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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

形成外科診療科紹介

♦形成外科（受付時間８：30～ 11：30　午後は、要連絡）

ブランニュー　トピック

　外来担当 月 火 水 木 金

午前１診 置塩 置塩 置塩 置塩 置塩

午前２診 宮下 宮下 宮下 宮下 宮下

≪シリコンインプラントによる乳房再建≫
　2013年から乳癌手術後の変形に対してシリコンインプラ
ントによる乳房再建術が保険適応となりました。当科では乳
腺外科と連携して対応しています。従来から行っている有茎
筋皮弁による方法と比較検討し、患者さんとよく相談して術
式を決定しています。これまでに20例にシリコンインプラン
トによる乳房再建を行っています（一次二期再建が13例、
二次二期再建が7例）。また、他院で乳癌手術を行った方に
も対応しています。

≪当科の診療ポリシー≫
　一言であらわすと“ＳＨＡＰＥ”になります。ＳはSafety（安
全）、ＨはHospitality（接遇・おもてなし）、ＡはAccuracy
（正確さ）、ＰはPoliteness（丁寧さ）、ＥはEffectiveness
（効果性）です。これらを常に意識して、「小さくてもキラリと
光る診療科」を目指しています。

《メンバー》
　置塩良政部長、宮下松樹医長の二人体制で診療を行っ
ています。またローテーションで研修医も受け入れています。

形成外科スタッフ紹介
（写真左から）榎本洸研修医、置塩良政部長、宮下松樹医長

Brand-new topic

紅葉の候、皆様にはますますご健勝のこととお慶び申し上げます。
日頃より当院との地域連携にご理解、ご協力いただき深く感謝いたします。
今月の診療科紹介は、形成外科です。

 形成外科では１年間に500～600件の手術を行っています。2015年の手術件数は入院手術が136件、
外来手術が447件で合計583件でした。手術内容では、皮膚・皮下腫瘍が315件と最も多く（悪性腫瘍
は28件）、次いで体表面の外傷が194件でした。このうち顔面軟部組織損傷は114件でした。以下、炎
症・変性疾患、難治性潰瘍、先天異常の順でした。
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予告

12月

２.内科CPC
　日時：12月13日（火）17：30～
　場所：医局カンファレンス
３.地域医療部担当者交流会・講演会
　日時：12月8日（木）16：00～19：00
　場所：集団指導室および講堂  
　　○担当者交流会（事例検討）16：00～17：00
　　○講演会  17：30～19：00
　　　（テーマ）元気高齢者を産み出す医療・介護・地域
　　　　　　　　～生活を分断しない医療～
　　　（講　師）四国医療産業研究所 所長
　　　　　　　　日本医師会総合政策研究機構 客員研究員
  医学博士　櫃

ひつ

本
もと

　真
しん

聿
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 先生
４.糖尿病研究会定例学習会
　日時：12月8日（木）17：45～18：30
　場所：看護外来  
　　○テーマ 「運動療法について」
　　○講　師　理学療法士 下村　歩美

（糖尿病療養指導士）
５.感染予防対策学習会
　12月は、開催がありません。
　予告　平成29年1月13日（金）

６.NST学習会
　日時：12月19日（月）18：00～19：15
　場所：講堂  
　　○テーマ 「①経腸栄養剤・栄養補助食品の種類と選択」
 「②静脈栄養器材取扱い管理」
　　○講　師  ①管理栄養士 牧田　悠起子
  ②臨床工学士 福島　　望
７.褥瘡対策学習会
　12月は、開催がありません。
　予告　平成29年1月27日（金）
８.緩和医療委員会　学習会
　日時：12月6日（火）17：45～19：15
　場所：2階　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」
９.看護研修
　《衛星研修S-QUE　Eナース》
　日時　12月7日（水）17：40～18：40　　
　場所　3階　会場
　　○テーマ：「患者、家族の意思決定支援」
　日時　12月21日（水）17：40～18：40　　
　場所　3階　会場
　　○テーマ：「虐待のメカニズムと対応

～看護師だからできること」

　　　　２）症例検討（２例）
　　　　　⑴「ヒトパレコウイルス感染症に罹患した早期乳児の2例」 小児科　齋藤　　悠

　　　　　⑵「超進行胆嚢癌に対して右3区域切除にてsurgical cytoreductionが得られた１症例」
 紹介医：富山城南温泉病院　飴谷　博先生　外科　北川　裕久

※1月の地域連携開放型症例検討会の開催はありません。次回は2月の開催を予定しております。
　ご参加いただきますようよろしくお願いいたします。
　　日時：平成29年2月14日（火）19：00～20：15
　　場所：当院3階　講堂
　　内容：１）ミニレクチャー（1題）
　　　　　　　  （担当）皮膚科
　　　　   ２）症例検討（2例）
　　　　　　　　呼吸器・血管外科、脳神経外科を予定しています。

　妊娠中はインスリン抵抗性が増大し糖代謝異常をきたし
やすい状態になります。妊娠という負荷がかかって初めて
発見された糖代謝異常を妊娠糖尿病（G e s t a t i o n a l 
Diabetes Mellitus）と定義しています。妊娠糖尿病をしっ
かりとスクリーニングし管理することは、妊娠高血圧症候
群や巨大児などの分娩時合併症や新生児合併症を防ぎま
す。また分娩後の長期予後について、妊娠糖尿病の人が将

