
当院では平成17年4月より現在のICU・HCUが新設されました。ICUは常時
専任医師および患者2人に1人の割合で看護師を配置しており、厚生労働大臣
が定める集中治療室の施設基準を満たしています。6床のベッドを有しており、
ここでは急性心筋梗塞やクモ膜下出血、人工呼吸器や緊急血液透析を必要と
するような重症の救急患者などの治療を行っています。隣にはHCUが8床あ
り、ハイリスクな手術後の患者やICUに準ずるような比較的重症な患者の治
療を行っています。
表にこれまでのICU・HCUの利用状況を示します。平成23年度もほぼ同様の
状況であり、高い病床利用率でほぼ満床に近い状態を維持しています。特に
輪番日には、重症な緊急入院患者が救急センターから次々と運ばれ、ICU・
HCUともに絶えず忙しい状況です。しかし、スタッフ一同懸命に治療に当
たっており、忙しい中でも集中ケアエキスパートナースを中心に質の高い治
療と看護を提供するように勉強会、マニュアル作成などを行っております。
最近の新しい試みとして、昨年心肺蘇生後患者に対する低体温療法を導入し
ました。AEDの設置が増え、院外心原性心停止患者の生存率は向上しました
が、神経学的予後が良好で社会復帰に至るのはごくわずかです。低体温療法
による脳保護作用により、神経学的予後の改善が期待されます。これから普
及していく治療と思われ、当院でも今後症例を積み重ねていくつもりです。
近年の医療の進歩はめざましく、高度な医療を要する患者は増え続けていま
す。今後の展望として
は、HCUの入院治療管
理料算定、もしくは
ICUの増床により、高
度な医療をこれまでよ
り多くの患者に提供で
きるように努めていき
たいと思います。
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「当院におけるICU・HCUの
現状および今後について」

ICU
病 床 利 用 率
1日平均患者数
平均在院日数
延 べ 患 者 数
HCU
病 床 利 用 率
1日平均患者数
平均在院日数
延 べ 患 者 数

90.1 88 89.8 93.4 96.7 97.5
5.5 5.5 5.8 6 5.5 5.5
4.2 4.1 4 3.6 3.2 3.4

163.8 160.7 145 171 178.7 166.8

66.9 75 78.9 74.2 76 78.1
8.4 6.2 6.8 6.3 6 6.2
3.4 2.7 2.6 2.7 3 2.5
246 182.6 172.6 179.2 181.5 187.6

17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度

注)HCUの病床は平成17年度12床，18年6月より8床



2

研修・講演・勉強会のご案内

１．地域連携・開放型病床症例検討会
日時：３月13日（火）19：00～20：15 場所：当院３階　講堂

①ミニレクチャー：

（1）「前立腺癌の診断と治療」 泌尿器科 児玉　浩一

（2）「骨転移、除痛のための放射線治療の役割 」 放射線治療科 杉原　政美

3月

日時：４月10日（火）19：00～20：15 場所：当院３階　講堂

ミニレクチャー：「急性心筋梗塞の治療～心臓リハビリテーションを中心に」
循環器内科 清川　裕明

4月

②ショートレクチャー　
1）「炎症性腸疾患について」 消化器内科 青山　　庄
2）「腎障害患者におけるヨード造影剤使用に関するガイドラインについて」 腎臓内科 大田　　聡

