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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

整形外科診療科紹介

ブランニュー　トピック
【大腿骨近位部骨折に対する

多職種連携アプローチ】
　骨粗鬆症が原因で発生する高齢者の足の付け根
の骨折である大腿骨近位部骨折は、現在日本で20万
例発生しています。人口の高齢化に伴いその数はます
ます増加することが予想され、当院でも年間約130－
140例の方が治療を受けておられます。高齢者は骨折
のみならず、いろいろな疾患を持っておられることが多
く、単なる骨折の手術だけでは良好な回復を望めませ
ん。早期に手術を行うとともに併存する疾患の治療と
合併症を予防すれば、死亡率の低下、機能の改善や
入院期間の短縮が得られることはすでによく知られて
います。
　当院では2013年より関連する各部門で多職種連
携チームを組織し、早期手術と手術前後の全身管理、
早期機能回復訓練、骨粗鬆症治療を行っています。大
腿骨近位部骨折患者さんが来院された場合は、すぐに
内科医と麻酔科医が診察を行い、特に問題がなけれ
ば3-5時間で手術を行っています。そうすることにより
患者さんの痛みを感じる時間を最小限にし、翌日から
歩行練習を行うことができます。この取り組みにより、

当院の来院から手術までの時間は平均1.3日（全国平
均4.5日）で8割以上の方が入院2日以内に手術を行え
るようになりました。それとともに手術後の肺炎やせん
妄などの合併症も減少しています。また機能的には、当
院から回復期病院に移った後、そこを退院する時には
多くの方が歩けるようになっています。また早期に手術
を行うことで入院期間が短縮し、一人あたりの入院総
医療費は全国平均より約25%少なくなっています。現
在、この取り組みは全国から注目され、当院の多職種
連携チームは各地で講演するようになりました。

整形外科スタッフ紹介
左から上岡顕医師、五嶋謙一関節再建外科部長、重本医長、

澤口副院長・整形外科部長、岩井医長、中西医師

Brand-new topic

　整形外科では運動器疾患を治療しています。つまり首から手足まで体を動かすことに関係する全身の骨、
関節、筋肉、神経、血管の疾病の治療を行い、皆様が健康な日常生活を過ごすお手伝いをしています。当科
は、特に関節疾患と外傷治療を得意にしており、年間約800件の手術を行っています。当科で開発した人工
股関節はすでに10年間で700名以上の方に手術を行いましたが、人工関節がゆるんで入れ替えをした方は
一人もありません。膝関節のO脚に伴う変形性膝関節症では、ヨーロッパの膝の専門家のグループとともに
開発したO脚を矯正する手術により、高齢者を含めて大変良好な結果を得ており、国内外から多くの見学者
が来ています。また肩関節と膝関節では内視鏡手術により身体への影響が少なくかつ早期に回復できる手
術を行っています。外傷は骨盤・寛骨臼（股関節の骨盤側）の手術では日本一の症例経験があります。当科
で開発した仙腸関節内固定は全国で使用されています。スタッフの海外研修も盛んで常に最先端かつ最良
の治療を心がけています。病棟では週2回、看護師、理学療法士、薬剤師とともに研修とカンファレンスを行
い、スタッフ全員のレベルアップを図っています。
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予告

２.内科CPC
　日時：1月10日（火）17：30～
　場所：医局カンファレンス

３.糖尿病研究会定例学習会
　１月は開催がありません。
　予告　日時：2月9日（木）

４.緩和医療委員会　学習会
　日時：1月10日（火）18：00～18：45
　場所：看護外来  
　　○テーマ 「がんリハビリテーション」
　　○講　師 作業療法士 沖　　理恵　
 作業療法士 柳原　理恵

５.感染予防対策学習会
　日時：1月13日（金）17：45～19：00
　場所：講堂  
　　○テーマ 「耐性菌について（仮）」
　　○講　師 金沢医科大学病院　感染症科
   飯沼　由嗣教授

６.NST学習会
　日時：1月23日（月）18：00～19：15
　場所：講堂  
　　○テーマ 「がん化学療法の低栄養と栄養マネジメント」
　　○講　師 公立松任石川中央病院 石井　要先生

