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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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　少子高齢化にあって小児科外来を受診する小
児患者は着実に減少してきています。3-40年前
までよく見られたネフローゼ症候群や急性糸球
体腎炎などの腎臓病や化膿性髄膜炎や重症肺炎
気管支炎なども確実に減少してきています。そ
の理由として昨今の検診や予防接種などの予防
医学の充実や環境の改善の影響と言っても過言
ではありません。当院に於いても入院患者の大
半を占めていた肺炎や気管支炎も肺炎球菌ワク
チンやインフルエンザ菌ワクチンの導入で入院
を必要とするほどの患児は激減してきていま
す。
　しかし、その反面気管支喘息や食物アレル
ギーなどのアレルギー疾患、川崎病などは年々
増加傾向を認め、川崎病に於いては当院でも毎
年20-30名の入院があります。また、発達障害
や心の病気を持った子ども達も年々増加してお
り、十分に食事がとれず入院管理を要する子ど
もや睡眠の悩みを抱えて外来を訪れる子ども、
学校へ行けず悩んで外来を訪れることも珍しく
ありません。
　以前の小児科の教科書には当たり前のように
出てきた麻疹や風疹などは昨今お目にかかるこ
とはほぼ無くなりました。このような小児科疾

患の変遷に対して我々はどうあるべきかが今問
われています。しかし、アレルギー、心臓、神
経、発達障害や心の病などを専門的に管理でき
る小児科医はまだまだ少ないというのが現状で
す。また、成長し成人期にキャリーオーバーし
た患者に高度な医療を提供し続けるには開業医
との病診連携が小児科医療においても今後不可
欠と考えられます。
　また、成人の医療と根本的に違う点は子ども
には必ず養育者つまり両親がいてその人達との
関係の中で医療を提供する必要があるという点
です。特に入院に於いては家族など付き添いの
サポートは不可欠です。入院をはじめとした小
児科診療において子どもの立場のみならず子ど
もを看護する両親、特に母親の立場からの医療
を提供していくことが求められてきています。
核家族化がすすみ祖父母からの助言や助けが得
られにくくなり、子どもの健康管理に関して両
親が孤立する傾向が進むなか、両親の精神的な
不安を軽減し、正しい医療知識や助言、サポー
トを提供することも我々の責務と考えておりま
す。

橋本　郁夫小児科部長

少子化にあって増加傾向を示す
小児疾患と小児医療
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予告

２.内科CPC
　日時：11月10日（火）17：30～　
　場所：医局カンファレンス室
３.緩和医療委員会　学習会
　日時：11月10日（火）17：45～18：45
　場所：1階　看護外来  
　　○テーマ 「症状コントロールⅡ『消化器症状』」
　　○講　師　緩和ケア認定看護師 金丸　修子　
　　　　　　　ターミナルケアエキスパートナース 石田　恵子
４.糖尿病研究会定例学習会
　日時：11月12日（木）17：45～18：30　
　場所：1階　看護外来  
　　○テーマ 「糖尿病看護」
　　○講　師　糖尿病看護認定看護師 金盛　佐紀子
５.乳腺術後症例検討会
　乳腺エコーに携わる検査技師・放射線技師、乳腺外科医師、病理医師、
放射線科医師、院外参加希望の方のご参加お待ちしています。
　日時：11月12日（木）16：00～17：00　
　場所：病理検査室
　　○内容　前々月の手術症例の病理組織結果、エコー所見、
　　　　　　  マンモグラフィー所見の比較検討
　　　　※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
　　　　　病理検査室にご連絡ください。
　　　　　（富山市民病院TEL076-422-1112㈹ 内線2248）

６.感染予防対策学習会
　日時：11月13日（金）17：45～19：00
　場所：講堂  
　　○テーマ 「呼吸器感染症の診断と治療」
　　○講　師　金沢医科大学病院 感染症科教授 飯沼　由嗣先生
７.医療機器研修会
　日時：11月13日（金）17：45～18：15　
　場所：集団指導室  
　　○テーマ 「ペースメーカー植え込み患者さんを管理 
　　　　　　　する上で注意する点」
　　○講　師　臨床工学技士 熊代　佳景

８.接遇力向上研修会
　日時：11月16日（月）13：15～16：00　
　場所：講堂  
　　○テーマ 「アンガーマネジメントと折れない心」
　　○講　師　当院接遇向上委員長 置塩　良政
９.褥瘡セミナー
　日時：11月18日（水）17：45～　
　場所：講堂  
　　○テーマ 「当院における在宅診療と褥瘡治療について」
　　○講　師　長井皮膚科医院 院長　長井　正樹先生
10. NST学習会
　日時：11月30日（月）18：00～19：00　
　場所：講堂  
　　○テーマ 「胃瘻造設 ・管理について」
　　○講　師　消化器内科医師 蓑内　慶次　
　　　　　　　内視鏡センター看護師 宮田　美和
11.看護研修
　《衛星研修S-QUE　Eナース》
　日時：11月４日（水）17：40～18：40　　
　場所：集団指導室
　　○テーマ：がん患者のリハビリテーション看護
　日時：11月18日（水）17：40～18：40
　場所：集団指導室
　　○テーマ：外来化学療法と副作用対策
　《衛星研修S-QUE　特別企画》
　日時：11月27日（金）17：00～18：30　　
　場所：講堂
　　○テーマ：第16回 病院環境フォーラム‘15
　　　　　　　地域包括ケア病棟の管理ポイント