２．内科CPC
日時：3月13日（火）17：30～
場所：医局カンファレンス室

３．糖尿病研究会定例学習会
日時：3月1日（木）17：30～18：30
場所：集団指導室
○テーマ 「糖尿病と眼病変」
○講　師　眼科医師　山田 芳博

４．感染予防対策学習会
日時：3月5日（月）17：45～19：00
場所：講堂
○テーマ 「感染対策からみた機能評価と

診療報酬について」
○講　師　 当院感染対策アドバイザー

波多江 新平先生

５．院内医療機器研修会
日時：3月6日（火）17：45～18：15
場所：集団指導室
○テーマ 「除細動器について」
○講　師　院内臨床工学士

６．有害事象
モニタリングセミナー

日時：3月7日（水）19：00～20：00
場所：集団指導室
○テーマ　①皮膚科入院患者への服薬指導

②薬疹について　　　　
○講　師　①薬剤師　萩行　正博

②皮膚科医師　野村　佳弘

７．富山市民病院学習会
腎不全看護

日時：3月12日（月）17：45～　
場所：講堂
○テーマ　①血液透析における穿刺技術の基

礎と穿刺トラブル対策
②シュミレーターを使って穿刺を
体験

○講　師　日本コヴィディエン（株）

８．NST学習会
日時：3月19日（月）18：00～19：00
場所：講堂
○テーマ 「糖尿病とNST」
○講　師　内科医師　清水　暁子

社会の高齢化や食生活の欧米化に伴って、前立腺
癌は増加傾向にあります。特に、日常診療や検診に
おいて、前立腺特異抗原（prostate specif ic
antigen; PSA）がスクリーニング検査として普及
したことにより、前立腺癌が早期で診断される機会
が増えています。PSAは前立腺臓器特異的でかつ癌
の進行度と関連する優れたマーカーで、異常値を示

す症例を多数ご紹介頂いております。
今回、前立腺癌をどのように診断しているかにつ

いて提示したいと思います。また、個々の症例に応
じて、手術療法、ホルモン療法、放射線療法、化学
療法などの治療を選択しおこなっていますが、治療
の実際につきましても症例を提示しながらご紹介い
たします。

3月分
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９．褥瘡対策学習会
日時：3月23日（金）17：45～　
場所：集団指導室
○テーマ　①褥瘡の治療・保存療法

②褥創の治療・外科的デブリート
メントと手術療法

○講　師　①皮膚科医師　　野村　佳弘
②形成外科医師　置塩　良政

10．睦美会講演会
日時：3月24日（土）13：00～15：30
場所：講堂
○テーマ　「看護を語り患者に触れる

ことの意味」
○講　師　学校法人　日本赤十字学園

日本赤十字看護大学名誉教授
川嶋みどり先生

11．乳腺エコー学習会
（術後症例検討）

日時：3月27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。

12．看護研修
《看護過程》
日時：3月19日（月）14：00～16：00
場所：講堂
○講　師　富山市立看護専門学校

小山　直美先生

《衛星研修S－QUE Eナース》
日時：3月7日（水）17：40～18：50
場所：講堂
○テーマ 「災害看護」
日時：3月21日（水）17：40～18：50
場所：講堂
○テーマ 「プロに教わるエンゼルメイク／

