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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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　新年明けましておめでとうございます。本年も富山
市民病院をどうぞよろしくお願い申し上げます。
　執務始め式に院長から本年のキーワードに『質の
高い医療』が掲げられました。
　平成28年度診療報酬改定の基本方針にも、「あ
らゆる世代、一人ひとりが安全・安心で質の高い医
療を受けられるように、“治す医療”から“治し支える
医療”へ医療や介護が必要な状態になっても、でき
る限り住み慣れた地域で安心して生活を継続し、尊
厳をもって人生の最期を迎えることができるようにし
ていくことが重要」とあります。
　管理栄養士には、病院・介護施設・在宅で最期ま
で食べることを楽しめる生活を支援し、一人ひとりの
摂食・嚥下機能状態に合わせた適切な食事を提供
することが求められています。そのため地域間での転
院の際には、前施設で提供していた食事形態や食事
内容、栄養管理情報を詳細に伝えることが重要に
なってきます。
　当院では、平成24年10月に日本摂食嚥下リハビ
リテーション学会の嚥下調整食３の形態にあたる食
事として、「やわらか食」を新たに追加しました。
　また、平成26年７月か

らは食事形態に配慮が必要な方を対象に「栄養
食事連絡票」の配布を始めました。栄養食事連絡
票には、当院の食事の写真や栄養価、調理方法、
水分のとろみの必要性、制限食や食物アレルギー
など転院先においても適切な食事形態で継続的
に栄養管理をしていただけるよう細かな情報を記
載しています。
　昨年９月には、日頃からお世話になっている地域
の病院・施設の栄養士・看護師・転院調整担当者に
参加を呼びかけ、「食事に関する情報交換会」を開催
しました。
　参加された方のアンケートでは、「他施設の人と
交流できてよかった」、「これからも多職種が参加で
きる研修を行ってほしい」という意見が多く寄せられ
ました。
　今年もこの「食事に関する情報交換会」を開催し、
お互いに協力し合える信頼関係を築いていきたいと
思います。皆様のご参加をお待ちしております。

高坂　敦子栄養科長

つなげよう地域へ  栄養情報発信
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～タバコは“百害あって一利なし”～
　当院では、喫煙者に対し健康保持の観点からタバコの恐ろしさを知ってもらい、禁煙成
功のコツなどを学んでいただくために禁煙教室を毎月行っております。
　予約は不要、参加費無料となっておりますので、患者さん、ご家族の方どなたでもお気
軽にご参加いただけますので皆様にお知らせくださいますようよろしくお願いいたします。

　お問い合わせは、医療マネジメント室　古川までご連絡お願いいたします。

TEL　076-422-1112（代表）／　FAX　076-422-1154

1 月からの
新着任医師紹介

　○開催日：毎月第 2 金曜日
　○場　所：当院 3 階　集団指導室
　○時　間：15 時～ 16 時

禁煙教室
の

お知らせ

　平成 27 年 12 月 4 日（金）地域医療部担当者交流会・講演会を開催いたしました。
　担当者交流会は、講演会の講師である NPO 法人ミラツク　代表理事　西村　勇哉先生にコーディ
ネーターを務めていただき、ワールドカフェを開催いたしました。地域の医療機関、介護保険施設、
地域包括支援センター、訪問看護ステーションなどから参加いただいた 27 名の方 と々院内スタッフ（医
師、看護師、相談員）35 名が「地域と医療介護の連携」につ
いて和気あいあいとした雰囲気の中、議論を繰り広げました。 

　また講演会では、西村先生に「地域と医療介護が連携する新しい地域づくり
デザイン」と題してご講演をいただきました。院内外から 96 名の参加があり、
地域と医療・介護が連携するための具体的な取り組みやその考え方について学
びました。

平成27年度 地域医療部担当者交流会・講演会を開催いたしました！

　専門分野である動脈硬化の外科治療を、
地域の先生方と連携して実践していきた
いと思っています。

呼吸器・血管外科　湖東　慶樹
ことう けいじゅ

病院ボランティア
篠崎　佳子

◆呼吸器・血管外科外来担当医表
月 火 水 木 金

午前１診 瀬　川 瀬　川 瀬　川 瀬　川 関
午前２診 湖　東 山　下 湖　東 関 山　下
午前３診 関 山　下
午　　後 草　島 血管内治療
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予告

２.内科CPC
　日時：２月９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：２月４日（木）17：45～18：30　
　場所：集団指導室  
　　○テーマ 「妊娠糖尿病について」
　　○講　師　内分泌内科医師 高櫻　明子
４.緩和医療委員会　学習会
　日時：２月９日（火）17：45～18：45
　場所：看護外来  
　　○テーマ 「在宅での緩和ケア」
　　○講　師　緩和ケア内科医師 桶口　史篤
５.医療機器研修会
　日時：２月12日（金）17：45～18：15　
　場所：集団指導室  
　　○テーマ 「人工呼吸器の安全管理」
　　○講　師　臨床工学技士 熊谷　智叡　
６.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：２月18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）

７.NST学習会
　日時：２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　歯科口腔外科医師 高橋　勝雄　
　　　　　　　歯科衛生士 吉田　佳織

８.褥瘡対策学習会
　日時：２月26日（金）17：45～　
　場所：集団指導室  
　　○テーマ 「創傷の予防と治癒のための栄養管理
　　　　　　　 褥瘡ケアのために知っておくべき外用薬　
                      のポイント」
　　○講　師　管理栄養士 小澤　佳恵
　　　　　　　薬剤師 澤武　功純
９.体験学習　接遇力向上研修会
　日時：第1回　2月12日（金）13：15～16：00
　　　　第2回　3月2日（水）  13：15～16：00
　場所：講堂  
　　○テーマ 「『医療・看護の現場に必要なレジリエン