　　　　２）症例検討（2例）
　　　　①『超音波内視鏡下穿刺吸引法で診断を確定した膵尾部癌の一例』 
 紹介医：小林医院　小林好文先生　消化器内科　水野　秀城
　　　　②『不穏状態で救急搬送された不眠症の高齢男性の一例』   精神科　大口　善睦　

　12月の地域連携・開放型症例検討会は、時間を拡大してミニレクチャー2題、症例検討2題を予定しています。
　　※今回の参加は、申込が必要です。
　　日時：平成27年12月8日（火）19：00～21：00
　　場所：当院3階　講堂
　　内容：１）ミニレクチャー　（2題）　　　　　　
　　　　　　『神経障害性痛の病態と治療』 麻酔科　松浦　康荘　
　　　　　　『当院における腹腔鏡下手術の現況』 外科　藤村　　隆
　　　　 ２）症例検討
　　　　　　　　内分泌内科、呼吸器・血管外科の2例を予定しています。

　睡眠時無呼吸症候群（Sleep Apnea Syndrome）は、眠ってい
る間に呼吸が止まる病気です。閉塞性と中枢性に分類され、前者が
90%以上とされます。 当院でもこれまで336人へ診断加療をおこ
なってきました。安定した患者はかかりつけ医への紹介をすすめて

いますが、「呼吸が止まる」、「専門は何科？」などなかなかス
ムーズに受け入れていただけないのが現状です。臨床に役立つ最新
の知識をお伝えし、診察するのに怖くない疾患であることの理解を
深めていただこうと思います。

１.地域連携・開放型病床症例検討会
　　　　日 時：11月10日（火）19：00～20：15　場所：当院３階　講堂
　　　　１）ミニレクチャー：「睡眠時無呼吸症候群について」 循環器内科　清川　裕明

研修・講演・勉強会のご案内 11月分



科　　　名 医  師  名 不　在　日 科　　　名 医  師  名 不　在　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
メールアドレス fureairenkei@tch.toyama.toyama.jp

編集後記
　10月になり、すっかり秋になりました。スポーツの秋、読書の秋、食欲の秋、と色々ありますが、皆さんにとって秋はど
んな季節でしょうか。秋は涼しくなり、気候的に体を動かしやすい季節です。体を動かす機会が少ない方も何かスポーツを
始めてみてはいかがでしょうか。いつもは食欲の秋！だった私も今年は同僚とリレーマラソンに参加し、爽やかな汗をかい
てきました。運動まではいかなくても、少し散歩をするだけでも、気持ちの良い秋風を感じられるのではないでしょうか。

臨床検査科　河合　　彩

※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 11月分※外来担当日の休診のみ掲載

病院ボランティア　篠崎　佳子

　安全で快適な周術期を過ごして頂けるよう努力
してまいります。また、痛みに関してお困りのこ
とがあればご相談ください。

　整形外科領域で地域に貢献できればと
思います。また何卒よろしくお願い申し
上げます。

　10月より血液内科に着任しました。微力で
はありますが、地域医療に貢献できるよう頑
張ってまいります。

　初めて富山に来ました。富山市の地域医療に
少しでも貢献できるように頑張ります。よろし
くお願いいたします。

　身体に負った機能障害に対して、少しでも改
善が図れるように努めていきたいと存じます。
よろしくお願いいたします。

麻酔科　五十嵐　太郎

　　　　　　　　整形外科　中西　　 章

血液内科　米山　聖子

内分泌・代謝内科　寺村　千里

リハビリテーション科　吉田　園代

いがらし　　たろう

てらむら　ちさと なかにし 　あきら

よしだ　  そのよ よねやま 　せいこ

新着任医師紹介

　五十音順

　はじめまして。研修医の榎本です。今年 4月より富山市民病院にて研修して
おります。病院のシステムになかなか慣れず、カルテや病棟業務に時間がかか
り自分の非力さを感じる毎日です。徐々に病院での仕事にも慣れてきましたが、
教えていただくことがたくさんあり、皆様に迷惑をかけることが多々あるかと
思います。患者さんから教えて頂くこともたくさんありますので、一つ一つ真
摯に受け止め努力向上していきたいです。少しでも病院のスタッフとして仕事
ができるようがんばりたいと思います。今後ともよろしくお願いします。

研修医のひとりごと

研修医
榎本　洸

中 村裕
寺 崎敏
大　田
水　野
小　川
小　林
寺　村
長谷川
澤　口
五　嶋
重　本

2日～6日
27日
27日
6日、11日～13日
16日
9日
25日
27日
10日、20日、27日
5日
13日

内 科

精 神 科
整 形 外 科・　
関節再建外科

外科・消化器外科
乳 腺 外 科

呼吸器・血管外科　
泌 尿 器 科
麻 酔 科

18日～20日、26日
26日
13日
27日
5日
27日
19日、20日
10日PM、17日PM、20日AM

藤　村
吉　川
寺　田
佐々木
丸　銭
山　下
高　瀬
中　西