気持ちよく送りだすエンゼルケア」

《衛星研修S－QUE特別企画》
日時：3月23日（金）17：00～19：00
場所：講堂
○テーマ　平成24年度社会保険診療報酬・

介護報酬改定　説明と解説

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



《連載企画》診療所・病院・施設訪問○83 アイ・クリニック

今回は「アイ・クリニック」を訪問させていただきました。

朝から雪が降り続く1月、アイ・クリニックを訪問させていただきました。

アイ・クリニックは、当院精神科に30年間にわたり勤務された吉本博昭

院長先生が、平成23年4月1日に開業されたクリニックで、心療内科と精神

科を標榜されています。当院とは徒歩で行き来できる程の距離にあり、当

院との連携を特徴の一つとしていただいています。「３つのアイ」…「愛

の力で、出会いを大切に、Ｉ（私）をはぐくむサポートをします。」を理念に、

地域精神医療に精力的に取り組まれています。

当院在職中から熱意を注いでおられたACT（包括型地域生活支援プログ

ラム）は、ｉACTとして実践を広げられ、より柔軟な対応により、障害を

持つ方の地域での暮らしを支えています。1日2チームでの訪問をベースに

活動され、時には院長先生ご自身も訪問されることがあるそうです。また、

他院からの紹介患者さんの利用も可能であり、今後、地域にｉACTの理解

が広まるよう、ますます力を入れていきたいとお話されました。

院長先生は、アルコール医療を専門にされており、週2回のアルコール

外来、ARP(アルコール依存症社会復帰プログラム)を実施されています。

アルコール依存症の解毒入院には当院の開放型病床を利用いただき、当院

からはアルコール治療が必要な患者さんを紹介させていただいています。

またデイケアは、月曜日から土曜日まで週6日実施されており、クリニック

内には、デイケア利用者の方の作品が色とりどりに展示してあります。

これらのエネルギッシュな実践活動は、スタッフの充実によって支えられてい

ます。クリニックとしては珍しく、医師、看護師、精神保健福祉士、作業療法士、

臨床心理士、医療クラーク、ピアサポーター、事務職員と各種のスタッフが配置されています。

開業されてからは、講演依頼が多くあるそうですが、クリニック内でも、月に１回、イブニング・カフェを企画されていま

す。地域に精神医療の理解を広めたいという思いから企画されており、地域の方、当事者、家族、医療関係者など誰でも参加

できる勉強会で、回を重ねるごとに参加者が増えているそうです。

開業１周年を迎えられようとしていますが、「趣味は仕事。」と奔走される毎日です。クリニックにはス

タッフの方々の明るい笑い声が聞こえています。院長先生、スタッフの方々、くれぐれもご自愛され、

益々の発展をお祈りしております。お忙しい中、訪問を受けていただきありがとうございました。

訪 問 記

名　　　　称 アイ・クリニック

月・火・水・金・土曜日の午前　9：00～12：00
月・火・水曜日の午後　　　　 13：30～18：00
但し、火曜日午後は20：00まで
土曜日午後は13：00～14：00
木曜・金曜午後・日曜・祝祭日　休診

無床診療所

診察日･時間

富山県富山市太郎丸西町２－８－６住　　　　所

吉本　博昭 先生医 師

心療内科・精神科標 榜　 科

施 設 区 分

吉本院長先生

吉本先生とスタッフの皆さん

アイクリニック前景

4
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医療技術の進歩により、がんの死亡率は年々減少傾向にあります。５年生存率は着実に改善してお

り、統計的にも、日本ではがんの治療を終えた、あるいは治療中のがん生存者は1999年末の298万人
から2015年には533万人に達するとされています。すなわちこれからは“がんと共存”する時代に
なってきたといえます。

