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Face to Face, Heart to Heart

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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「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

ホームページ http://www.tch.toyama.toyama.jp/　がん何でも相談室：メールアドレス shien@tch.toyama.toyama.jp

　腎臓内科では高血圧、腎炎やネフローゼなどの糸球体疾患や尿細管疾患、電解質異常、急性および
慢性腎不全、関節リウマチ、SLE、強皮症、皮膚筋炎などの膠原病の診断と治療を行っています。ま
た、年間30～35例の透析導入（うち腹膜透析9～12例）を行っています。

診
療
科
紹
介 腎臓内科の紹介腎臓内科の紹介

　年間30例前後の腎生検を施行し、腎疾患の早期診断に努め、糸球体腎炎で最多のIgA腎
症に対しては、適応例には扁桃摘出・ステロイドパルス療法を行っています。透析導入原
因疾患の第４位である多発性嚢胞腎に対しては、近年ガイドラインで推奨されているトル
バプタン治療を７例の患者さんに行い、良好な治療効果を認めています。また、CKD地
域連携パスで100例以上のCKD患者さんにおいて地域のかかりつけ医の先生方、栄養士、
腎不全専門看護師と密に連携を行い、チームでCKD診療にあたっています。

メンバー
　石田院長、大田腎臓内科部長、山内医長、倉田医師、玉井医師の５名体制で診療を行っ
ています。　

Brand-new topic
ブランニュー  トピック

左から 玉井医師、山内医長、大田部長、倉田医師

月の休診日２

※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　TEL076-422-1112（代）内線2168までお問い合わせください。

内科
樋上
蓑内
寺﨑 靖
清水
水野
中村 翔
多田
外科・消化器外科・乳腺外科
泉
吉川
寺田

整形外科・関節再建外科　　
澤口
重本
岩井
山室
形成外科 　
置塩　
泌尿器科　
児玉
歯科口腔外科　　
寺島
健康管理科　
荒屋

13日 
  2日
  9日
21日
26日（午後）
21日
27日

15日
  5日、6日、7日、9日
22日

  2日、16日、23日 
14日、16日  
  1日、  2日、23日
16日

16日

22日、23日

22日、23日

23日、26日、27日

編集後記 　本格的な冬の到来に合わせて、インフルエンザや感染性胃腸炎が流行してくる時期がやっ
てきました。我が家も早速そのあおりを受け、保育園児の息子が吐き・くだし、今度は嫁に

感染。二人とも復調しホッとしたのは束の間、今度は嫁が単独でインフルエンザに突入し、ダウン。その間私は唯
一の〝無傷〟（ なんだか複雑… ）
　昔から「○○は、風邪をひかない」などと言われますが、私は人一倍手洗い・うがいを心掛け、衛生管理には努
めている方だと思っているので、その効果の表れであることを信じています。
　みなさんも手洗い・うがいはこまめに行い、流行性疾患の予防に努めましょう。 （放射線技術科　藤井　勇人）

　研修医の東海竜太朗です。自身の話にはなりますが、もう少しで市民病院での２年間の研修が終わり、来年度か
らは、消化器外科の道に進むことに決めました。外科と言えば、最近「ドクター X」などの医療ドラマが人気があ
ります。自分もドラマを見て最終回での大門未知子のセリフで「外科医の手術色は最初のトレーニングで決まる。
どれほどの熱意を持って手術を学ぶか、どれほど上手い外科医の手術をみるか。川の水が流れるように基本手技を
反復し、美しい最終術野を作る。そして１番大事な
のは、どんなに厳しい手術でも決して患者を見捨て
ないこと。」という言葉が印象に残っています。私自身、
医師としての最初の２年間に市民病院の外科の先生
方のトップレベルの技術、手術を含め全てのことに
全力を尽くすストイックな姿勢を見て学ぶことができ、
この病院で研修できて本当に良かったと感じており
ます。これから、外科医として初心を忘れず、医師
免許がなくてもできることも含め、失敗しないように
全力で頑張っていきたいと思います。今後とも宜し
くお願いいたします。　　　　（写真右端：東海医師）

作・病院ボランティア 篠崎佳子

研修医のひとりごと



32

２. 内科ＣＰＣ
　　今月の開催はありません

３. 緩和医療委員会 学習会
日時：２月13日（火）17：45～ 18：45
場所：看護外来
●テーマ： 放射線療法を受けている人の看護
●講　師： 放射線治療専従看護師　宮川　由香

４. 医療機器研修会
今月の開催はありません。

５. 糖尿病研究会定例学習会　
日時：２月８日（木）17：45～18：30
場所：看護外来 
●テーマ：症例検討会
●講　師：糖尿病療養指導士

６. 感染予防対策学習会　
今月の開催はありません。

７. 接遇力向上研修会（体験学習）　
日時：２月５日（月）13：15～16：00
　　　２月22日（木）13：15～16：00
場所：講堂
●テーマ：レジリエンスについて
●講　師：接遇向上委員会　委員長　置塩　良政

