまレントゲン読影会　
日時：5月20日（金）19：00～20：00
場所：集団指導室
○興味のある症例の提示

４．感染予防対策学習会
日時：5月9日（月） 17：45～19：00
場所：講堂
○テーマ　「初心者のための標準予防策、

正しい検体採取の方法について」
○講　師　当院感染対策アドバイザー

波多江　新平先生

５．緩和医療委員会学習会
日時：5月10日（火）18：00～19：00
場所：集団指導室
○テーマ 「緩和ケアについて」
○講　師　緩和ケア内科　船木　康二郎医師

６．褥瘡対策学習会
日時：5月27日（金）17：45～　

場所：集団指導室
○テーマ 「褥瘡の定義・褥瘡の評価」
○講　師　皮膚科　野村　佳弘医師

※　日頃ケアしている患者さんの褥瘡につい

て検討を希望される方は、褥瘡部の写真を

3日前までにふれあい地域医療センターま

でお送り下さるか、当日ご持参ください。

７．ＮＳＴ学習会
日時：5月23日（月）18：00～19：00

場所：講堂

８．糖尿病研究会定例学習会
※5月の学習会の開催はありません。6月より毎月第1

木曜日に開催いたします。多数のご参加お待ちし

ております。
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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

※地域連携・開放型病床症例検討会やとやまレントゲン読
影会は、医師の方が対象です。
その他については、医師以外の方々の参加も歓迎いたし
ます。看護師や介護士、介護支援専門員の方の参加をお
待ちしています。
個々の内容についてのお問い合わせは、お気軽にふれあ
い地域医療センターまでお寄せください。

10．看護研修
《新任看護職員研修》
日時：5月28日（土）13：00～17：00
場所：講堂
○テーマ 「レスピレーター研修」

《衛星研修S-QUE Ｅナース》
日時：5月6日（金）17：40～18：50
場所：講堂
○テーマ 心電図の基本を極めよう　基礎

日時：5月18日（水）17：40～18：50
場所：講堂
○テーマ 意外と知らないＭＥ機器の

正しい使い方　応用

《衛星研修S-QUE 特別企画》
日時：5月27日（金）17：00～19：00
場所：講堂
○テーマ　病院環境フォ－ラム11東京

（財）日本医療機能評価機構協力特別講座
「病院機能評価と医療安全・感染管理・
医療の質」

９．乳腺エコー学習会
（術後症例検討）

日時：5月17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
＊前月手術された症例をエコー中心に検討
します。
＊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。