リハビリテーション（以下リハビリ）の医療現場でもがんの直接的影響や手術・化学療法・放射線

治療などで身体障害を有する例に対し、障害の軽減，運動機能低下や生活機能低下の予防や改善、介

護予防を目的として治療的介入を行う機会は多くなってきています。実際にがん患者は，疼痛，移

動・セルフケアの問題、疲労、筋力低下などがんの種類に依存しない一般的問題のほかに嚥下障害、

認知障害、リンパ浮腫、抹消神経炎軟部組織や骨切除後などの個々のがんの種類による特別な問題を

かかえておられます。これらの問題に対して、二次的障害を予防し、運送機能の低下や生活機能の低

下予防・改善を目的としてリハビリ治療を行うのががんのリハビリの目的です、 がんのリハビリは

大きく予防的、回復的、維持的および緩和的リハビリ期の４つの段階に分けることができます。単に

余命の限られたがん患者の機能の維持、緩和のみではなく、予防や機能回復もがんのリハビリの大き

な役割です、長期にわたる治療の過程に生じる、全身性の機能低下、廃用症候群、さらには神経近傍

の手術や放射線治療に伴う一過性の機能障害は，在宅復帰への大きな障害となっているため、より専

門的な知識をもってリハビリを行うことが求められているのです。

欧米ではがん治療における医学的リハビリの体系化が早くから進んでいます。米国では

NCI(National Cancer Institute)によりがんを専門的に扱うための理学療法士、作業療法士および

言語聴覚士が養成されて各がんセンターに配置されています。しかし日本ではまだまだ十分ではない

のが現状です。このためがん対策基本法で定められたがん医療の均てん化の一環として今回の「がん

のリハビリテーション実践セミナー」が厚生労働省の委託事業として開催され、当院からも本年１月

の京都大学での講習に，理学療法士、言語聴覚士、看護師、医師４名が参加しました。これにより、

当院でもより充実した幅の広いがん医療が行える体制が整ったと考えています。

今後とも富山市民病院をよろしくお願いします。

がんのリハビリテーション研修に参加して

呼吸器内科医師　石浦　嘉久

2008年より糖尿病合併管理加算が算定できるようになり、糖尿病足病変への関心
が高まっています。糖尿病足病変の対策として看護では「フットケア」として多く

の施設で取り組んでいます。また算定には、必須研修の受講が求められており、時

間や費用もかかるのが現状で、参加人数の制限や

研修の数や開催地域の制限もあります。そこで自

分たちの知識を高めていくための学習機会が必要

であり、取り組みを知っていただくことで情報交

換の場とできるものと考えております。今後も、

看護実践のための学習機会を計画いたしますので

機会がありましたら、参加してみてください。

「フットケア」学習会を開催して

腎臓病看護認定看護師 松木　理浩

病院ボランティア 篠崎　佳子
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新薬が誕生するためには、薬の有効性、安全性を試験する臨床試験である「治験」は欠かせません。
当院でも厚生労働省が定める「医薬品の臨床試験の実施の基準」（ＧＣＰ：Good Clinical Practice）
に則り、治験を行っています。医療関係者だけでなく、病院外部の委員、専門外の委員も参加した治験
審査委員会では、治験の倫理性、安全性、科学的妥当性について審議されており、その概要については
当院ホームページにも掲載しています。
治験を実施するに当たり、多忙な医師を援助するＣＲＣ（治験コーディネーター）をＳＭＯ（治験支

援機関）より派遣していただいています。ＣＲＣは被験者のスクリーニング、同意取得の補助、治験ス
ケジュール管理、相談業務などを行っています。治験は通
常の診療とは異なり試験を伴うため、倫理性を保ち、安全
に行われるよう十分に配慮されなければなりません。救急
受診を含め、他の診療科や他の医療機関を受診する際には、
治験に参加していることが分かるように、治験参加カード
を提示していただくようにしています。
治験により、同じ病気で悩む多くの患者様により良い新

薬が早く届けられるよう、連携する部署が協力して業務を
行っています。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

薬剤部　治験事務局　松井　順子

複雑性尿路感染症
糖尿病
＊糖尿病性末梢神経障害　　　　　
＊成人気管支喘息
非弁膜性心房細動
＊低用量アスピリン長期投与時の胃
潰瘍又は十二指腸潰瘍の再発抑制　
＊統合失調症

泌尿器科

精 神 科

内　　科

診療科名 対 象 疾 患

☆当院の最近の治験実施状況　　（＊現在実施中）

平成24年度　看護部からの研修のご案内

当院では平成24年度採用の新人看護職
員に対し、新任看護研修を実施いたしま

す。地域の医療機関や施設に入職される

看護職員の方に関しても当院職員と共に

研修を受けていただければと考え、右記

の通り計画いたしました。

募集は1研修に3名程度とさせていただ
きます。なお、5月以降の研修に関しては、
「れんけいと支援」や「当院ホームペー

ジ・研修案内」に掲載いたしますので、

順次申し込んでいただくことも可能です。

また看護部では平成24年度も“衛星研
修Ｓ－ＱＵＥ”を継続していきます。24
年度のスケジュール・テーマ・講師につ

いては「れんけいと支援」3月号の送付時
に同封いたしますのでご参考ください。

内　　容 開催日 時間 その他

新人看護職員研修内容と日時（予定） ※場所：富山市民病院3階講堂

４日（水） 基礎から学ぶ酸素療法
18日（水） 人工呼吸器療法　実践編
２日（水） 急変はここから始まる　瞬時の対応
16日（水） 急変患者の病態を知り実践を読む
６日（水） 実践フィジカルイグザミネーション
20日（水） 病態理解とフィジカルアセスメント

基礎
応用

基礎
応用

基礎
応用

S-QUE1000‘ 《Eナース》4月～6月までの予定

感染防止の技術
排泄援助技術　　
食事援助技術　
活動・休息援助技術
与薬援助技術
経口薬の投与 麻薬製剤について
静脈注射　皮下注射
中心静脈内注射
誤薬防止の手順等

呼吸・循環を整える技術　
救急蘇生法
レスピレータ―
心電図
看護方式

４月５日（木）
４月12日（木）
４月23日（月）
４月25日（水）
４月20日（金）

５月１日（火）
６・７月ごろ
５・６月ごろ
５月ごろ
８月ごろ

13：00～17：00
14：00～15：30
14：00～15：30
14：00～15：30
８：30～17：15

14：00～15：30

講義・実践
講義・実践
講義・実践
講義・実践
講義・実践

講義・実践
講義・実践
講義・実践
実践
講義

研修担当：看護部 古川美和子
TEL：（代）076－422-1112 内線 2011
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泉