来Ⅱ型糖尿病を発症するリスクは7.43倍と高率で、妊娠糖
尿病の約4分の1の人が分娩後11年で生活習慣病になって
いることが知られています。
　妊娠糖尿病の周産期管理をするとともに、分娩後も生活
習慣病予防の啓蒙を地域の先生方とともにしてゆきたいと
考えています。

　SGLT2阻害薬は尿糖排泄促進を主作用とし、インスリン抵
抗性と膵β細胞機能の悪化という糖尿病の2大基盤病態を改
善する薬剤である。尿量増加に伴う脱水や皮膚症状、尿路・
性器感染症などのリスクも懸念されてはいるが、臨床試験で
心血管イベントの抑制や腎保護効果も報告されたことから、
2型糖尿病薬物治療の新たなキードラッグとして期待され

る。また、血糖依存的にインスリン分泌を促進することか
ら、優れた血糖低下効果と単独投与では低血糖を来たしにく
い特徴を併せ持つGLP-1受容体作動薬に、週1回投与製剤が
登場した。今後ますます増加する高齢の患者さんや、平日に
余裕のない働き盛りの患者さんなどにおいて、治療モチベー
ションやアドヒアランスの向上が期待できる。

１.地域連携・開放型病床症例検討会
　※12月開催の参加は申込が必要です。詳しくは、ふれあい地域医療センター（TEL076-422-1112　内線2989）　
　　へご連絡ください。

　　　　日 時：12月13日（火）19：00～21：00　場所：当院３階　講堂
　　　　１）ミニレクチャー：（2題）
　　　　　⑴「糖尿病診療における最近のトピックス」 内科　家城　恭彦

　　　　　⑵「妊娠糖尿病（Gestational Diabetes Mellitus）のスクリーニングと管理」 産婦人科　齋藤　真実

研修・講演・勉強会のご案内 12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
　11月に入り、朝晩はだいぶ冷え込むようになりました。皆様、お風邪などひかれていませんで
しょうか。
　富山市民病院精神科家族会の方 と々精神科スタッフとの交流会を年に一度開催しておりま
す。今年は、11月10日に食事会を行いました。今回は初参加のスタッフも多く、交流を深めるよ
い機会になったのではないかと思います。困っていることは気軽に相談が出来て、他愛ない会
話を楽しむこともできる、ご家族の方々にとってそんな時間を過ごしていただけていたら幸いで
す。今後ともよろしくお願いいたします。

精神デイケア科　野田　玲菜

　人が生きていくために重要な役割を担っている呼吸器に
何らかの障害を慢性的に抱えている患者さんは多種、多様
な苦痛と共存しながら日々、生活を営んでいらっしゃいます。
慢性呼吸器疾患に代表される慢性閉塞性肺疾患（COPD）
は高齢層に偏っており、今後、患者数は増加することが予想
されています。息切れにより日常生活活動が制限される患者
さんの多くは社会的にも孤立し家に閉じこもり、臥床がちに
なります。その活動制限が心肺機能低下、増悪へと繋がり悪
循環を生じさせます。増悪を繰り返すことにより生命予後、

経済的負担と患者さんへの影響も大きく増悪をさせない呼
吸リハビリテーションが重要となってきます。慢性呼吸器疾
患看護認定看護師として、患者さんに疾患を正しく理解して
いただくよう情報提供を行い、息切れがあってもエネルギー
をあまり使わない生活に変え、在宅酸素療法、在宅人工呼
吸療法における機器の正しい使用方法、禁煙、薬物、運動、
栄養、増悪の予防を含む指導を他職種と連携しながら行っ
ています。今後とも、よろしくお願いいたします。

院内の専門職員の
ご紹介 渡辺　文代慢性呼吸器疾患看護認定看護師

ふれあい地域医療センターからのお知らせ
日頃より大変お世話になり、ありがとうございます。
年末年始のふれあい地域医療センターの業務については以下のとおりとなっておりますので、よろしくお願いいたします。

　　12月 28日（水）　通常どおり
　　12月 29日（木）～ 1月 3日（火）　休み
　　 1 月　4日（水）から　通常どおり

※なお、救急患者さんの対応に関しては、救急センターへご連絡ください。

医師不在のお知らせ 12月分※外来担当日の休診のみ掲載

科　　　名 医  師  名 不　在　日 科　　　名 医  師  名 不　在　日
内 科 林 2日、16日 外科・消化器外科・

乳 腺 外 科
藤　村 8日、9日

石　浦 19日 寺　田 8日

水　野 13日 佐々木 13日

池　田 28日 庄　司 28日

島 13日 泌 尿 器 科 高　瀬 8日、9日

整形外科・関節再建外科 澤　口 6日、9日、27日 歯 科 口 腔 外 科 寺　島 28日

精 神 科 大　口 14日～16日 高　橋 1日午前

形 成 外 科 置　塩 2日、16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。