病院ボランティア
篠崎　佳子



新石　健二先生
皮膚科

齋藤医師の後任として4月よ
り着任いたしました。どうぞ
よろしくおねがいします。

高瀬　育和先生
泌尿器科

微力ながら地域医療の一翼
を担えるように頑張りたい
と存じます。

寺井　志郎先生
外科

微力ながら地域医療に貢献
できるように尽力させてい
ただきます。

関　功二先生
呼吸器・血管外科

常に最善の医療を提供でき
るよう頑張ります。よろし
くお願いいたします。

井上　大輔先生
整形外科

元気よく、日々前進し
ていけるようがんばり
ます。よろしくお願い
いたします。

高畠　聡先生
形成外科

地域医療のお役にたて
るよう頑張りたいと思
います。よろしくお願
いいたします。

田守　亜希子先生
耳鼻科

4月より耳鼻咽喉科に
着任しました。微力な
がら地域医療に貢献で
きますよう頑張りたい
と思います。よろしく
お願いします。

重本　顕史先生
整形外科

地域医療に貢献できるよ
うに頑張りたいと思いま
す。よろしくお願いいた
します。

石川　聡子先生
外科

4月より外科に着任い
たしました。半年間と
限られた期間ですが、
少しでも力になれれば
と思います。よろしく
お願いいたします。

宇佐美　潤先生
麻酔科

卒後4年目の宇佐美で
す。麻酔科医として、自
分のできることをしてい
きたいと思います。よろ
しくお願いいたします。

中川　美琴先生
放射線科

4月から放射線科に着任
しました。地域医療に貢
献できるように精一杯頑
張りたいと思います。よ
ろしくお願いします。

西田　公彦先生
精神科

精神科の西田です。精神
科は関係ないよと思わな
いでくださいね。うつ病
も認知症も精神科は診て
います。

新任医師紹介
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五十音順

どうぞよろしくお願い申し上げます



長谷川　徹先生
産婦人科

4月から産婦人科に着任いた
しました。誠意をもって患者
さんを診察したいと思いま
す。よろしくお願いします。

奥村　麻衣子先生
臨床研修医

半年という短い期間です
が、地域医療に少しでも貢
献できるよう精進したいと
思いますのでよろしくお願
いします。

竹中　哲先生
臨床研修医

地域医療に少しでも貢献す
ることができるように精一
杯がんばりたいと思います
ので、よろしくお願いしま
す。

森永　章義先生
内科

微力ではありますが地域医
療のお役にたてるように頑
張りたいと思います。よろ
しくお願いいたします。

服部　由紀先生
放射線科

地域医療に貢献できる
ように、精一杯頑張り
たいと思います。よろ
しくお願いいたします。

清水　啓智先生
臨床研修医

地域医療に貢献できる
よう、日々勉強しなが
ら一生懸命頑張りたい
です。よろしくお願い
します。

武島　知志先生
臨床研修医

1年目研修医として4月
からお世話になります。
一つでも多くのことを
学び、地域の患者さん
のお役に立ちたく思い
ます。よろしくお願い
します。

村本　真一郎先生
内科

地域医療に少しでも貢
献できるようにがんば
ります。よろしくお願
いいたします。

八田　裕貴子先生
眼科

4月から眼科に着任い
たしました。地域医療
に貢献できるように頑
張りたいともいます。
よろしくお願いいたし
ます。

廣瀬　雅代先生
内科

4月より内科（腎・高血圧）
に着任しました。地域の
患者様のために精一杯頑
張りますので、どうぞよ
ろしくお願いいたします。

福田　華子先生
臨床研修医

初期臨床研修医として、
2年間、富山市民病院に
お世話になります。一生
懸命頑張りますのでよろ
しくおねがいします。

5

臨床研修医
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《連載企画》診療所・病院・施設訪問○73 中田整形外科

