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れんけいと支援

Face to Face,   Heart to HeartFace to Face,   Heart to HeartFace to Face,   Heart to HeartFace to Face,   Heart to HeartFace to Face,   Heart to HeartFace to Face,   Heart to HeartFace to Face,   Heart to HeartFace to Face,   Heart to HeartFace to Face,   Heart to HeartFace to Face,   Heart to Heart

富山市今泉北部町2-1／Tel: 076（422）1112㈹  http://www.tch.toyama.toyama.jp／発行日 2016年4月
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

外科
診療科紹介

◆外科・乳腺外科  （受付時間 午前 8：30～ 11：30 午後は、要連絡）

外科スタッフ紹介
後列左から　佐々木医長、寺田医長、倉田医師、庄司医長、馬場臨床研修医
前列左から　北川肝胆膵外科部長、藤村外科主任部長、吉川乳腺外科部長　

ブランニュートピック

月 火 水 木 金
午前１診 北川 藤村 北川 藤村 藤村 /吉川
午前２診 吉川 吉川 藤村 泉 寺田
午前３診 寺田 佐々木 吉川 寺田 佐々木
午前４診 倉田 庄司 庄司 倉田 倉田

午後　　 漢方外来 （肛門外来）
庄司

（乳腺外来）
吉川

　外科では、消化器・乳腺・肛門・一般外科などの疾患を担当
しており、年間約670件の手術を行っております。中でも五大
癌である胃・大腸・乳・肝癌に加えて最近増加している膵癌な
どの悪性疾患の制圧を目指して、日々努力しています。

【腹腔鏡下手術】
　腹腔鏡を用いた手術は創が小さく術後の痛みが少な
いのみならず、より早期に食事が開始できるなど患者
さんにメリットの多いのが特長です。当院では昨年日
本内視鏡外科技術認定医の寺田逸郎医師が就任し本格
的に腹腔鏡下手術を導入しました。胃癌、大腸癌、胆
石症、鼠径ヘルニアなどに対して施行し、その数はそ
れまでの年70件から130件とほぼ倍増しています。

【肝胆膵疾患手術】
　近年増加している膵癌や脂肪肝が原因と思われる肝
癌の手術は、高度の技術を必要としますが、昨年日本
肝胆膵外科高度技能指導医の北川裕久医師を招き、高
難度の手術をこなしています。特に消化器内科や放射
線科医師による膵癌など膵腫瘍の診断能が向上したこ
ともあり、膵臓の手術は例年の5-6例から24例と4倍と
なっています。

メンバー
　今年4月から、泉　良平　病院事業管理者、藤村　隆　
外科主任部長（上部消化管）、北川裕久　外科部長
（肝胆膵）、吉川朱実　外科部長（乳腺）、寺田逸郎　
医長（下部消化管）、佐々木省三　医長、庄司泰弘　
医長、倉田　徹　医師の8名の体制で行っております。

　　新緑の候、日頃より当院との地域連携にご理解、ご協力いただき厚く感謝申し上げます。
　今年度より『れんけいと支援』の表紙をリニューアルいたしました。
　今月は、各診療科の紹介としまして外科の紹介をいたします。

Brand-new topic
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平成28年度　富山市民病院 地域連携開放型病床講演会・懇親会のご案内
　下記の予定で地域医療連携開放型病床講演会・懇親会を開催いたします。地域の先生方と当院の医師と
の意見交換を身近に行える一年に一度の機会として、職員一同楽しみにしております。登録医の先生方に
は別途ご案内いたしますが、是非お越しいただきますようよろしくお願い申し上げます。

　日時：平成28年6月14日（火）　19：30～
　場所：ＡＮＡクラウンプラザホテル　3階「ASUKA」
　内容：（1）講演会 ①『呼吸器外科　最近の話題』　　　　　　　　　　　　  呼吸器・血管外科　土岐　善紀
　　　　　　　　　　②『富山市民病院における血管外科治療の新しい取り組み』呼吸器・血管外科　湖東　慶樹　
　　　　（2）懇親会
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予告

　　　　２）症例検討（２例）
　　　　①『子宮留膿症～穿孔3症例を中心に』
（紹介医）：福田医院 福田 孜先生、西能病院 亀井 哲也先生、富山城南温泉病院 鈴木 美佳先生　産婦人科　吉越　信一

　　　　②『ペースメーカー移植術後に腰椎MRIを撮像した1例』
（紹介医）：羽柴整形外科 羽柴謙作先生　放射線診断科 達　　宏樹

　　　　「6月の地域連携・開放型病床症例検討会」は、場所と時間が変更になり、下記の内容で
　　　　「地域連携の会」として開催いたします。（事前の申込みが必要です。）
　　　　日 時：平成28年6月14日（火）19：30～
　　　　場 所：ANAクラウンプラザホテル3階「ASUKA」
　　　　※詳細はP2をご覧下さい。

　近年、認知症の疑いがあるにもかかわらず、受診歴が
ない患者さんが多いとの報告があり、周囲の人の認知症
に対する知識不足や患者さん本人が、受診を拒否される
などの理由があるとされています。
　しかしながら、認知症の早期診断は重要で、治療可能
な疾患であることや一時的な症状のこともあり、また、
アルツハイマー型認知症では、早期診断、早期介入が、

その後の悪化を抑えられることにつながります。
　早期受診、早期診断につなげるため、日常診療の中で
の認知症を疑うべきポイントや、当院で導入した認知症
セルフチェックシートの活用に関して紹介します。
　また、頭部MRI、SPECTなどの画像診断やアミロイド
β蛋白関連のバイオマーカー測定といった認知症診断に
関しても解説します。

