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地域の医療・保健・介護・福祉の方とともに、皆様の健康をお守りします
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　この度、富山市病院事業管理者に再任されました。任務を全うするため、
医療の質の向上、病院機能の向上に努め、患者様に快適な環境の中で診療を
受けていただけるよう働いてまいります。
　本年4月から地域がん診療連携拠点病院を外れました。その理由につきま
しては病院ホームページの「病院長の挨拶」をご覧いただきたく存じます
が、拠点病院から外れてもこれまで以上に質の高いがん医療を提供致しま
す。本年度中に富山県では初の高性能のIMRT対応「放射線治療装置」を導入
し、再び拠点病院に認定されるよう努めます。
　富山市民病院は「緩和ケア病棟」20床を持ち、全国的にも評価の高い緩和
医療を提供しています。この度の拠点病院の要件には、緩和医療体制は全く
配慮されず大変残念です。がんの診療は全人的なものであり、確かな緩和医
療なくして「がん医療」を行うことは許されないと思っております。本年か
ら、若く有能な緩和ケア医が着任しました。２名の医師体制でさらに質の高
い緩和医療を提供してまいります。また、外科のがん診療体制も大きく変更
し、これまで以上に高難度のがん手術を行います。
　国が策定する「地域医療構想（ビジョン）」では超高齢社会を迎える中で
の地域医療の在り方が検討されます。富山市民病院は「地域完結型」の医療
を提供し、富山県では初めて、平成20年に「地域医療支援病院」として認定
されました。これまで培ってきた知識と経験をさらに深め、市民の皆様に適
切な医療を提供できるようビジョン策定に臨みます。
　本年度から３か年の「第３期経営改善計画」を実行しています。地域を
リードしてきた「地域完結型医療」の深化とともに、チーム医療の提供、医
療の質の向上を図り、安定した経営の中で市民の皆様にご理解いただける病
院運営を行ってまいります。私たちは地域の皆様の健康を守り、豊かな地域
をつくることを使命として働きます。病院に対します益々のご支援をいただ
きますよう心よりお願い申し上げます。

泉　　良平富山市病院事業管理者

さらなる質の高い医療を
目指して
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予告

２. 内科CPC
　日時：5月 12日（火）17：30～　
　場所：医局カンファレンス室
３. 医療機器研修会
　日時：5月 8日（金）　17：45～ 18：15　
　場所：集団指導室  
　　○テーマ 「輸液・シリンジポンプの違いと使用
　　　　　　   方法を確認してみよう」
　　○講　師　臨床工学技士 島崎　哲弥
４.NST学習会
　日時：5月 25日（月）　18：00～ 19：00　
　場所：講堂  
　　○テーマ 「栄養スクリーニングと栄養評価の
　　　　　　   エビデンス」
　　○講　師　外科医師 藤村　　隆
　　　　　　　看護師 倉田　道子
５. 緩和医療委員会　学習会
　日時：5月 12日（火）17：45～ 18：45　
　場所：医局カンファレンスルーム  
　　○テーマ　①緩和ケア総論
　　　　　　　②緩和ケア外来　緩和ケアチーム
　　　　　　　　入棟審査について
　　　　　　　③緩和ケア病棟での看護の実際
　　　　　　　　1日の流れ
　　○講　師　①緩和ケア内科医師 舩木 康二郎
　　　　　　　②緩和ケア内科外来
　　　　　　　　ターミナルケアエキスパートナース
　　　　　  中井　尚美
　　　　　　　③緩和ケア認定看護師 島　　佳子

６. 医療安全セミナー
　日時：5月 15日（金）17：45～ 19：45　
　場所：講堂  
　　○テーマ 「チーム力を高めよう！～患者安全と
　　　　　　   Team STEPPS」
　　○講　師　関西医科大学　医療安全管理センター
　　　　　　　副センター長 宮崎　浩彰先生
　※申込みは、別添の案内をご参照のうえ、セミナー申込書で
　　指定のＦＡＸ番号へお申込みください。
７. 褥瘡対策学習会
　日時：5月 22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　皮膚科医師 野村　佳弘
８. 看護研修
　《新任看護職員研修》
　レスピレーター研修（講義・実践）
　　日時：5月 23日（土）13：00～ 17：15
　　場所：講堂
　《衛星研修S-QUE　Eナース》
　　日時：5月 13日（水）17：40～ 18：40
　　場所：集団指導室
　　○テーマ 「チームで取り組む医療安全対策シリーズ
　　　　　　　～ドレーン管理をめぐるインシデントア

クシデント」
　　日時：5月 27日（水）　17：40～ 18：40
　　場所：集団指導室
　　○テーマ 「看護現場学から紐解くマネージメント
　　　　　　　～認識と行動の一貫した看護実践への支援」
《衛星研修Ｓ－ＱＵＥ　新特別企画　第1回》
　　日時：5月 29日（金）17：00～ 18：30
　　場所：講堂
　　○テーマ　病院環境フォーラム ‘15
　　　　　　　病院看護職のための診療報酬UP講座　H27／ 5月