スとは』～折れない心で働きやすい職場を、
そして医療安全へ～」

　　○講　師　当院接遇向上委員長 置塩　良政
　　　　※申込みは、第1回は2月5日（金）まで、第2回は2月24日（水）
　　　　　までお願いいたします。

10.看護研修
　《衛星研修S-QUE　Eナース》
　日時：2月3日（水）17：40～18：40　　
　場所：講堂
　　○テーマ：看護倫理～ケアの本質とは
　日時：2月17日（水）17：40～18：40
　場所：講堂
　　○テーマ：急性期から在宅につなげる看護連携

　　　　２）症例検討（２例）
　　　　①『富山県で第１例目となる重症気管支喘息に対する内視鏡治療「気管支サーモプラスティ」を行った症例について」』
 呼吸器内科　石浦　嘉久
　　　　②『非定型疹を伴った成人Still病の1例』   紹介医：大沢野中央診療所　中山 哲規先生　皮膚科　野村　佳弘　

日時：平成28年３月８日（火）19：00～20：15
場所：当院３階　講堂
内容：１）ミニレクチャー　　　　　　
　　　　 『ブレスト・インプラント（シリコン製人工乳房）による乳房再建について』 
 形成外科　置塩　良政、宮下　松樹
　　　２）症例検討
　　　　　神経内科・外科の２例を予定しています。

　本邦ではビスフォスフォネート製剤（以後、BP製剤）が臨
床現場で広く使用されています。主に骨粗鬆症には経口剤
で、悪性腫瘍に伴う高カルシウム血症や骨転移に対しては静
注剤として使用されていますが、使用頻度の増加に伴い、歯
科臨床の場で副作用である顎骨壊死に遭遇する機会も多く

なっています。
　BP製剤による顎骨壊死は難治性であり、治療に難渋するこ
とも少なくありません。ミニレクチャーでは当科の直近5年間
の臨床統計も含めて、BP製剤による顎骨壊死の概要について
説明いたします。

１.地域連携・開放型病床症例検討会
　　　　日 時：２月９日（火）19：00～20：15　場所：当院３階　講堂
　　　　１）ミニレクチャー：「ビスフォスフォネート関連顎骨壊死（BRONJ）について」 歯科口腔外科　寺島　龍一

研修・講演・勉強会のご案内 2月分
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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
　今年の冬はどこへ行ったのでしょうか。これまでにないほどの暖冬に毎日快適さを感じながら
も、スキーシーズンを心待ちにしていた我が家にとってはスキー場の雪不足に頭を悩ませており
ます。1月に入るもスキー場は一部のみ何とか営業している状態です。しかし、息子にとっては
どこ吹く風。ゲレンデに立てばどんな条件でも臆することなく滑っていきます。転んでは立ち上
がり、転んでは立ち上がり…。黙々と滑る我が子の姿を見て成長を感じると共に、私自身の様々
なことに対する姿勢について考えさせられてしまいます。今年は、新1年生となる息子と共に、
“小学生母1年生”として何事にも楽しく取り組む姿勢を大事にしたいと思います。

理学療法士　澤田　貴代

医師不在のお知らせ 2月分※外来担当日の休診のみ掲載

　今回、“研修医のひとりごと” というテーマで書かせていただくことになりました臨床研
修医一年目の山田達也と申します。私は現在のところ皮膚科を志望しており、先月に皮膚科、
今月は形成外科にて研修しています。掲載写真は置塩先生に病理画像の見方を教えて頂い
ているところです。
　臨床研修プログラムは内科を中心にいくつかの必修科目があり、志望科以外の診療科も
研修することで多角的な視点で臨床を学ぶことが出来るようになっております。各科ごと
の重視するポイントや、対診の際にどういった情報が書かれていると良いかといったこと
を知ることはチーム医療において大いに役立つものだと思います。また志望科である皮膚
科と形成外科は診療領域が重複する部分があり、同一疾患についても若干考え方が異なる
場合があるため、疾患・治療についてより良く学ぶことが
出来ております。
　このように私にとってはとても有意義な研修システムな
のですが、その反面、新しい科に慣れるまでの不要領な期
間もたびたび訪れます。その際、指導してくださる先生を
はじめとした病院の皆様方には特にご迷惑をお掛けしてし
まいますが、何とか一人前になり、医療者として貢献でき
るようになるまでご容赦頂ければと思います。

研修医のひとりごと

臨床研修医
山田　達也

科　　　名 医  師  名 不　在　日 科　　　名 医  師  名 不　在　日
内 科 蓑　内 19日、26日 小 児 科 柴　田 5日

寺 﨑靖 2日、25日、26日 外科・消化器外科・
乳 腺 外 科

藤　村 24日～26日
水　野 2日、26日、29日 吉　川 22日、23日

芝 23日 整 形 外 科・
関 節 再 建 外 科

澤　口 19日、26日
池　田 17日 坂　越 25日、26日
小　川 26日 形 成 外 科 置　塩 25日、26日
寺　村 17日 眼 科 藤　井 19日

精 神 科 長谷川 26日 呼吸器・血管外科 関 15日
西　田 1日～5日 健 康 管 理 科 荒　屋 12日

※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。


