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このたび平成23年４月より富山市民病院地域医療部主任部長の任務をおお

せつかりました。「医療崩壊」の進行が叫ばれ、その解決策として（医療連携）、

病院と診療所の機能分担と連携（病診連携）、さらに病院の機能別再編と連携

（病病連携）が一大テーマとなっています。平成７年10月より地域連携開放型

病床症例検討会を毎月第２火曜日に行い、昨年度は年間191人の先生方に参加

していただきました。平成20年10月には地域支援病院の認定を受け、昨年度

は患者紹介率67％、逆紹介率45％に上り、毎月の医局会および診療会議では、

この数字をさらにあげるべく周知徹底をおこなっています。

救急指定病院として年間90回を超える輪番当直を行い、全科にわたって平

日は40～50人、休日では100人を超える救急患者を受け入れています。その結

果平日では、10人前後、休日に至っては20人前後の入院患者があり、病床の

確保が課題となっています。特に集中治療を要するような重症患者の受け入

れに関しては、スムーズな受け入れ態勢が要求されますが、集中治療室が14

床と限られるため空床の確保に四苦八苦している現状です。そのため、ふれ

あい地域医療センターを通じ、先生方の紹介受け入れをスムーズにする一方、

在宅療養支援のためスタッフの増員、充実をおこなっていますが、病診連携

や病病連携を通じた退院・転院促進の重要性を認識するところです。顔の見

える関係づくりとして、「れんけいと支援」へ診療所・病院・施設訪問記を掲

載していますが、さらに医療機関の皆様と直接お会いして当院へのご意見や

希望をいただける機会を増やしてゆきたいと考えております。開放病床の利

用推進と共同診療カードや連携パスを通じた地域医療連携ネットワークを推

進し、スムーズな病診連携や病病連携のための「顔のみえる関係の強化」を

今年度の課題としていきたいと思っておりますので、ご支援のほどをお願い

いたします。

清川　裕明地域医療部主任部長

顔の見える関係の強化
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研修・講演・勉強会のご案内 ６月分

１．地域連携・開放型病床症例検討会
日時：６月14日（火） 19：00～20：15 場所：当院３階　講堂

①ミニレクチャー：「光線過敏型薬疹」 皮膚科 野村　佳弘
6月

日時：７月12日（火） 19：00～20：15 場所：当院３階　講堂

ミニレクチャー：「インクレチン関連薬と当院での使用結果」
内分泌内科 清水　暁子

内服、注射などで薬剤を投与した後、光線曝露によ

り生じる皮膚病変を光線過敏型薬疹といいます。薬剤

の投与を開始して10日前後に発疹が出現し、全身に拡

大するというのが一般的な薬疹のイメージかと思われ

ます。光線過敏型薬疹の場合は経過や発疹の分布が特

殊であり、症状の発現までの期間が比較的長いことが

多く、発疹も露出部に限局しているため、薬剤との関

連が疑われず日焼けやかぶれとして治療されているこ

とが多いです。原因薬剤が漫然と継続されていると、

薬剤を中止した後も光線過敏状態が遷延したり、不可

逆的な色素沈着、色素脱失を残したりすることがあり

ます。

今回、光線過敏型薬疹の臨床的特徴、検査法、治療

および日常生活における指導事項などについて説明

し、主な原因となりうる薬剤を示します。

7月

②症例検討
1）高齢発症のネフローゼ症候群の1例　

（紹介医） 内科小児科中田医院　中田　重俊先生 腎臓内科 泉谷　省晶
2）経過中に対側の腎梗塞を生じた尿管結石による膿腎症の1例　

（紹介医） 山本内科医院　山本　英樹先生 泌尿器科 高瀬　育和

２．内科CPC
日時：6月14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：6月17日（金）19：00～20：00
場所：集団指導室
○興味のある症例の提示

４．糖尿病研究会定例学習会
日時：6月2日（木） 17：30～18：30
場所：集団指導室
○テーマ 「糖尿病とは」
○講　師　内分泌内科医師　清水　暁子

５．緩和医療委員会学習会
日時：6月14日（火）18：00～19：00
場所：集団指導室
○テーマ 「終末期患者における家族ケア」
○講　師　ターミナルケアエキスパートナース

副看護師長　清水　好志美

６．接遇力向上研修会
日時：第１回 6月21日（火）13：15～16：00

（第２回 7月25日（月）13：15～16：00）

場所：講堂
○テーマ 「トラブルを未然に防ぐ接遇力と

院内コミュニケーション」
○講　師　当院 接遇向上委員会委員長 置塩　良政
※今年度も「地域の医療、介護、福祉施設」の
皆様にも参加していただきたく昨年と同様の
内容で今年度も2回開催することになりまし
た。研修の詳細につきましては、別紙を同封
いたしましたので、ご参照ください。