８. 褥瘡対策学習会
日時：２月23日（金）17：45～19：00
場所：集団指導室
●テーマ：①創傷の予防と治癒のための栄養管理
　　　　　②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：①管理栄養士　小澤　佳恵
　　　　　②薬剤師　石原　章奈　　

９. ＮＳＴ学習会
日時：２月26日（月）17：30～19：00
場所：講堂
●テーマ：肝疾患の栄養管理（LES・BCAA・尿素サイクル）
●講　師：消化器内科医師　上山本　伸治　

10. 看護研修
《衛星研修S-QUE Eナース》　　　
（１）日時：２月14日（水）17：30～18：30
　　 場所：看護外来
　　 ●テーマ： 患者の声にならない訴えを看る～糖尿病

（２）日時：２月28日（水）17：30～18：30
　　 場所：看護外来
　　 ●テーマ： 症状別フィジカルアセスメントを極める～胸痛

《衛星研修S-QUE 新特別企画》　　
日時：２月２日（金）17：30～19：00
場所：看護外来
●テーマ：医療の安全に関する研修
　　　　　安全・安心な医療のためのコンフリクト・マネジメント 

研修・講演・勉強会のご案内〈２月分〉
１. 地域連携・開放型病床症例検討会

２月２月 日時：２月13日（火）19：00～ 20：15
場所：当院３階　講堂　

　　

日時：平成30年３月13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）形成外科　　　　　　
　　　②症例検討　　　　２例（皮膚科・消化器内科）

１）ミニレクチャー 『アロマターゼ阻害薬と骨粗鬆症』　産婦人科　長谷川　徹　

２）症例検討　2例　（１）著明なリンパ管侵襲を伴ったスキルス型上行結腸癌の1例
　　　　　　　　　　　　　                                 紹介医：富山県健康増進センター　草島　義徳 先生
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　消化管外科　倉田　徹、寺田　逸郎

　　　　　　　　　　（２）変形性膝関節症に対する高位脛骨骨切り術を施行した1例
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　整形外科　藤田　健司

閉経後では卵巣からのエストロゲン分泌がなくなりますが、
副腎からのアンドロゲンが末梢組織のアロマターゼによりエ
ストロゲンに変換され分泌されます。アロマターゼ阻害薬
（ＡＩ）はこれに作用し乳がん細胞の増殖を抑制しますが、
骨塩量減少が懸念され乳がん診療ガイドラインでは骨密度測
定などが推奨されています。今回、外科から紹介され当科通
院中の乳がん術後のAI使用患者49名ついて検討しました。
その結果、骨密度は約６割の人が低値でした。骨吸収マー

カーTRACP-5b測定では約８割が吸収亢進状態であり、25
（OH）ビタミンDは全員が低値、すなわちビタミンD欠
乏・不足状態でした。このうちビスフォスフォネート製剤な
どで治療をした13名では骨密度の有意な上昇がみられまし
た。症例数は少ないですがこれらの骨粗鬆症治療薬がAI使用
患者に対しても有用であると思われました。

AI使用患者では骨粗鬆症に注意し、骨密度などの測定と適
切な治療が必要と思われました。 

予告予告

17 時以降にもC T検査を承ります17 時以降にもC T検査を承ります
　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。

　時間外CT検査のお支払い額は、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。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。

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

２．実施日時　月～金曜日（土日祝祭日除く）17：20～18：20

《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までお寄せください。

※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。

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】）

１割負担 ３割負担
成人

C   T
2,280円 6,850円

第３回 地域連携病院担当医対象
エコーハンズオンセミナー（腹部編）

日時 平成30年３月４日（日）14：00～16：30
場所 富山市民病院　集団指導室（３階）

　腹部エコーは腹部疾患の診療に欠かせない検査の１つですが、場合によっては描出が難しく、エコー
では評価し難い状況にしばしば遭遇します。腹部の様々な臓器の中でも、特に「膵臓」はエコー検査を
行う上で、描出や解釈に苦手意識が伴いやすいです。今回は、膵疾患のエコー像を交えて、膵臓の走査
法や評価ポイントについてお話しします。

１）ミニレクチャー：「膵臓にまつわるエコーのはなし」
２）エコーハンズオン～膵臓を中心に～
　　 ※ハンズオンは希望制です。希望される方は事前に申し出て下さい。
　　　（見学は自由です）
　　 ※当日要望がありましたら、腹部領域以外のエコーも可能です。

