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高齢化に伴う摂食・嚥下障害や認知機能の低下から、患者さんにとって、

楽しみだったはずの食事が安心して食べられない時があります。

そのため、富山市民病院では、食事や内服など経口摂取を開始する際に、

「誤嚥・窒息リスク評価」という嚥下障害の有無を評価するスクリーニン

グ検査を実施しており、開始食の食事形態を決定する目安としています。

嚥下能力の評価が「問題あり」とされた方には、段階的経口訓練食フ

ローチャートに基づき経口訓練食を開始し、嚥下状態を確認しながら、段

階的にムース食へ移行をしています。ムース食は、口の中で粘りつかずの

ど越しがよく、バラバラにならないことなどが特徴で、誤嚥のリスクが少

ない形態で、栄養素のバランスも考慮した食事です。

飲み込む機能に考慮したムース食は、必要度が増しており、入院中の患

者さんに提供している食事の約８％を占めています。退院後も安心・安全

な食事を召し上がっていただくよう、希望される方には、ムース食の作り

方、同形態の食品、嚥下剤、栄養補助食品などを紹介しています。

また、治療の一環としての食事として、糖尿病や高血圧の方には、適正

エネルギーの食事や薄味の食事を召し上がっていただいています。患者さ

んからは「血糖値が下がってきた」「血圧が下がり服薬量が減った」等う

れしい報告をお聞きしています。

「入院治療」という制限された中で、栄養管理された安心・安全・おい

しい食事を召し上がり満足感を感じていただけるよう考えながら、管理栄

養士の役割を担いたいと思います。

そして、入院中の患者さんが、退院後も栄養状態が悪くならないように、

また、食事療法が継続できるよう、地域や施設と連携をとりながら支援を

していきたいと思います。これからもよろしくお願い申し上げます。

中嶋　和代栄養科長

安心・安全・満足して
いただける「食」について
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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：12月13日（火）19：00～20：15 場所：当院３階　講堂

①ミニレクチャー：「がん診療地域連携パスの運用から1年経過して」
外科 野島　直巳

12月

日時：平成24年1月10日（火）19：00～20：15 場所：当院３階　講堂

ミニレクチャー：「肺癌における開胸時胸腔内洗浄細胞診について」
呼吸器･血管外科 瀬川　正孝

1月

②症例検討　
1）「甲状腺嚢胞との鑑別が困難であった機能性副甲状腺嚢胞の１例」

紹介医：中川内科クリニック 中川　禎二先生 内分泌内科 高櫻　明子

2）「最近母体搬送された妊娠高血圧症候群の３例」 産婦人科 長谷川　徹

２．内科CPC
日時：12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：12月1日（木）17：30～18：30

場所：集団指導室

○テーマ 「ロールプレイで学ぶ患者指導」
○講　師　糖尿病療養指導士　

４．第2回ブレストケア（乳がん）勉強会
日時：12月1日（木）18：00～19：00

場所：1階　デイケア

○テーマ 「乳癌の病期（stage）分類について」
○講　師　外科医師　吉川　朱実　

５．院内医療機器研修会
日時：12月5日（月）17：45～18：15
場所：集団指導室

○テーマ 「持続陽圧呼吸器法治療器
（CPAP）操作方法とその効果」

○講　師 （株）小池メディカル 石原 正祥氏

６．富山市民病院学習会
「腹膜透析」

日時：12月9日（金）17：45～19：00
場所：集団指導室

○テーマ 「腹膜透析」
1. 腹膜透析の基礎知識
2. 腹膜透析の実際　
（テルモ製 無菌接合装置と

自動腹膜還流装置の操作）
○講　師 （株）テルモ

ＰＤクリニカルコーディネーター
濱屋　晴美先生

がんの地域連携のためにがん対策推進基本計画
（平成19年）にて、がん診療拠点病院において､５
大がん（胃、大腸、肝、肺、乳がん）の地域連携
クリティカルパスを作成することが求められ、平
成22年10月より富山型の地域連携パスが稼動され
ました。先日、県にて地域連携パスの全体会議が
開かれましたが、パス運用はあまり進んでいない
状態のようです。
現在、当院は、胃、大腸の幹事病院としてクリ

ティカルパス作成に関わっており、より使いやす
いパス作りのために11月21日に部位別ワーキング
グループの会を開いてパス修正を検討することと
しています。
１年間のパス運用状態の報告とともに、現在の

パスに関する問題点の提示を行う予定です。かか
りつけ医の先生方からのご意見をいただける良い
機会と考えております。

12月分
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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