７．乳腺エコー学習会
（術後症例検討）

日時：6月21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。
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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

《現任教育》
日時：6月23日（木）13：30～16：10
場所：講堂
○テーマ　チームワーク・人間関係

・コミュニケーション

《新任看護職員研修》
日時：6月29日（水）13：30～17：00
場所：講堂
○テーマ 「救急蘇生法」（実技先着5名とさせてい

ただきます）
※なお、救急蘇生法の研修会は7月6日（水）に同じ
内容で開催予定です。

《衛星研修S-QUE Ｅナース》
日時：6月1日（水）17：40～18：50
場所：講堂
○テーマ ガイドライン2010に基づく

救急蘇生法の解説　基礎

日時：6月15日（水）17：40～18：50
場所：講堂
○テーマ 院内急変を予測できる

フィジカルアセスメント　応用

《衛星研修S-QUE 新医療看護連携》
日時：6月22日（水）17：40～19：00
場所：講堂
○テーマ　チーム医療・地域連携

「ＮＳＴサポートチームと在宅連携」

８．褥瘡対策学習会
日時：6月24日（金）17：45～　
場所：集団指導室
○テーマ 「褥瘡のリスクアセスメントと看護」
○講　師　主査看護師　野村　典子
※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。

９．ＮＳＴ学習会
日時：6月27日（月）18：00～19：00
場所：講堂
○テーマ 「栄養アセスメントと身体計測」
○講　師　主査看護師　満保　恵

10．看護研修
《看護助手研修》
日時：6月7日（火）第1回 14：00～15：00

第2回 15：00～16：00
場所：講堂
○テーマ　移送技術

（車椅子・ストレッチャー）

《看護研究サポート（看護研究研修会）》
日時：6月16日（木）17：45～19：00
場所：集団指導室
○テーマ　第２回「研究倫理」

日時：6月28日（火）17：45～19：00
場所：集団指導室
○テーマ　第３回「研究と調査手法」



《連載企画》診療所・病院・施設訪問○74 松田内科クリニック

今回は「松田内科クリニック」を訪問させていただきました。

街路樹の新緑が美しく目に映る5月中旬、富山市新庄町で開業され

ている松田内科クリニックを訪問させていただきました。

“松田内科クリニック”は、シルバー一色で統一されたスタイリッ

シュな建物で玄関から診察室へは靴のまま入ることができるバリアフ

リーになっています。待合室では、医療情報をわかりやすく説明した

ポスターやパンフレットなどが患者さんが読みやすい高さで掲示さ

れ、待っている間も有意義に過ごせるような工夫がされていました。

先生はじめスタッフの方々のさりげない優しさと思いやりの気持ちが

クリニック全体の雰囲気として伝わってきました。

松田　達郎院長先生は地元新庄町のご出身で、平成18年10月に松田

内科クリニックを開業、消化器内科がご専門です。健診でこられる方

も多く、上部消化管の内視鏡検査については年間120件ほどおこなっ

ているとうかがいました。また在宅療養中の患者さんの訪問診療や地

元新庄中学校の学校医としてもご活躍中です。また、クリニックの嘱

託理学療法士さんによる訪問リハビリテーションは、患者さんの家庭

状況に添ったメニューでおこなっているとのことで大変喜ばれている

そうです。当院との地域連携については「糖尿病の教育入院では、患

者さんがしっかり病気と向き合えるように教育を受けてこられ、本当

に喜んでいます。」また、緊急の対応についても「早急に対応してい

ただき助かっています。」とうれしいお話をしていただきました。

先生がいつも心がけておられることは「患者さんの話をよく聴くこ

と。わかりやすく、優しい言葉で説明することです。」と話していた

だきました。患者さんとの目線を同じにして診療をされている様子がうかがえるようです。

松田内科クリニックのシンボルマークは先生の娘さんがデザインされたもので、癒しの

動物「イルカ」と「地域の人との輪」が表現されています。趣味がドライブと釣りという

先生の娘さんはイルカが好きで、家族で水族館へよく行かれたとのことです。マークには

先生の地域医療への思いが表れているように感じました。

やさしい笑顔で話してくださる先生はじめ保健師をなさっている奥様、スタッフの皆さんに癒され、時間を

過ごさせていただきましたことに深く感謝いたします。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 松田内科クリニック

