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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

消化器内科診療科紹介

♦消化器内科（8時 30分～ 11時 30分　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
消化器内科 水　野 上山本 山　田 樋　上 蓑　内

内視鏡センター
（午前）

蓑　内 水　野 上山本 蓑　内 上山本
山　田 山　田 水　野

　近年著しく増加している膵癌に対しては、原則として
超音波内視鏡下穿刺吸引法（ＥＵＳ－ＦＮＡ）による正
確な組織診断を行った上で治療方針を決定しています。
　また、原因不明の消化管出血や小腸疾患の診断に有
用なカプセル内視鏡検査も行っています。

《メンバー》
　現在の常勤医は、樋上義伸消化器内科部長、蓑内慶
次内視鏡内科部長、上山本伸治医長、水野秀城医長、
山田和俊医師の5名です。

消化器内科スタッフ紹介
（左から）左から山田和俊医師、水野秀城医長、

樋上義伸副院長（消化器内科部長）、上山本伸治医長、
稲垣慎吾臨床研修医

内視鏡センタースタッフ紹介
（前列左から）唐崎看護師、上山本伸治医長、蓑内慶次内視鏡内科部長、

森井医療助手、
（後列左から）野村看護師、水野秀城医長、藤井看護師、井下看護師、

中村看護師長、山田和俊医師、宮田看護師

Brand-new topic

　消化器内科では、年間1,000件を超える多数のご紹介を受けて、消化管・肝・胆・膵のあらゆる疾患の診療
に日々懸命にあたっています。消化器内視鏡件数は年間7,000件を超えますが、近年は内視鏡治療の割合が
急増しています。特に、上部・下部消化管出血の止血術、閉塞性黄疸に対する内視鏡的胆管ドレナージや胆道
結石除去術の増加が目立ち、緊急処置を行っていない日を見つけるのが難しいという状況です。また、各種の
早期癌に対しては、胃・大腸・食道癌に対する内視鏡的粘膜下層剥離術（ESD）や肝癌に対するラジオ波焼灼
術（RFA）など、患者さんに負担の少ない治療を積極的に行っています。
　これら個々の患者さんに対する治療の選択および検証は、内科医・外科医・放射線科医と病理医が集まって
行われる毎週の合同カンファレンス、月1回の消化器CPCおよびキャンサーボード等で、全員の話し合いのもと
に決定しているという点も、当院消化器グループの大きな特徴となっています。
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　　　　　日　時 ： 平成29年２月26日（日）　14：00～16：30
　　　　　場　所 ： 集団指導室（３階）
　　　　　対　象 ： 医師

　胃や大腸などの消化管は、超音波検査では「見えない」「診れない」ものとされていました。しかし近年、超音
波検査における消化管の走査法が次第に普及し、加えて超音波診断装置の機能が向上したことから、消化管エ
コーは現在の臨床の現場において欠かせないものとなっています。消化管エコーの習得には、時間と経験が必要
であるが、ちょっとしたコツで消化管が明瞭に描出できます。今回は消化管エコーの基本である「系統的走査法」
と「飲水法」を利用した消化管エコーをハンズオン形式でレクチャーします。
　　　　　１）ミニレクチャー：消化管エコーの現状
　　　　　２）消化管エコーハンズオン
　　　　　　　　　※個人指導となりますので、先着10名までとさせて頂きます。

・参加をご希望の方は、ふれあい地域医療センターまでご連絡ください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ふれあい地域医療センター（担当：石崎）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL：076-422-1112（代）　内線2103
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　FAX：076-422-1154（直）

『消化管エコーハンズオンセミナー』（初級）のご案内

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TEL：076-422-1112（代）　内線2103
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　FAX：076-422-1154（直）