７．乳腺エコー学習会
（術後症例検討）

日時：12月22日（木）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。

８．看護研修
《第５回 看護研究サポート（看護研究研修会）》
日時：12月6日（火）17：45～19：00
場所：集団指導室
○テーマ 「発表プレゼンテーション」

《衛星研修S-QUE Eナース》
日時：12月7日（水）17：40～18：50
場所：講堂
○テーマ 「がん化学療法の基本的ルール」

基礎

日時：12月21日（水）17：40～18：50
場所：講堂
○テーマ 「知りたい！

がん性疼痛と緩和ケア技術」
応用

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
医療センターについては以下の通りです。診察や検査の予約受付に対応いたしますのでよろしくお願いいたします。

・ 12月26日（月） 通常通り
・ 12月27日（火） 通常通り
・ 12月28日（水） 通常通り
・ 12月29日（木）～1月3日（火） 休み
・１月４日（水） 通常通り

ふれあい地域医療センターからのお知らせ

※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。



《連載企画》診療所・病院・施設訪問○80 介護老人保健施設　豊佳苑

今回は「介護老人保健施設　豊佳苑」を訪問させていただきました。

秋の気配がますます深まってきた11月半ば、婦中町萩島にある

「豊佳苑」を訪問させていただきました。施設長の高屋憲一先生はじ

め職員の方々に笑顔で迎えていただきました。豊佳苑は来年開設20

周年を迎えられる地域に根ざした老人保健施設で、地元の方々がた

くさん利用しておられます。今回の訪問では、苑でのサービス内容

や当院との連携、そして今後の展望についてお話を聞かせていただ

きました。

訪問させていただいた日の数日前、年１回の大きな文化祭が開催

されたばかりとのことで、苑内には利用者や職員、ボランティアの

方々の作品がたくさん展示してありました。どれも丁寧に作られた

作品ばかりで、コミュニケーションを取るのは難しくても素晴らし

い習字を書かれる方もおられると伺いました。文化祭以外にも毎月

様々なイベントを催しておられ、利用者の楽しみや生きがいにつな

がっていると感じました。

豊佳苑は同じ婦中町にある萩野病院との連携も密に行い、病院で

しばらく経過を診てから苑に戻る方もおられるそうです。最近では、認知症や胃瘻など介護度、医療依存度

の高い方の受け入れが多くなっているそうで、高屋先生から「以前は胃瘻からまた経口摂取に戻られる方も

おられたが、最近ではなかなか難しい方が増えている」と伺いました。地域全体として高齢化が進んでいる

かと思われますが、中には90歳代や100歳でもお元気にお過ごし、苑の活動にも積極的に参加している方も

おられるそうです。日々のケアが重要であると改めて感じ、職員の方々の熱意とその取り組みに心が熱くな

りました。フロアの様子を見学させていただいた際の利用者さんの笑顔がとても印象に残っています。

また、在宅生活を支えるための短期的な入所や通所リハビリテーションなど、老人保

健施設だからこそ行える柔軟な在宅支援についてもお話を伺いました。時期によって

入所の待機状況は異なってきますが、自宅で介護している家族の事情も考慮しなが

ら必要に応じて入所・通所のサービスを利用してもらっているそう

です。今後の課題として、医療依存度の高い方の受け入れや医療機

関との連携について挙げられ、当院としても急性期病院としての役

割や地域連携の必要性について再認識させていただきました。

高屋先生やスタッフの方々に温かく迎えていただき、貴重なお話

を聞かせていただきました。大変お忙しい中、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 医療法人社団　継和会　介護老人保健施設　豊佳苑

100床
◆通所リハビリ…10名

介護老人保健施設

病 床 数

富山県富山市婦中町萩島665番地１住　　　　所

理事長　　青島　恵子　先生　
管理者　　高屋　憲一　先生

医 師

施 設 区 分

高屋憲一先生とスタッフの皆さん

施設の概観

文化祭の様子

4
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11月８日、緩和医療学習会が行われ、精神科よ
り、｢ターミナルケアにおける精神症状｣と題して

