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医療の高度化・複雑化に伴う業務の増大により、医療のあり方が根本的
に問われる今日、「チーム医療」が医療を変えるキーワードと言われてい
ます。質の高い安全な医療へのニーズに応えるには、多職種が目的と情報
を共有し、業務を分担しつつも互いに連携・補完し合い、患者の状況に適
確に対応することです。当院においても厚生労働省の「チーム医療の推進
（2010年）」の報告書に基づき、チーム医療の強化を進めています。
チーム医療の場においては、一人の患者さんの健康回復あるいは社会復

帰を目指し、様々な職種の専門職が意見を交換しながら、最善の対策を検
討しますが、看護師は総合的にモニタリングし、実践に活かすための中心
的な役割を担っています。
例えば、脳梗塞で今後ＡＤＬが低下する可能性の高い患者さんが入院す

ると、病棟看護師と退院調整看護師等が患者さんの情報交換を行い、退院
に向けて評価・実践を繰り返します。看護部はこの４月から退院調整の流
れを統一するためにパスの運用を始め、多職種とのカンファレンス開催
・早期支援を目指しています。一人の患者さんを巡って、どのような食事
形態がよいか管理栄養士とリハビリが必要なら理学療法士、言語聴覚士等
と、褥瘡防止が必要なら皮膚・排泄認定看護師等と話し合い、全ての結果
を統合して退院計画に活かしています。
看護部は、今年度「チームの調整役」を担うために以下のことを掲げま

した。
１）多職種と連携し、積極的に専門的な意見を提供する。
２）患者様の要望をしっかり受け止め、時には患者さんの代弁役になる。
３）退院計画が在宅や施設の生活に適応するかどうか常に検討し、地域
の訪問看護ステーションや診療所等に適確な情報を提供する。

チーム医療の中で看護師がより専門性を発揮するためには、看護の専門
技術を地域に提供したり、地域から相談しやすい環境を早急に構築するこ
とが重要だと思っています。患者様が地域で満足した生活ができるように、
看護師全員が、今後共知識・技術を自己研鑽して参りますので、よろしく
お願い致します。

中田しのぶ看護部長

チーム医療の要は看護師
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研修・講演・勉強会のご案内 10月分

１．地域連携・開放型病床症例検討会
日時：10月9日（火）19：00～20：15 場所：当院３階　講堂

①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

日時： 11月13日（火）19：00～20：15 場所：当院３階　講堂

（１）ミニレクチャー：「扁摘とステロイドパルス療法を併用したIgA腎症」
耳鼻咽喉科 加勢　　満

（２）症例検討　　消化器内科・泌尿器科の2例を予定しています。

我が国の透析患者は国民のおよそ400人に一人に相当す
る30万人に達しました。2002年に慢性腎臓病（CKD）の
概念が生まれてから、今年でちょうど10年の節目を迎え
ますが、残念ながら腎不全患者は今なお、増加を続けて
います。CKDが爆発的に増加している背景には糖尿病や
高血圧といった生活習慣病の増加があり、CKDの発症、
進行を抑制し、さらにCKDに多い心血管系疾患を抑制す
るには、腎機能が正常な微量アルブミン尿の段階から十
分な対策を行う必要があります。CKDは全国に1300万人

以上の患者さんが存在すると推定されており、3000人あ
まりしかいない腎臓専門医のみでは、十分な対策は困難
です。そこで、生活習慣病を第一線で診療されている、
かかりつけの先生と腎臓専門医の積極的な連携が推奨さ
れています。日本腎臓学会から2012年6月にかかりつけ医
の先生方を対象とした、標準的なCKDの診断、治療のガ
イドである、CKD診療ガイドが3年ぶりに改定されました。
本講演では、CKD診療ガイドの主な改定点を中心にお話
しさせていただきます。

予 告

②症例検討
1）『薬剤性QT延長の１例　～え！？　こんな薬剤で！？～』

循環器内科　清川　裕明

2）『急速に増大した後腹膜悪性腫瘍の1例』
（紹介医）山本内科医院　山本　英樹先生　外科　月岡　雄治、齋藤　裕人

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：10月2日（火）17：45～18：15
場所：集団指導室
○テーマ 「エアーマットの種類と使用方法

について」
○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：10月4日（木）17：30～　
場所：集団指導室
○テーマ 「糖尿病の運動療法」
○講　師　理学療法士　　　　　亀山　拓良

５．緩和医療委員会　学習会
日時：10月9日（火）17：30～18：30
場所：集団指導室
○テーマ 「エンゼルケアの最近の動向」
○講　師　ターミナルケアエキスパートナース