７.褥瘡対策学習会
　日時：１月27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 武藤昴一郎

８.接遇力向上講演会
　日時：1月31日（火）17：30～19：00
　場所：講堂  
　　○内　容 ・ロールプレイ
 ・スライドショー
 　（東病棟6階、西病棟5階、放射線部）
 ・講演会
 　（講師：患者サービス研究所代表 三好章樹 氏）

９.看護研修
　《衛星研修S-QUE　Eナース》
　日時　1月11日（水）17：40～18：40
　場所　3階会場
　　○テーマ：「安全なカテーテル管理とポート管理」

　日時　1月25日（水）17：40～18：40
　場所　3階会場
　　○テーマ：「摂食・嚥下障害のための
　　　　　　　　　　　　　　　ケースマネジメント」

　《衛星研修S-QUE　新特別企画》
　日時　１月27日（金）17：10～18：50
　場所　3階会場
　　○テーマ：「医療の安全に関する研修
 医療安全における患者サポート体制」

　　　　日 時：平成29年2月14日（火）　19：00～20：15
　　　　場 所：当院3階　講堂
　　　　１）ミニレクチャー： （担当）皮膚科
　　　　２）症例検討：呼吸器・血管外科、脳神経外科の２例を予定しています。

１.地域連携・開放型病床症例検討会
≪お知らせ≫
※平成29年1月の地域連携・開放型病床症例検討会は都合により中止いたします。また、次回の開催は、2月14日（火）に予定していま

す。ご参加をお待ちしております。

研修・講演・勉強会のご案内 1月分

作：病院ボランティア　
篠崎　佳子
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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
　あっという間に師走。年の瀬が迫ってきました。
　さすがにこの頃、本格的に寒くなってきましたが、皆様、体調はいかがでしょうか？風邪
など引いていないですか？
　インフルエンザや感染性胃腸炎も流行り始めています。外から帰ったらしっかりと手洗
いうがいをして、充分に睡眠をとり、体調管理に気を付けて、まずは病気の予防に努めたい
ですね。
　今年一年、「れんけいと支援」を読んでいただいた皆様、関わって下さった皆様方、有難
うございました。どうぞ、良い年をお迎えください。

臨床検査技師　河合　　彩

　日本人女性では乳がんに罹患する方が年々増加して
おり、12人に１人が罹患すると言われています。早期に
発見し、治療を行えば90％は治癒すると言われており、
早期発見のために検診を受けていただくことが重要で
す。当院のふれあい健康講座では、「乳がん検診を受けま
しょう」と題し、検診の必要性をお話ししています。
　また、乳がんは他のがんとは違い、5年以上の経過をみ
ます。乳がんに罹患した方は長い間、再発や転移に対す
る不安を抱えながら、乳がんとともに生活していかなけれ
ばいけません。不安に押しつぶされそうになることもある
と思いますが、その人らしく、生き生きとした人生を送る
ことができるように支援していきたいと考えています。そし

て、女性特有のライフサイクルに沿った支援も必要です。
院内外を問わず、多職種と連携しながら、患者さんの希
望に沿った看護を提供していきたいと日々考えています。
　12月から第1・3水曜日の午後に「乳がん看護外来」を
開設しました。乳がんで治療中の方、治療はひと段落され
ている方、医師に話をするほどの内容でもないけれど、誰
かに聞いてほしいというような悩みや思いを看護師に相
談していただきたいと思います。外科外来まで、連絡して
ください。お待ちしています。
　(連絡先　富山市民病院

外科外来　076-422-1112㈹　14時～16時）

院内の専門職員の
ご紹介 石倉　誠子乳がん看護認定看護師

医師不在のお知らせ 1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 家　城 25日 内 科 米　澤 30日

蓑　内 27日 白　石 16日、24日
打　越 27日 外科・消化器外科

乳 腺 外 科
吉　川 27日

清　水 24日 寺　田 6日、19日
水　野 20日 庄　司 19日、24日

芝 6日 呼吸器・血管外科 湖　東 30日
山　内 30日 精 神 科 長谷川 25日
池　田 20日 形 成 外 科 置　塩 13日、27日
中 村翔 16日 産 婦 人 科 大　田 26日
杉　本 18日 眼 科 山　田 27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。