講義を行いました。1960年代に始まったホスピス
運動は、癌患者への病名･病状の告知をもたらす

ことになり、告知を行ったほうが医師･患者間の

信頼が高まり、患者の治療や副作用に耐える力を

高めることは現在では広く知られています。しか

し、癌と言う病気そのものに対して適応できない

患者も存在するわけであり、若年、他の身体疾患

の合併、周囲のサポートが得られない場合などに

は不適応を起こす危険性が悪化します。終末期に

おいては、およそ８割の患者が何らかの精神症状

を来たすことが知られており、不安、抑うつ、せ

ん妄、不眠など、様々な精神症状が当たり前のも

のと見過ごされたり、諦められたりすると、患

者･家族･治療者にとって不幸な結果を招くことに

なりかねません。

誰にでも出来るアプローチとしては、ベッドサ

イドに座り、患者と視線を平行にして、充分な時

間をとって傾聴すること、安易な励ましを避け、

患者の弱音を聞くこと、患者の言葉を医療者が自

分で患者にもう一度問いかけること、病状に布石

を打っておくこと、非現実的であっても患者の希

望を支えること、手を握る、腕をさする等の非言

語的コミュニケーションをとること、何もせずと

も傍にいること等が上げられます。

薬物療法に関しては、高齢者や終末期患者では

副作用が出やすいので、少量から開始すること、

最近は抗うつ薬や神経遮断薬も少ない副作用で比

較的効果が高い薬剤が開発されており、それらの

うまく使用することにより、せん妄や抑うつなど

の症状の改善が可能となっています。また、家族

も看病疲れ、経済的問題、患者を取り巻く人間関

係などで不適応が起こりやすくなり、死別後もお

よそ3分の2が何らかの心残りがあったという報告
があります。また、家族が患者の死をあらかじめ

嘆き悲しむ予期悲嘆についても対策が必要で、悲

しみを充分に表現できる接し方や、プライバシー

が保てる部屋が必要になります。

地域の医療機関の先生方も様々な癌患者を多数

診察されておられるでしょうが、その中には精神

的な問題を抱え、対応

が困難になる場合もあ

ると思われます。もし、

お困りのようでした

ら、お気軽に当方にご

相談いただければ幸い

と思います。

緩和医療委員会　学習会から

精神科部長　　長谷川　雄介

テーマ：タ ー ミ ナ ル に お け る 精 神 症 状 　

当院でのボランティア活動は平成10年より６名の方の登録で開始し、現在88名の方が登録をされ
活動して頂いています。このボランティア活動に対して感謝の気持ちを込め、毎年ボランティア交

流会をおこなっております。この会は私どもが感謝の気持ちをお伝えすると共に、ボランティアの

方と職員、またボランティアの皆様同士の

交流をとおして、ボランティアの温かい心

が広がることを願って開催しております。

今年も10月17日に行い沢山の方に参加をし
て頂きました。今後ますますボランティア

の輪が広がっていく事を願っています。

「ボランティア交流会」が開催されました
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日本人の死因の第２の心疾患、第３の脳血管疾患の主な原因は動脈硬化です。動

脈硬化は全身の血管でおこり、血管内から内膜へ単球が侵入し、マクロファージに

分化し、酸化LDLなどを取り込んで泡沫細胞となり、平滑筋細胞を巻き込んで粥腫

を形成するものです。その危険因子には喫煙、糖尿病、高血圧、脂質異常症があり、

その検査として腹部CTによる内蔵脂肪計測、脈波伝搬速度、頸動脈エコーがあげられ

ます。心臓の検査には心電図、心エコー、トレッドミル運動負荷、ホルター心電図、心臓核医学検査、

最近当院に導入された最新型の80列冠動脈MDCTがあります。外来で可能で、造影剤や被曝量も従来
の半分程度に軽減でき、今後どんどん需要が増えてゆくと思われます。そうした検査で冠動脈の異常

が疑わしい場合は、冠動脈造影をおこない、狭窄病変がある場合は、ステント

留置などの治療をおこないます。

急性心筋梗塞の死亡率は30～50％とされますが、病院までたどり着き治療を
受けた場合には10％前後に改善されます。当院では年間40例前後の急性心筋梗
塞患者が搬送されますが、その多くで２時間以内に緊急冠動脈治療を

おこない救命できています。(実際経験した左冠動脈完全閉塞～ステン

ト留置例を動画で提示しました。)再発予防の基本は、内服継続、食事

療法、運動療法ですが、心肺運動負荷試験(CPX)を取り入れ、早期か

ら積極的な心臓リハビリテーションを行っています。また毎週、医師、

看護師、薬剤師、栄養師、理学療法士が交代で担当し、心臓病教室を

行っています。

第20回ふれあいセミナーが開催されました

循環器内科　　清川　裕明

「動脈硬化から心筋梗塞へ」
～その成り立ちと診断・治療法へ～

講 演 会 か ら
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泉

廣　澤

野　島

天　谷

寺　島

医師不在のお知らせ 12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

寺崎（靖）

澤　口

山　田

28日

16日

19日

２日・９日・13日

２日

内 科

整形外科・関節再建外科

眼 科

外科・乳腺外科

歯科口腔外科

１日・15日

１日・２日

１日・２日

７日

22日・28日

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11月11日に、本年度３回目の委員会を開催いたしました。
会議では、事務局より今年度の紹介数・逆紹介数、療養相談件数、月別研修