内科

無床診療所

標　 榜　 科

平　日　　　　　９：00～12：30 15：00～18：00
水曜日・土曜日　９：00～12：30
日曜・祝日・水曜午後・土曜午後　休診

診察日･時間

富山市新庄町158-1住　　　　所

松田　達郎 先生医 師

施 設 区 分

松田内科クリニック　前景

松田　達郎院長先生

松田院長とスタッフの皆さん

4
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※お問合せは、ふれあい地域医療センターで承ります。なお地域連携・開放型病床症例検討会は、

富山県医師会生涯教育企画として出席者名を医師会に報告いたします。ご参加お待ちしております。

平成23年度の地域連携・開放型病床症例検討会
年間予定をお知らせします。

2011

2012

開催月

６　月

７　月

８　月

９　月

10 月

11 月

12 月

１　月

２　月

３　月

ミニレクチャー 症例報告（１） 症例報告（２）

皮膚科 腎臓内科（１） 泌尿器科（１）

内分泌内科 形成外科（1） 整形外科（1）
放射線科 消化器内科（1） 外科（1）
呼吸器内科 循環器内科（1） 胸部血管外科（1）
眼科 耳鼻咽喉科（1） 歯科口腔外科（1）
緩和ケア 消化器内科（2） 精神科（1）
外科 内分泌内科（1） 産婦人科（1）

胸部血管外科 呼吸器内科（1） 循環器内科（2）
脳神経外科 神経内科（1） 外科（2）
泌尿器科 腎臓内科（2） 循環器内科（3）

当院では2010年4月より心臓リハビリテーションを実施しております。心臓リハビリテー
ションは急性期・回復期・維持期に分けられ、「急性期心臓リハビリテーション」のみで終了

するよりも、「包括的回復期心臓リハビリテーション」を行うことの有効性が示されており、

退院後も生涯にわたり運動療法・二次予防が必要です。当院では，開始当初から入院のみでな

く，外来リハビリも積極的に行っており，現在1日平均4～5名の外来リハビリ患者が週1～3回
通院されています。

当院での特色として，専従の理学療法士1名に加え心臓リハビリテーション指導士である専
任看護師が毎日在籍しており、運動療法のみでなくカウンセリングや患者教育にも力を入れて

います。

心臓リハビリテーションは、心不全や心筋梗塞と診断され150日以内であれば毎日の通所が
可能です。また、患者さんの心臓リハビリテーションの必要性に応じて150日以上でも週１回
（４回/月）通所であれば保険診療で行うことが可能です。また他院に通院していても心臓リハ

ビリテーションの通所は可能ですが、その場合は循環器内科

（木曜日の午前のみ）の受診が必要となります。（心臓カテーテ

ル検査をしておればその結果や血液データ等の添付をお願いし

ます）。是非、地域医療機関の皆様にご利用いただければと考

えています。

詳しくは、ふれあい地域医療センターへご連絡をお願いいた

します。

循環器内科 打越　　学

“通院心臓リハビリテーション”のご利用案内
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現任教育委員会は、看護部の理念に沿って人として成長し、また専門職
業人として時代の変化に即応した質の高い看護サービスを提供できる人材
を育成することを目的としたキャリア開発プログラムにそって研修を企画、
運営する委員会です。ここ数年は、特に新人教育に力を入れて研修してお
ります。
内容は、4月静脈注射実践、看護技術習得、5月レスピレーター、6月、7

月救急蘇生法、心電図研修などがあります。
その他にも看護方式や救急センター・手術室への研修留学など、他部門
や認定看護師、当院エキスパートナースと協力しながら研修を運営して
います。
また、平成21年度より「衛星研修S-QUE」の導入や看護助手の研修も

行い看護の質の向上に努めています。
地域医療機関の皆さんにも多数ご参加していただける内容を企画して

おりますので、今後もご参加よろしくお願いいたします。

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５月11日に、本年度１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開放型病床利用実績などの業務実績及び本
院におけるDMATの活動状況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

当院では、患者さんやご家族、市民の方を対象としてがんに関する公開
講座「がんについて学ぶ会」を行なっています。今回第５回目になるこの
公開講座は、内容と講師をリニューアルし『疾患・治療シリーズ』として
胃がん、大腸がん、乳がん、泌尿器がん、肺がん、抗がん剤について当院
の各専門医師や薬剤師が講師となり、30分～60分の短時間の講義を行ない
ます。
シリーズの第1回目は６月24日（金）午前11時からの予定ですが、現在各