早瀬　秀子
※なお当日はがん看護事例検討会が18：30～2階 地
域医療研修センターでおこなわれます。お気軽に
ご参加ください。

６．第2回 富山地域
リハビリテーション研修会

日時：10月11日（木）17：30～19：00
場所：富山市民病院リハビリテーション科機能訓練室
○テーマ 「介助者のための腰痛を防ぐ

動作介助方法」
○講　師　富山市民病院リハビリテーション科

理学療法士　滝田　正樹
※先着60名となっております。
参加ご希望の方は事前にお問合せください。

７．乳腺術後症例検討会
日時：10月16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。
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11．看護研修
《衛星研修S－QUE Eナース》
日時：10月3日（水）17：40～18：50
場所：講堂
○テーマ 「最新の褥瘡治療と管理の実際」

日時：10月17日（水）17：40～18：50
場所：講堂
○テーマ 「ベットサイドでもできる

フットケア技術」

《衛星研修S－QUE 新医療看護連携》
日時：10月24日（水）17：40～19：00
場所：講堂
○テーマ　Vol.22 医療の安全に関する研修

「院内感染対策研修」

８．透析看護認定看護師
公開講座

日時：10月19日（金）17：45～18：45
場所：集団指導室
○テーマ 「移植医療について「臓器移植提供

病院としての役割と現状」」
○講　師　透析看護認定看護師　松木　理浩

９．NST学習会
日時：10月22日（月）18：00～19：00
場所：講堂
○テーマ 「寝たきりの方への口腔ケア」
○講　師　歯科衛生士　吉松　由美子

10．褥瘡対策学習会
日時：10月25日（木）17：45～18：45
場所：集団指導室
○テーマ 「適切な体位と体圧分散寝具、圧の

測り方」
○講　師　看護師　松野 由美子

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

病院ボランティア
篠崎　佳子
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《連載企画》診療所・病院・施設訪問○90 医療法人社団 誠心会　老人保健施設 白雲荘