　当院では、時間内のCT検査以外に 17時以降に検査を行う「時間外CT検査」を承っております。対
象となる患者さんと検査の実施日時は以下のとおりです。

１．対象
　　　１）造影の必要がない方
　　　２）画像やレポート等、検査結果のお渡しが翌日（週末であれば翌週）以降でも可能な方

※検査結果は郵送もしくは当院職員が紹介医療機関までお届けいたします。

２．実施日時
　　　月～金曜日（土日祝祭日除く）17：20～ 18：20

《時間外CT検査のお支払い額》
　日中の料金と変わりありません。当院は撮影部位にかかわらず定額としておりますので、下記の料金
表をご参照下さい。

《時間外ＣＴの利点》　
○勤務等の都合や日中のCT検査が困難な場合に利用していただけます。
○日中の検査の混み具合によっては、時間外CT検査のほうが早く予約をおとりできる場合があります。

　是非『時間外ＣＴ検査』をご利用くださいますようよろしくお願いいたします。　　　　　
　　　　　時間外CT検査のご予約やお問い合わせは、

ふれあい地域医療センター TEL076-422-1114（直通）までお寄せください。

～17時以降にもCT検査を承ります～

CT
成人

1割負担 3割負担
2,280 円 6,850 円

時間外CT撮影診断に伴う料金表
（CT撮影診断料＋初診料＋診療情報提供料【Ⅰ】）

※福祉医療券または、富山市在住の方で一部負担金助成該当者証をお持ちの方は無料になります。
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予告

２.内科CPC
　日時：2月14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
　日時：2月9日（木）17：45～18：30　
　場所：看護外来  
　　○テーマ 「糖尿病足病変について」
　　○講　師　内分泌代謝内科医師 家城　恭彦

４.接遇力向上研修会（体験学習）
　　富山市民病院接遇向上委員会では、医療人としての接遇力・コミュニ
ケーション能力の向上を目指し、接遇力向上研修会を開催しています。
　　つきましては、地域の医療機関の皆様にも参加していただきたく、ご
案内いたします。
　日時：第１回 2月６ 日（月）13：15～16：00
　　　　第２回 2月20日（月）13：15～16：00
　　　　※第１回、第２回とも同じ内容です。
　　　　※必ず開始５分前には受付を済ませ、着席してください。

　場所：講堂  
　　○テーマ 「～レジリエンスについて～」
　　○講　師　当院接遇向上委員会委員長 置塩　良政
　申込〆切：第1回 1月27日（金）
　　　　　　第2回 2月10日（金）
　　　　※各施設各回１～２名程度の参加でお願いします。
　　　　　飲み物は、ご自由に持参してください。

５.緩和医療委員会学習会
　日時：2月14日（火）18：00～18：45
　場所：看護外来
　　○テーマ 「がん患者の精神症状について」
　　○講　師　認知症看護認定看護師 高柳　佳忠

６.褥瘡対策学習会
　日時：2月24日（金）17：45～
　場所：集団指導室  
　　○テーマ 「褥瘡予防のスキンケア」
　　○講　師　看護師 宮田　美智子

７.NST学習会
　日時：2月27日（月）18：00～19：15
　場所：講堂  
　　○テーマ 「肝臓病と栄養管理」
　　○講　師　内科医師 上山本　伸治

８.感染予防対策学習会
　今月の開催はありません。

９.看護研修
　《衛星研修S-QUE　Eナース》
　日時：2月8日（水）17：40～18：40
　場所：3階会場
　　○テーマ：患者の声にならない訴えを看る
　　　　　　　～トータルアセスメント

　日時：2月22日（水）17：40～18：40
　場所：3階会場
　　○テーマ：症状別フィジカルアセスメントを極める
　　　　　　　～体温管理

　　　　２）症例検討（２例）
　　　　①「うっ滞性皮膚炎に対し手術を施行した1例」 呼吸器・血管外科　関　　功二
　　　　②「定位脳生検術によって悪性リンパ腫と診断がついた、小脳橋角部腫瘍の１例」
 紹介医：五福脳神経外科　富山サイバーナイフセンター　水野　英一先生　脳神経外科　山野　　潤

日時：平成29年3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　（担当）放射線診断科
　　　２）症例検討
　　　　　腎高血圧内科・泌尿器科の２例を予定しています。