参加人数などの業務実績、富山市・医師会急患センター開設に伴うレントゲン

撮影及び検体検査件数について、報告いたしました。また、会議終了後、急患

センターの見学を行いました。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。

今春からお世話になっています。研修医１年目の清水啓智です。富山市民病院

専属で２年間お世話になります。どうぞよろしくお願いします。

ここ最近、だんだんと冬の足音が聞こえ始めてきており、朝布団から抜け出すの

が辛くなってきました。思い返せばこの春富山に来た時も今と同じ、少し肌寒いような気候でした。

あの時は本当にうまく研修医としてやっていけるのかという不安と同時に医師として診療行為を

行っていくことができるんだという胸の高鳴りを感じていたことを思い出されます。研修医として

医療現場に立ち、先輩の先生方、コメディカルの方々、患者さん全ての方々から本当に学ぶことが

多いなぁと実感しています。特に患者さんは一人一人同じ疾患でもその方々の顔や個性が違うよう

に違った病相となり、それに応じて医療行為を柔軟に行っていく事の難しさを実感しています。

さらに私個人が研修医として研修する中で感じたことです

が、病棟で医師として患者さんと関わる中で、死に直面する

たびに現段階での医療の限界を感じるとともに、初心に戻り、

医師になろうと思った頃の気持ち、そのような命を一人でも

多く救えるのであればこんなに嬉しいことはないだろうとい

う思いを胸にこれからも日々勉強に精進しながら、医療現場

に立っていきたいです。

未熟者ですがこれからもよろしくお願いします。

研修医　　清水　啓智

研 医の

地域医療支援病院委員会を開催いたしました
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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

当院医事課前廊下において、10月3日から11月30日まで「京の紅葉9
中村いさむ＆愛子写真展」が開催されています。真っ赤に色づいたカ
エデや黄金のジュータンのように敷き詰められたイチョウの葉等、本
当にきれいな紅葉の様につい見とれてしまいます。ふと横を見ると私
と同じようにしげしげと見入っているお二人の女性がいらっしゃいま
した。「どこの紅葉け。きれいやね。」と車椅子に乗られた年配の方が
おっしゃると、その後ろに立っている方が「京都やわ。本当にきれいや
ね。」と話されていました。院内でこのような会話を聞くと、少しの間仕事を忘れ、ホッと温かい気持
ちになれます。
来院されている方はいろいろな思いでいらっしゃると思います。面談の場面では患者さんやご家族

から緊張感が伝わってくることがよくあります。患者さんご家族が少しでもホッとできる機会を作れ
るよう今後も努力していきたいと思っております。

ふれあい地域医療センター 吉井　留美子

西病棟５階は、循環器内科病棟として心臓を主と
する循環器疾患の患者さんのケアを行っています。
心筋梗塞や狭心症、心不全の急性増悪といった疾患が

中心で、急性期から生活指導やリハビリを中心とした慢性期ま
で、医師やコメディカルと連携しながらチーム一丸となって幅広
い看護を行っています。心臓カテーテル検査・経皮冠動脈形成
術・ペースメーカー植え込み術などの検査・治療を行っており、
忙しい病棟ではありますが、患者さんが安心して入院生活を送れるよう
に、スタッフ全員笑顔をこころがけて日々奮闘しています。昨年４月か
らは心臓リハビリテーションを実施しており、医師・看護師・理学療法
士・検査技師・栄養士・薬剤師の連携により、他職種による包括的リハ

ビリテーションを行っている事が特徴
です。病棟スタッフとリハビリスタッフが定期的にカンファレンス
を行い、安全かつ効果的にリハビリを進め、患者様の状態に応じた
教育・指導にも力を入れています。また、西病棟５階は師長をはじ
めスタッフの平均年齢が若く、病棟全体がフレッシュです。女性ス
タッフよりも、より女性らしい細やかな気配りができる男性看護師
が２名勤務しており、明るく個性的なスタッフがたくさんいます。
先日は西病棟５階チームであいの風マラソンに出場し、無事完走す
る事ができました！スタッフ一同、持ち前の元気と明るさで少しで
も患者さんの不安や苦痛が軽減できるよう努めています。

の紹介病棟、手術室、ＨＣＵ・ＩＣＵ

今月は西病棟5階