今回は「医療法人社団 誠心会　老人保健施設 白雲荘」を訪問させていただきました。

訪 問 記
高く澄みきった空に秋の訪れを感じる９月中旬の午後、富山市流杉に

ある「老人保健施設白雲荘」へ訪問させていただきました。常願寺川に

ほど近く、立山連峰を一望できる素晴らしい自然環境にある白雲荘は、

平成３年に建てられた施設と伺っていましたが、やさしいピンクベー

ジュの外観は緑や花に囲まれとても明るく、温かな雰囲気で私たちを出

迎えてくれました。

施設内はサービス・ステーションの前のロビーを中心に、回廊型の廊

下となっており、入所者のみなさんが自由に歩いたり、動いたりするこ

とを促すような作りになっていました。またデイ・ルームの一角には和

室があり、冬にはコタツが準備されるなど、入所者のみなさんの憩いの

場となっているそうです。廊下には本日の勤務者としてスタッフの氏名

が掲示してあり、入所者や面会に来られたご家族がスタッフに声をかけ

やすいようにとの配慮とうかがい、感心いたしました。

エレベーター前には、スタッフ手作りの壁新聞「白雲荘だより」が掲

示されており、毎月のイベントや利用者の楽しそうな様子が伝わってき

ました。施設内を案内していただいた五十嵐支援相談員の「決して新し

くて大きな施設ではありませんが、明るく家庭的な雰囲気を心がけてい

ます」という言葉のとおり、利用者のみなさんはもちろん、スタッフの

みなさんも笑顔で過ごしている様子がとても印象的でした。

施設長の澤野芳郎先生は、当院で開催している「地域連携・開放型病

床症例検討会」にも毎回ご参加いただいているとても勉強熱心な先生で

す。入所者の入院先にも頻繁に出向かれるということですが、「そんなことは当たり前のことだよ」とおっ

しゃられる先生は、とてもフットワークが軽く、山菜や水石を求めて全国をドライブするのが趣味とのことで

す。どんなことでも気さくに話してくださる先生に、緊張していた私たちも癒されました。

伍島総看護師長からも「お休みの日でも、入所者のことを心配して必ず電

話を入れてくださるので、私たちスタッフも心強いです。」と伺い、澤野先生

の誠実で優しい人柄が伝わってきました。入所者思いの澤野先生はもちろん、

隣接している流杉病院とも協力体制が整っており、入所者やご家族のみなさ

んも安心して生活できる施設なのだと実感し、帰路につきました。

澤野先生やスタッフの方々に温かく迎えていただき、本当にありがとう

ございました。

名　　　　称
医療法人社団　誠心会　
老人保健施設　白雲荘

100床
◆ 短期入所療養介護
◆ 通所リハビリテーション

定　員　数

富山市流杉123住　　　　所

法人代表　秋山 眞 先生／施設長　澤野 芳郎 先生管理者（医師）

介護老人保健施設施 設 区 分

澤野芳郎先生とスタッフの皆さん

澤野　芳郎先生

白雲荘前景

白雲荘だより
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皆さんの中での救急のイメージといえば・・・。救急車、心肺蘇生法の胸骨圧迫（心
臓マッサージ）、生命の危機に見舞われた人がいる場所でしょうか。救急医療には、刻々
と変化する患者を前にして、医療チームが協力して診療を行っていくという特徴があり
ます。救急看護が展開される医療現場では、発熱・腹痛・呼吸困難などの急病、事故や
災害による外傷によって迅速な対応が必要な救急患者が対象となります。救急患者は、
さまざまな状況や場所で年齢層・性別を問わず発生するため、限られた情報からその特
徴を踏まえて看護を実践する必要があります。また、緊急性があり、重症化する危険性
があること、身体的危機状況から患者・家族ともに精神的危機状況に陥りやすいことを

念頭において看護していくことが必要です。
救急看護認定看護師として、目の前の救急患者の状態から次に起こりうる症状や徴候を予測し、必要とな

る治療や処置の準備を行い最善の医療を提供すること、身体的危機状況にある患者および家族の不安や恐怖
など心理的ストレスに対する精神面の看護を行うことが大切であると考えます。また、日々の看護実践を通
して院内スタッフへの指導や地域医療支援病院として地域の病院や施設への出前講座など積極的に行ってい
きたいと考えています。
当院では5月よりウォークイン患者を対象に救急トリアージを実施しております。トリアージとは緊急度・
重症度を判定し、緊急度・重症度の高い患者に対して優先的に診療および処置を行うことです。救急トリ
アージに関しても市民の皆様のご理解が得られるよう、的確な説明と確実なトリアージを行っていきたいと
思います。
なお、出前講座に関しましてはお気軽にふれあい地域医療センターまでご連絡下さい。

救急看護認定看護師 北島　由美

救急看護認定看護師となって

今年７月に感染管理認定看護師になりました。 感染管理認定看護師の役割は、施設
における職員、患者のみならず面会者などを含めた、すべての人を感染から守るための
活動です。感染管理認定看護師には、疫学、微生物・感染症学、消毒・滅菌、関係法規
などに関する知識を基盤に、各施設の状況に合った効果的な感染管理を計画・実施する
ことを期待されています。主な業務は所属施設の感染管理に取り組む事になりますが、
地域で流行し病院内に持ち込まれる細菌やウイルスなどもあるため、近年は地域と一体
となった取り組みも期待されています。
このように感染管理認定看護師にはとても幅の広い活動がもとめられていますので、

要望に適切に応えられるようにこれからも努めていくつもりです。
当院では毎年地域の医療機関や施設の方も参加できる感染対策学習会を定期的に開催していますので興味

のある方は是非ご参加いただき、気軽にご意見、ご相談などしていただきたいと思います。

感染管理認定看護師　平野　規久

感染管理認定看護師となって

日　時：平成24年11月２日（金）16：00～19:00
場　所：富山市民病院　３階講堂

16：00～17：00 担当者交流会：グループワーク
（テーマ）仮　高齢者の栄養問題～それぞれの立場から～
（対象者）地域医療機関病院・施設職員

医師、社会福祉士、看護師、ケアマネージャー、他　30名程度
17：30～19：00 講演会

○テーマ　『高齢者ケアと人工的水分・栄養補給法について考える』
○講　師　　東京大学　大学院人文社会系研究科　死生学・応用倫理センター

上廣講座　特任准教授　　　会田　薫子先生
※詳しくは、ふれあい地域医療センターへご連絡ください。

平成24年度　地域医療連携　担当者交流会・講演会のお知らせ
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当院では、肝臓病患者さんやご家族の方を対象に肝

臓病教室を開催しています。是非、健康管理の相談や

正しい知識を得て療養にお役立てください。

開催日及び内容

平成24年10月22日（月）
医　　　師：肝不全について
看　護　師：肝硬変のある方の日常生活の注意点
薬　剤　師：肝硬変とＢＣＡＡ製剤について

平成25年3月11日（月）
医　　　師：肝硬変から肝臓がんへ
管理栄養士：肝硬変の食事について
看　護　師：肝不全症状のある場合の生活について

時　間
受付開始　　午後1時15分～
教室開始　　午後1時30分～2時30分（60分）

場　所
３階 集団指導室

※ 参加申し込みなど詳しいことは内科外来、東病棟４階にお問い合わせください。

●お問合せ
TEL 076－422－1112（代表）
内科外来・東病棟4階

地域医療支援病院委員会は、当院が地域の医療機関からの要請に適切に対応し、地域医療の確保
に必要な支援を行うことを目的に運営しております。
去る8月24日に、本年度2回目の委員会を開催いたしました。
会議では、事務局より昨年度の紹介・逆紹介数、療養相談件数、開放型病床利用実績並びにＡＣ