　日本では急速な人口の高齢化が進み、現在では4人に１人
が65歳以上の高齢者となり、今後も高齢化率の上昇が続くと
見込まれています。年齢を重ねるにつれて、若い頃にはな
かった、さまざまな特有の変化が皮膚に現れてきます。このよ
うな皮膚の老化により発症する皮膚疾患が多いですが、全身
的な老化が関連する疾患、日常生活における活動性の低下や
生活環境の変化によって起こる疾患もあります。
　高齢者では、皮膚そう痒症や皮脂欠乏性皮膚炎などのか

ゆみを伴う皮膚疾患を発症することが多く、しばしば抗アレ
ルギー薬が投与されますが、それを使用する際には留意すべ
き点があります。また、高齢になるとさまざまな基礎疾患を
持つことが多いため、蜂窩織炎や帯状疱疹は一般に重症化し
やすく、皮膚癌、類天疱瘡、疥癬などは症状が進行すると治
療に難渋することがあります。このような早い段階で適切な
手当てを受けることが大切な高齢者の皮膚疾患についてお話
ししたいと思います。

１.地域連携・開放型病床症例検討会
　　　　日 時：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：「高齢者に多い皮膚疾患」 皮膚科　野村　佳弘

研修・講演・勉強会のご案内 2月分



4

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
　2017年が始まりました。雪のない始まりでしたが、時折見る雪をたっぷりいだいた
立山連峰の美しさに心が洗われ気持ちが引き締まります。
　昨年12月は、毎月の地域連携開放型症例検討会を拡大して開催したところ、73名の
院内外の先生方にご参加いただきました。また地域医療部主催の担当者交流会と四国産
業研究所所長の櫃本真聿先生の講演会を開催し、100名を超える方々にご参加いただき
ました。院内外の多職種連携が力強く根付いていることを実感しているところです。　
　今後もふれあい地域医療センターの一員として「顔の見える関係」そして「お互いを
理解し合える関係」がさらに強いものとなるよう自分自身も努力してまいりますのでど
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　石崎　華代

　　

　感染管理認定看護師は、他の医療従事者からみれば、
口うるさい小姑ぐらいの印象を持っている人が多いと思
います。忙しいのに「手指衛生をしろ」「ここをきれいにし
ろ」などと言ったりする、嫌な存在というイメージだと思い
ます。　
　本来の感染管理部門の活動目的は医療関連感染
を減少させることで、米国の疾病対策センター（CDC：
Centers for Disease Control and Prevention）が
行った調査、研究によって得られたエビデンスにより対策
をとることが多いです。
　しかし国による医療背景の違いも多く、日本独自のエ
ビデンスによる感染対策も取られています。その結果、近

年では手術部位感染、中心静脈ライン関連血流感染、尿
道留置カテーテル関連感染、人工呼吸器関連感染など
の発生率は大きく減少しました。CDCのデータでは中心
静脈ライン関連血流感染だけみても、ここ10年で発生率
は１／3以下まで減少しています。その他の医療関連感
染も同様に減少しています。
　このように感染管理部門に携わっている人々の地道な
活動で、医療関連感染は減少してきています。感染管理
部門は普段はあまり目立た
ないですが、医療関連感染
を減少させることで、患者
さんだけではなく、医療従
事者の労力とコストを減少
させ、病院経営にも貢献し
ています。

院内の専門職員の
ご紹介 平野　規久

　　感染管理認定看護師

作：病院ボランティア　篠崎　佳子

感染管理認定看護師は感染管理に
携わっていない

医師不在のお知らせ ２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 清　川 13日～15日 外科・消化器外科

乳 腺 外 科
寺　田 16日、17日

石　浦 3日 庄　司 23日、24日
蓑　内 10日 倉　田 16日
寺﨑靖 20日 整 形 外 科 ・

関節再建外科
澤　口 17日、24日

清　水 17日 五　嶋 23日
水　野 17日 岩　井 23日
米　澤 8日 産 婦 人 科 大　田 24日
白　石 10日 耳鼻いんこう科 辻 8日

精 神 科 西　田 14日、16日 歯科口腔外科 寺　島 22日～24日
呼吸器・血管外科 湖　東 27日、28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。