１.地域連携・開放型病床症例検討会
　　　　日 時：5月10日（火）19：00～20：15　場所：当院３階　講堂
　　　　１）ミニレクチャー：「認知症の早期診断について」
 神経内科　林　　　茂

研修・講演・勉強会のご案内 5月分

２．内科CPC
　日時：5月31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：5月10日（火）　17：45～19：15　
　場所：地域医療研修センター  
　　○テーマ 「テレビ会議システムを利用したがん看

護事例検討会」
　日時：5月17日（火）　17：45～19：15
　場所：1階　看護外来 
　　○テーマ 「緩和ケアについて」
　　○講　師　緩和ケア内科医師 舩木　康二郎
 緩和ケア病棟 中井　尚美
 緩和ケア認定看護師 島　　佳子
 がん何でも相談室 谷川　二美子

4．NST学習会　
　日時：5月23日（月）　18：00～19：15
　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

5．褥瘡対策会学習会　
　日時：5月27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

6．看護研修
《新任看護職員研修》※事前の申込みが必要です。
　　日時：5月21日（土）　13：00～17：00
　　場所：講堂
　　○テーマ 「レスピレーターについて（講義・実技）」

《衛星研修S-QUE　Eナース》
　　日時：5月11日（水）　17：40～18：40
　　場所：3階会場
　　○テーマ 「心肺蘇生ガイドライン改訂のポイント」

　　日時：5月25日（水）　17：40～18：40
　　場所：3階会場
　　○テーマ 「臨床推論レベルアップ～見逃してはなら

ない疾患を見抜くコツ」

《衛星研修S-QUE　新特別企画》
　　日時：5月27日（金）　17：10～18：50
　　場所：3階会場
　　○テーマ 「病院環境フォーラム‘16病院看護職員の

ための診療報酬ＵＰ講座 Ｈ28／5月」

　次回予告　糖尿病研究会定例学習会
　　※５月の開催は、ありません。
　　　日時：6月9日（木）　17：45～18：30
　　　場所：１階　看護外来
　　　　○テーマ 「糖尿病とは」
　　　　○講　師　内分泌内科医師　　清水　暁子
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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
　若葉の萌える頃となり、心若やぐ季節となりました。
　４月よりふれあい地域医療センターへ異動いたしました 境　信子です。思いやりを忘れることな
く、地域の医療機関の皆様との信頼関係を大切に、切れ目のない継続した医療の提供ができるように
努力してまいります。どうぞよろしくお願いいたします。

ふれあい地域医療センター　境　　信子

医師不在のお知らせ ５月分※外来担当日の休診のみ掲載

　血管診療技師（CVT）は血管疾患（動脈硬化、下肢静脈瘤、糖尿病
壊疽、エコノミークラス症候群など）とその診療に対して高度な専門
知識と実技技術をもった技師のことです。2006年にわが国に初めて
のCVTが誕生してから現在、全国で血管診療技師の資格を有するも

のの数は 1,011 人となりました。当院でも、私を含め 3人の技師が血管診療技師の資
格を有しています。
　近年の生活スタイルの変化や人口の高齢化に伴い、高血圧、高脂血症、糖尿病など
の生活習慣病が増加してきています。これらの生活習慣病には “動脈硬化” が深く関係
しており、動脈硬化の早期発見、予防がとても重要と言われています。当院の生理検
査室では血管エコーの他に血圧脈波検査などの動脈硬化の検査は、血管診療技師を中
心とした技師が行っています。中でも、頸動脈エコーは動脈硬化の早期発見に有用と
されています。また、エコノミークラス症候群や、手術時の下肢静脈血栓の発見、静
脈瘤の診断においても超音波検査が有用であり、近年社会的関心が高まっています。
　当院でも、血管エコー検査は年々件数が増え続けており、検査の立場から患者さん
の健康をサポートできる体制づくりを目指し日々努力を続けております。これからも
どうぞよろしくお願いします。

院内の
専門職員の
ご紹介

林　　寛子
日本血管外科学会・日本脈管学会

日本静脈学会・日本動脈硬化学会 4学会構成
血管診療技師認定機構血管診療技師

　4月に市役所子育て支援課からふれあい地域医療センターに異動となりました尾東 美雪です。
　退院支援という新しい業務に緊張の連続です。たくさんのことを学び、患者さんのためによりよ
い支援が行えるようがんばりますのでよろしくお願いします。

ふれあい地域医療センター　新任スタッフの紹介
看護師
尾東 美雪

科　　　名 医  師  名 不　在　日 科　　　名 医  師  名 不　在　日
内 科 林 18日、19日 小 児 科 橋　本 13日、27日

家　城 18日～20日 外科・消化器外科
乳 腺 外 科

吉　川 17日
石　浦 26日、27日 寺　田 2日、6日
大　田 13日 呼吸器・血管外科 瀬　川 11日～13日
寺崎靖 11日 湖　東 27日
水　野 11日～13日、23日 土　岐 11日～13日
芝 30日 関 26日、27日

山　内 17日 整 形 外 科・
関節再建外科

澤　口 6日、13日、27日
山　田 17日 五　嶋 2日、9日、12日
杉　村 20日、30日 重　本 6日、27日
白　石 11日 形 成 外 科 置　塩 26日、27日

麻 酔 科 池　田 30日、31日
歯 科 口 腔 外 科 寺　島 9日、10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。