　　　　２）症例検討（2例）
　　　　①『C型肝炎に対する新しい治療症例』 紹介医：萩野医院　萩野　茂先生  消化器内科　樋上　義伸
　　　　②『外反母趾の治療』  整形外科　重本　顕史

　　　　日 時：6月9日（火）19：00～20：15　場 所：当院3階　講堂
　　　　① ミニレクチャー： 『胃切除術後障害とその対策』 外科　藤村　　隆
　　　　② 症例検討　形成外科・血液内科の2例を予定しています。

　高齢化社会が進んでいる日本では、寝たきり患者の増加に伴
い褥瘡の発生率は高くなり、今後の在宅医療推進により在宅に
おける褥瘡患者がさらに増加することが懸念されます。当院で
も、褥瘡の持ち込み件数は増加傾向にあり、自宅からの持ち込
みが6割を超えるようになっています。
　褥瘡では多くの場合、外用薬やドレッシング材による保存的
治療が行われます。日本褥瘡学会は、2005年に「褥瘡局所治

療ガイドライン」、2009年に予防、発生後のケアを追加して
「褥瘡予防・管理ガイドライン」、2012年にその改訂版を発
表し、褥瘡に対して慣習的な診療や経験に頼るのではなく、科
学的根拠に基づく診療を行うことを勧めています。褥瘡の時
期、褥瘡の深さ、創面の病態に応じて外用薬やドレッシング材
を選択する必要があります。ガイドラインに基づいた外用薬や
ドレッシング材の使い分けについてお話ししたいと思います。

１.地域連携・開放型病床症例検討会
　　　　日 時：5月12日（火）19：00～20：15　場所：当院3階　講堂
　　　　１）ミニレクチャー：「褥瘡の保存的治療」 皮膚科　野村　佳弘

研修・講演・勉強会のご案内 5月分

看護師　江本 かおり
　４月に保健所保健予防課から異動してきた江本
と言います。ふれあい地域医療センターでは初心
にかえり、色んなことを学びながら患者さんのた
め支援が行えるように頑張っていきたいと思いま
す。どうぞよろしくお願いします。

社会福祉士　八木　智矢
　３年ぶりにふれあい地域医療センターで勤務す
ることになりました八木智矢です。３年間、市役
所の社会福祉課で生活保護の担当をしておりまし
た。地域からの視点を忘れずに持ち続け、日々の
相談業務に活かしていきたいと考えております。
よろしくお願いいたします。

ふれあい地域医療センター　新任スタッフの紹介

　糖尿病研究会定例学習会
　※５月の開催はありません。
　　予告 開催は今年度より第２木曜日に変更になります。
　　　　日時：6月 11日（木）17：45～ 18：30　
　　　　場所：集団指導室
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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
メールアドレス fureairenkei@tch.toyama.toyama.jp

編集後記
　何かが始まる予感に満ちた春、桜の花の季節になると、自然と気持ちがウキウキし
てきます。今年は桜の開花が早かったのですが、花冷えの気候と新年度の慌ただしさ
が続き、私自身はゆっくりと花見を楽しむのを忘れていました。
　さくらさくらさくら咲き初め咲き終り なにもなかったような公園（俵万智）
　少し落ち着きを取り戻し、気が付けば４月も下旬。葉桜からもう若葉の季節になろ
うとしています。新しい出会いと初心を大切にしつつ、今年度が充実した毎日になる
ように努力を重ねていきたいと思います。　　　　　　

ふれあい地域医療センター　仙石　佳代

※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。

医師不在のお知らせ 5月分※外来担当日の休診のみ掲載

　医学専門図書室は、県内の医療従事者の皆さまも利用
できる図書室です。蔵書数約4000冊、毎月の受入和雑誌
は95タイトルです。洋雑誌は2014年度からすべて電子
ジャーナルになりました（NEJMのみ冊子体）。和雑誌
は病院のHPに毎月の特集記事が掲載されています。洋雑
誌はIPアドレスで1500タイトル以上の雑誌を閲覧するこ
とができます。
　文献検索サイトでは「医学中央雑誌」、「メディカルオ
ンライン」、「ライブラリープラス」、「Coch r a n e 
Library」、「UpToDate」が利用できます。また、図書
室の図書や雑誌のコピー、文献の調べ方等は司書在室時間
（午後1時~5時）に対応させて頂きます。
　患者図書室「さんぽ図書館」（当院のグランクラスとよ
ばれている?!）は、開館して12年目になります。毎週

月・水・金の午後2時～4時の間、ボランティアの方々の
協力を得て一緒に運営しています。医学書をはじめ、闘
病記、小説、マンガなどが並んでいます。患者さまが本
を手にとって病気の知識を得たり不安を取り除く一助に
なればと思っています。
　皆さまのご利用をお待ちしています。

当院の“医学専門図書室”の特色
やスタッフを紹介いたします。

病院ボランティア
篠崎　佳子

図書室開館時間　８時 30分～ 17時（月～金）
　　※時間外は防災センターで鍵を借りてください。
　　※司書在室時間は、13時～ 17時
《利用者》　職員及び県内医療従事者の方
（県内医療従事者の方は司書在室時間に利用をお願いします。）
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