今回は「中田整形外科」を訪問させていただきました。

桜の花びらが風に舞う、暖かな日となった4月18日、富山市高内

（旧大沢野）で開業されている中田整形外科に訪問させていただきま

した。中田達也院長はじめ大勢のスタッフの方に温かく迎えていた

だき、当院との医療連携やふれあい地域医療センターの対応等につ

いてお話を伺いました。

先生は富山市の西能病院で勤務された後、平成10年4月に当地で開

院され今年で13年目を迎えられたとのことで、整形外科全般を診察

されており、当院へもたくさんの患者さんをご紹介いただいていま

す。当院の受け入れについては、「素早い対応をしていただき、うれ

しく思っています。」「この地域の方々は、市民病院への紹介希望が

多いのですが、診療科の事情で他院へ紹介しなければいけないこと

があります。市民病院をご紹介できないことが患者さんに申し訳な

いと思っています。」「常日頃より患者さんの立場に立った視点で対

応したいと考えています。」という先生の思いには、訪問した私たち

も同様に感じているところです。

医院は41号線に面し、広い駐車場が特徴的です。車で来院される

高齢者の方のためにスペースを広くしているとのことで先生の優し

さと思いやりに心が温かくなりました。

また、来院される患者さんは地域の方が大変多く、地元ご出身の

先生は“中田のあんま”と親しみを込めて呼ばれているそうです。

先生のモットーをお聞きしますと「自分でできることは自分でおこ

なうこと。ちなみに広い駐車場の除雪は自分でしています。」除雪車

を運転し、今では趣味と化しているとのことで、その姿が目に浮か

ぶようです。

先生はじめ、スタッフ総勢13名の皆さんの暖かな笑顔とアットホームな雰

囲気に触れることができ、これからも顔の見える連携を続けさせていただけ

ればと思います。

明るく気さくにお話してくださる先生にたくさん元気をいただき、帰路に

つきました。訪問させていただきありがとうございました。

訪 問 記

名　　　　称 中田整形外科

整形外科・リハビリ科

無床診療所

標　 榜　 科

平　日　　　　　8：30～12：00 14：00～18：00
木曜日・土曜日　8：30～12：00
日曜・祝日・木曜日午後　休診

診察日･時間

富山市高内398住　　　　所

中田　達也 先生医 師

施 設 区 分

中田整形外科　前景

中田　達也院長先生

中田院長とスタッフの皆さん

中田院長と愛車
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加　勢

田　守

中　西

高　木

元　井

置　塩

岡　田

金　枝

宮　森

八　田

医師不在のお知らせ ５月分

科　　　名 不　在　日 医 師 名 科　　　名 不　在　日 医 師 名

※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。

※外来担当日の休診のみ掲載

林

石　浦

大　田

清　水

廣　瀬

澤　口

草　島

瀬　川

野　島

13日

17日

30日

19日・20日

23日

6日・17日・20日

11日・12日

13日

23日

19日

20日

19日・20日

20日

6日

25日・26日

17日

30日

6日

13日

内 科

整形外科・関節再建外科

呼吸器・血管外科

外科・乳腺外科

耳 鼻 科

麻 酔 科

泌 尿 器 科

形 成 外 科

小 児 外 科

婦 人 科

脳 外 科

眼 科

図書室は、地域の医療従事者の方々に開放しています。

2006年4月より当院の図書室は、地域医療機関の医師、看護師、コメディカルの方々に利用して
いただいています。今年の4月から下記のようにアクセスできるジャーナルが充実しましたのでお
知らせいたします。

・今までの電子ジャーナル環境（19タイトル）

冊子体　50タイトルのうち無料添付の電子ジャーナル19タイトル

・4月からは下記のように電子ジャーナル環境が充実（約1400タイトル）

＊Journal Web 富山市民病院（Springer Hospital Edition）340タイトル＋無料添付電子ジャーナル
＊Pro Quest Medical Library（約900タイトル）
＊ＭＤ　Consult (エルゼビア）（約90タイトル）
その他のツール

＊DynaMed（EBM 情報検索・診療サポートツール）
＊医学中央雑誌（医学文献検索サイト）
＊メディカルオンライン（医学文献の検索・閲覧・文献全文ダウンロードの提供Webサイト）

＊図書室のホームページ（文献検索サイト）からそのまま利用できます。

☆ なお、ご利用に際しては司書（高田）が丁寧にサポートいたします。
☆ 図書室でのホッと一息空間をご用意しています。

（ご利用時間：月曜日～金曜日　午後1時～5時）

h

病院図書室をご利用ください!!
洋雑誌（電子ジャーナル）が充実！

高田司書



8

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

「れんけいと支援」の編集委員になってから、早いもので２年が経ちました。
以前は、検査室の奥で地域連携にさほど携わることなく仕事をしていました。
しかし今は、臨床経過が丁寧に書かれた紹介状に感謝しながら紹介患者さんの
細胞診断をおこなっています。そして逆紹介の際には添付して恥ずかしくない
正確な検査結果を出していけるよう、いつも心がけています。
直接顔を合わせる機会は少ないと思いますが、これからもよろしくお願いい

たします。
中央研究検査部　病理検査係 二口　明奈

認定看護師とエキスパートナースからのメッセージ

当院では、現在3名の手術看護エキスパートナース

が活動しています。活動内容としては、主に他部門ス

タッフのスキルアップのための研修と見学の実施、手

術室スタッフへの教育です。

他部門スタッフの手術見学の研修については、現在までに看護師と薬剤師、計19名を受け入れまし

た。このうち2名は院外の病院からも受け入れ、麻酔導入時の看護や外回り（間接介助）看護師の役

割を実体験しながら研修していただきました。また、当院看護師の見学研修では、受け持ち患者さん

の見学であることも多く、患者さんからは受け持ち看護師が傍にいることで安心できたと好評です。

手術室スタッフへの教育としては、学習会の講師を務めるとともに、新任者教育や中堅スタッフ

のサポートを行なっています。手術室スタッフ以外にも整形

外科病棟看護師を対象に、大腿骨頚部骨折の際の体位（牽引

台を使用した手術体位）のデモンストレーションをし、実際

に体位を経験することで術後看護に活かせるよう学習会を行

ないました。また、自己教育として、手術医学会・日本手術

看護学会に参加し、新しい知識・情報の収集・習得を心がけ

ています。

今後も、患者さんが安心して手術を受けられるよう質の

高い看護の提供をめざし活動していきたいと思います。

手術看護
エキスパートナース編

ふれあい地域医療センタースタッフ異動のご案内
4月からふれあい地域医療センターへ異動となりました中松　己志子と申します。

病棟勤務が長く、直接地域の先生方と連携をとらせていただくのは初めてとなります。不慣れなため、ご

迷惑をおかけすることもあるかと思いますが、一日も早く自分の役割を果たせるよう頑張りますので、どう

ぞよろしくお願いいたします。

病院ボランティア
篠崎　佳子