ふれあい地域医療センター　TEL：076-422-1112（代）内線2103　FAX：076-422-1154（直）

●参加をご希望の方、ハンズオンをご希望の方は、ふれあい地域医療センターまでご連絡ください。
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２. 内科ＣＰＣ
　　今月の開催はありません

３. 緩和医療委員会 学習会
日時：２月13日（火）17：45～ 18：45
場所：看護外来
●テーマ： 放射線療法を受けている人の看護
●講　師： 放射線治療専従看護師　宮川　由香

４. 医療機器研修会
今月の開催はありません。

５. 糖尿病研究会定例学習会　
日時：２月８日（木）17：45～18：30
場所：看護外来 
●テーマ：症例検討会
●講　師：糖尿病療養指導士

６. 感染予防対策学習会　
今月の開催はありません。

７. 接遇力向上研修会（体験学習）　
日時：２月５日（月）13：15～16：00
　　　２月22日（木）13：15～16：00
場所：講堂
●テーマ：レジリエンスについて
●講　師：接遇向上委員会　委員長　置塩　良政

８. 褥瘡対策学習会
日時：２月23日（金）17：45～19：00
場所：集団指導室
●テーマ：①創傷の予防と治癒のための栄養管理
　　　　　②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：①管理栄養士　小澤　佳恵
　　　　　②薬剤師　石原　章奈　　

９. ＮＳＴ学習会
日時：２月26日（月）17：30～19：00
場所：講堂
●テーマ：肝疾患の栄養管理（LES・BCAA・尿素サイクル）
●講　師：消化器内科医師　上山本　伸治　

10. 看護研修
《衛星研修S-QUE Eナース》　　　
（１）日時：２月14日（水）17：30～18：30
　　 場所：看護外来
　　 ●テーマ： 患者の声にならない訴えを看る～糖尿病

（２）日時：２月28日（水）17：30～18：30
　　 場所：看護外来
　　 ●テーマ： 症状別フィジカルアセスメントを極める～胸痛

《衛星研修S-QUE 新特別企画》　　
日時：２月２日（金）17：30～19：00
場所：看護外来
●テーマ：医療の安全に関する研修
　　　　　安全・安心な医療のためのコンフリクト・マネジメント 

研修・講演・勉強会のご案内〈２月分〉
１. 地域連携・開放型病床症例検討会

２月２月 日時：２月13日（火）19：00～ 20：15
場所：当院３階　講堂　

　　

日時：平成30年３月13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）形成外科　　　　　　
　　　②症例検討　　　　２例（皮膚科・消化器内科）

１）ミニレクチャー 『アロマターゼ阻害薬と骨粗鬆症』　産婦人科　長谷川　徹　

２）症例検討　2例　（１）著明なリンパ管侵襲を伴ったスキルス型上行結腸癌の1例
　　　　　　　　　　　　　                                 紹介医：富山県健康増進センター　草島　義徳 先生
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　消化管外科　倉田　徹、寺田　逸郎

　　　　　　　　　　（２）変形性膝関節症に対する高位脛骨骨切り術を施行した1例
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　整形外科　藤田　健司

閉経後では卵巣からのエストロゲン分泌がなくなりますが、
副腎からのアンドロゲンが末梢組織のアロマターゼによりエ
ストロゲンに変換され分泌されます。アロマターゼ阻害薬
（ＡＩ）はこれに作用し乳がん細胞の増殖を抑制しますが、
骨塩量減少が懸念され乳がん診療ガイドラインでは骨密度測
定などが推奨されています。今回、外科から紹介され当科通
院中の乳がん術後のAI使用患者49名ついて検討しました。
その結果、骨密度は約６割の人が低値でした。骨吸収マー

カーTRACP-5b測定では約８割が吸収亢進状態であり、25
（OH）ビタミンDは全員が低値、すなわちビタミンD欠
乏・不足状態でした。このうちビスフォスフォネート製剤な
どで治療をした13名では骨密度の有意な上昇がみられまし
た。症例数は少ないですがこれらの骨粗鬆症治療薬がAI使用
患者に対しても有用であると思われました。

AI使用患者では骨粗鬆症に注意し、骨密度などの測定と適
切な治療が必要と思われました。 

予告予告

17 時以降にもC T検査を承ります17 時以降にもC T検査を承ります
　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。

　時間外CT検査のお支払い額は、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。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。

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

２．実施日時　月～金曜日（土日祝祭日除く）17：20～18：20

《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までお寄せください。

※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。

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】）

１割負担 ３割負担
成人

C   T
2,280円 6,850円

第３回 地域連携病院担当医対象
エコーハンズオンセミナー（腹部編）

日時 平成30年３月４日（日）14：00～16：30
場所 富山市民病院　集団指導室（３階）

　腹部エコーは腹部疾患の診療に欠かせない検査の１つですが、場合によっては描出が難しく、エコー
では評価し難い状況にしばしば遭遇します。腹部の様々な臓器の中でも、特に「膵臓」はエコー検査を
行う上で、描出や解釈に苦手意識が伴いやすいです。今回は、膵疾患のエコー像を交えて、膵臓の走査
法や評価ポイントについてお話しします。