Ｔ事業などの業務実績について報告いたしました。委員の方から多くのご意見をいただき、地域医
療の発展に向けた対策について理解を深めました。

地域医療支援病院委員会を開催いたしました
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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。

吉　川

山　田

瀬　川

澤　口

坂　越

小　西

宮　下

新　石

医師不在のお知らせ 10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

樋　上

石　浦

寺h靖

森　永

舟　本

泉

福　島

月　岡

10日、11日

26日

19日、26日

2日、23日

26日

15日・16日・25日

29日

12日・23日

内 科

外 科

外 科

眼 科

呼吸器・血管外科

整形外科・関節再建外科

小 児 科

形 成 外 科

皮 膚 科

17日

25日・26日

19日

5日・23日・26日・30日

5日

11日

11日・12日

1日・2日・3日・4日・5日

はじめまして。市民病院のフレッシュマン、堀大介です。

富山市は中高の六年間通い続け、慣れ親しんだ街です。国家試験の合格を確認し

た日の夜、祖父母や小中高で担任を務めてくださった先生方に久しぶりに電話しまし

た。みなさんとても喜ばれていて、富山で就職してよかったなぁと思いました。

就職したことで様々な面でポジティブな変化が起きています。たとえばお金のこと。バイトはほとん

どしたことがなく、仕送りを好きなように遣えと言われても、どこか遠慮する気持ちがありました。待

望の初任給の明細を眺めながら、初めてお金を手に入れたような新鮮な感覚を味わいました。そして何

が必要なのか思い浮かべました。引っ越しを済ませ間もない部屋は、

自分のものでないような空気を漂わせています。まず、集中する

ことのできる環境を作ろう！　そう思い立ち、憧れだった橙色の

椅子を注文しました。そのおかげもあってか、仕事もプライベー

トもとても充実してきています。

この文章を読んでくださっている皆さんにお会いしたとき元気

な姿を見せられるよう、これからも日々を大切にして過ごしてい

きます。

研修医 堀　　大介

とやま市民病院ふれあいセミナーご参加ください

● 講演テーマ

「よみがえる『脳』～知ろう！防ごう！脳卒中！～」
● 日 時…10月27日(土)  午前10時～正午
● 場 所…富山市民病院3階講堂（今泉北部町）

※費用・申し込みは不要です。
※ミニコンサート、健康チェックも行います。

詳しくは
富山市民病院経営管理課（電話422－1112）
へお尋ねください。

病院ボランティア
篠崎　佳子
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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
9月17日は敬老の日。厚生労働省の調査によると、全国で今年100歳を迎えられる方は、

前年比871人増の2万5823人もいらっしゃるそうです。これらのみなさんが生まれた1912
年は、元号が明治から大正に変わり、海外ではあのタイタニック号沈没事件が起きた年

だそうで、「100年」という歳月の重みを感じます。日々の業務でも、100歳を越える患者
さんに関わらせていただく機会がありますが、年を重ねてなお、自分らしく、安心して

暮らせる環境が整うようにお手伝いができればと思っています。

さて、この“れんけいと支援”も先月、第100号を発刊させていただくことができました。これも地域のみなさま
のご協力のおかげと心より感謝申し上げます。これからも、200号、300号を目指して、みなさまが当院をより身近
に感じていただけるような情報をお届けしてまいりますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

ふれあい地域医療センター 仙石　佳代

救急科の近況を紹介させて頂きます。現在スタッ

フは数名（その日により変わります）の救急担当医と

看護師15名看護助手1名です。最近看護師のユニ
フォームが白衣からグリーンの制服に変わり、益々かっこ良くなっ

ています！救急看護認定看護師も加わり、外見だけでなく中身も少

しずつですが充実して、“救急を通して地域の皆様の健康を守り質の

高い看護を提供する”のモットーに近づけるよう日々努力していま

す。そして地域の皆様には、１次救急として開設された“富山市・

医師会急患センター”と２次救急担当である当院の救急科の利用方

法をご理解いただいてきているおかげで、２次救急の本来の医療が

提供できることに感謝しております。この場をかりて深くお礼申

しあげます。

また今年5月より救急受診時にトリアージを実施させていただいています。救急での受付が終わられた
後に、トリアージ看護師がケガや病気の状態を把握させていただき、重症な患者さんが速やかに診療を

受けることができるようにしています。お待ち

いただく患者さんにも状態にお変わりがないか

常に気を配っています。

私たちは、地域の皆様により添い、ともに作り

上げ、成長できる救急科でありたいと思っていま

す。これからもどうぞよろしくお願いいたします。

の紹介

今月は 救急科（救急センター）