福　島

野　島

吉　川

山田（和漢）

杉　原

澤　口

島

重　本

三　浦

橋　本

医師不在のお知らせ 3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

清　川

石　浦

寺h（靖）

村　本

長谷川

伊　東

置　塩

高　畠

草　島

山　野

29日

23日

12日

21日

19日・21日・23日

13日・15日・16日

21日・22日

19日・29日・30日

1日・5日・6日・7日・8日

16日・29日・30日

内 科

精 神 科

形 成 外 科

呼吸器・血管外科

脳 外 科

外科・乳腺外科

放 射 線 科

整形外科・関節再建外科

小 児 科

5日・8日・12日

8日

27日

7日

12日、19日

23日

16日・30日

19日・22日

30日

27日・28日・29日・30日

16日

はじめまして。富山市民病院研修医1年目の福田 華子です。いつも多方面の方々
から、大変お世話になっております。研修医生活がスタートしてからはや10ヶ月。
今の研修制度の中で多くの診療科をローテートする中で様々な経験をさせていただ
きました。富山にきたばかりの頃、これからの研修医生活に、胸の高鳴りを感じたことを今でも忘れま
せん。しかし、時には、命を預かることの責任の重さや、自分自身の判断力の欠如に落ち込み、研修医

が始まった当初のモチベーションを保てなくなるときもあります。そ
んな時でも、まわりの人々や研修医の仲間に支えられて、研修を続け
ることができます。これからも、富山市民病院の良いところも悪いと
ころも好きになって、精いっぱい頑張っていきたいです。
そういえば最近、とめどなく雪が降り積もり、先日買った車のタイ

ヤを替えるタイミングを失ってしまいました。せっかく運転にも慣れ
てきたのに、残念です。春になったら乗ってみようと思います。

研修医 福田　華子

研 医の

１月号にもお知らせいたしました通り、下記の予定で地域医療連携開放型病床講演会・懇親会を開催
いたします。一年に一度登録医の先生方と当院の医師や看護師、メディカルスタッフとの意見交換を身
近に行える機会として、職員一同楽しみにしております。是非お越しいただきますよう、お願い申し上
げます。

日　時：平成24年３月９日（金）19：30～
場　所：ＡＮＡクラウンプラザホテル富山
内　容：①講演会　　○テーマ：「地域連携パス」について

○講　師：富山市民病院　外科医長　野島　直巳
②懇親会



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をさせていただいて、早くも３年目とな
りました。臨床検査技師という職種はなかなか地域の医療機関の方々
と関わる機会が少なく、委員の皆さんに支えていただきながら、なん
とか仕事をこなしております。今後も微力ながら地域の医療機関の皆
さんに情報を発信していきたいと思っておりますので、よろしくお願
い申しあげます。
さて、今年もインフルエンザの季節がやってきました。当検査室では今年からA型陽性の検体に関

して、新型かどうかの追加検査(簡易検査）が可能となっています。新型の流行が起こらないことを祈
りつつ、流行に備えなければと思います。

臨床検査技師 二口　明奈

東病棟4階は消化器内科の病棟です。消化器内科は、
食道・胃・腸・肝臓・膵臓・胆嚢疾患など幅広い領
域に関する病気について内科的治療をおこなっていま

す。病床数は38床で、スタッフは消化器内科医師4名、看護師28
名、看護助手4名の32名です。消化器疾患の患者さんは入院時に
は絶食の方が多く、食事が開始され異常がなければ早々に退院が
決定します。また短い入院期間の中でスタッフは、一人一人の患者さんを理解し、安全に安心して
入院生活を送り治療を受けられるように日々努力しています。
また患者さんの中には、在宅への退院が困難な方もおられます。そのような患者さんは、家族を

含めてケースカンファレンスを開き、患者さんと家族の希望や困っている事などを聞きながら、患
者さんに合った退院後の環境を整えています。

また、入院後の検査で癌と診断されショックで不
眠になる方や、気分が落ちこむ方も多くいらっしゃ
います。患者さんの不安・思いを表出していただき、
少しでも気分が滅入らないよう、スタッフは患者さ
んやご家族のお話しをうかがうよう努力していま
す。今後も患者さんがその人らしく安心してかつ完
全に入院生活を送れるよう、患者さんとご家族に寄
り添い、患者さんとご家族にとって何が一番良い事
かを考え、ケアに繋げていきたいと思います。

の紹介病棟、手術室、ＨＣＵ・ＩＣＵ

今月は 東病棟4階