講座の日程などを調整中です。詳しい内容は、６月上旬に院内にポスターの掲示や、リーフレットを配布
致します。
当院へ通院されていない患者さんやご家族の方、施設で介護に携わる職員の方々の参加もお待ちしてい

ます。参加を希望される方がいらっしゃいましたら、下記まで連絡をお願いいたします。

富山市民病院「がん・なんでも相談室」０７６－４４２－１１１２（代）内線２５６０
担当：島田　真理子

がん・なんでも相談より

『がんについて学ぶ会』のお知らせ

病院ボランティア
篠崎　佳子
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泉

廣　澤

天　谷

置　塩

岡　田

山　崎

長谷川

宮　森

金　田

医師不在のお知らせ ６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

中　村

大　田

泉　谷

山　本

森　永

廣　瀬

長谷川

草　島

澤　口

島

3日・10日・22日

16日・24日

10日

28日

3日

22日 午後

17日

15日・16日

10日・17日

16日・20日・21日・23日

16日・20日・23日・30日

7日・8日・9日

10日

2日・3日・24日

30日

30日

10日

10日

2日・16日

内 科

精 神 科

呼吸器・血管外科

整形外科・関節再建外科

外科・乳腺外科

形 成 外 科

小 児 外 科

婦 人 科

脳 外 科

小 児 科

５月９日にICHG研究会代表で、当院感染対策顧問である波多江新平先生をお迎えして、平成23年度　第
1回感染予防対策学習会を開催しました。今回のテーマは「初心者のための標準予防策」「正しい検体採取
の方法」で、基本的な感染対策を知る又は再確認することができるような内容にしました。院外・院内合
わせて147名と大勢の方に参加していただくことができました。ありがとうございました。
今年度も、今回の学習会を含め、５回開催する予定にしています。疾患と感染予防策について聞きたい

という要望がありましたので、第２回～４回までは、各経路別予防策別に主な疾患と具体的な感染対策に
ついて講義する予定にしています。また、病院機能評価を受ける準備
をしておられる病院も多くあるようです。第５回は感染対策からみた
病院機能評価について講義する予定にしています。
次回は、７月４日　月曜日（17：45～19：00、講堂）、テーマは「経

路別予防策：空気感染予防策　主な疾患と具体的な対策について　結
核・麻疹・水痘」です。波多江先生をお迎えして開催する予定にして
います。是非、この機会に日頃の疑問を解消してください。次回も、
多くの方の参加をお待ちしております。

院内感染対策委員会　感染管理認定看護師　　安田　 恵

「看護の日」のイベント行事として、５月11日（水）
当院１階医療安全室前の廊下で健康チェックをおこない

ました。午前10時から12時までの短い時間でしたが、体
脂肪測定や血圧測定、視力測定など、患者さんやご家族

など多数の方々にご利用いただきました。

看護の日
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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

木々が芽吹き、新緑が勢いのある美しさを放っています。さわやかな気候
の多いこの時期は、過ごしやすく四季の中でも好きな季節という方も多いの
ではないでしょうか。
新年度より「れんけいと支援」の表紙の色をリニューアルいたしました。

そして地域医療部にも新しいスタッフが加わり、気持ちも新たに “Face to
Face, Heart to Heart”を合言葉に、地域のみなさまと“顔の見える連携”
をさらに築いていきたいと思います。

ふれあい地域医療センター 石崎　華代

認定看護師とエキスパートナースからのメッセージ

今年度より臨地実習エキスパートナースを新分野と

して活動させていただくことになりました。現在は２

名で活動をしています。

「富山県保健師助産師など実習指導者講習会」に参加後、教育の大切さに気づき、臨地実習指導

に対し興味を深めました。その後どのように関われば、効果的に関わることができるのか？どうす

れば学生さんが楽しく実習に参加できるのか？どうすればスタッフが負担を感じずに指導を行える

のか？を考え新分野を立ち上げました。

今年度は皆さんの力を借りながら、

① 看護学教育について理解を深め、各学校との連携を図り、協力体制を整えること。

② 学生の現状、指導者側の現状を把握すること。

③ 実習がしやすい環境を提供すること。

を目指しています。

まだまだ、自己啓発が必要で、十分に活動できるか不安も

ありますが、「学生」「臨地指導者」「各学校」「地域の医療・

保健・福祉にかかわる皆さん」との橋渡しや、学生に対して

効果的な指導が行えるよう学習会なども行っていけるように

なりたいと考えています。

なお、私達と一緒に活動したいと考えておられる方を募

集中ですので是非声をかけて下さい。お待ちしております。

臨地実習
エキスパートナース編