１）ミニレクチャー：「膵臓にまつわるエコーのはなし」
２）エコーハンズオン～膵臓を中心に～
　　 ※ハンズオンは希望制です。希望される方は事前に申し出て下さい。
　　　（見学は自由です）
　　 ※当日要望がありましたら、腹部領域以外のエコーも可能です。

ふれあい地域医療センター　TEL：076-422-1112（代）内線2103　FAX：076-422-1154（直）

●参加をご希望の方、ハンズオンをご希望の方は、ふれあい地域医療センターまでご連絡ください。
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れんけいれんけい とと支援支援
地域医療支援病院 富山市民病院

Face to Face, Heart to Heart

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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「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

ホームページ http://www.tch.toyama.toyama.jp/　がん何でも相談室：メールアドレス shien@tch.toyama.toyama.jp

　腎臓内科では高血圧、腎炎やネフローゼなどの糸球体疾患や尿細管疾患、電解質異常、急性および
慢性腎不全、関節リウマチ、SLE、強皮症、皮膚筋炎などの膠原病の診断と治療を行っています。ま
た、年間30～35例の透析導入（うち腹膜透析9～12例）を行っています。

診
療
科
紹
介 腎臓内科の紹介腎臓内科の紹介

　年間30例前後の腎生検を施行し、腎疾患の早期診断に努め、糸球体腎炎で最多のIgA腎
症に対しては、適応例には扁桃摘出・ステロイドパルス療法を行っています。透析導入原
因疾患の第４位である多発性嚢胞腎に対しては、近年ガイドラインで推奨されているトル
バプタン治療を７例の患者さんに行い、良好な治療効果を認めています。また、CKD地
域連携パスで100例以上のCKD患者さんにおいて地域のかかりつけ医の先生方、栄養士、
腎不全専門看護師と密に連携を行い、チームでCKD診療にあたっています。

メンバー
　石田院長、大田腎臓内科部長、山内医長、倉田医師、玉井医師の５名体制で診療を行っ
ています。　

Brand-new topic
ブランニュー  トピック

左から 玉井医師、山内医長、大田部長、倉田医師

月の休診日２

※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　TEL076-422-1112（代）内線2168までお問い合わせください。

内科
樋上
蓑内
寺﨑 靖
清水
水野
中村 翔
多田
外科・消化器外科・乳腺外科
泉
吉川
寺田

整形外科・関節再建外科　　
澤口
重本
岩井
山室
形成外科 　
置塩　
泌尿器科　
児玉
歯科口腔外科　　
寺島
健康管理科　
荒屋

13日 
  2日
  9日
21日
26日（午後）
21日
27日

15日
  5日、6日、7日、9日
22日

  2日、16日、23日 
14日、16日  
  1日、  2日、23日
16日

16日

22日、23日

22日、23日

23日、26日、27日

編集後記 　本格的な冬の到来に合わせて、インフルエンザや感染性胃腸炎が流行してくる時期がやっ
てきました。我が家も早速そのあおりを受け、保育園児の息子が吐き・くだし、今度は嫁に

感染。二人とも復調しホッとしたのは束の間、今度は嫁が単独でインフルエンザに突入し、ダウン。その間私は唯
一の〝無傷〟（ なんだか複雑… ）
　昔から「○○は、風邪をひかない」などと言われますが、私は人一倍手洗い・うがいを心掛け、衛生管理には努
めている方だと思っているので、その効果の表れであることを信じています。
　みなさんも手洗い・うがいはこまめに行い、流行性疾患の予防に努めましょう。 （放射線技術科　藤井　勇人）

　研修医の東海竜太朗です。自身の話にはなりますが、もう少しで市民病院での２年間の研修が終わり、来年度か
らは、消化器外科の道に進むことに決めました。外科と言えば、最近「ドクター X」などの医療ドラマが人気があ
ります。自分もドラマを見て最終回での大門未知子のセリフで「外科医の手術色は最初のトレーニングで決まる。
どれほどの熱意を持って手術を学ぶか、どれほど上手い外科医の手術をみるか。川の水が流れるように基本手技を
反復し、美しい最終術野を作る。そして１番大事な
のは、どんなに厳しい手術でも決して患者を見捨て
ないこと。」という言葉が印象に残っています。私自身、
医師としての最初の２年間に市民病院の外科の先生
方のトップレベルの技術、手術を含め全てのことに
全力を尽くすストイックな姿勢を見て学ぶことができ、
この病院で研修できて本当に良かったと感じており
ます。これから、外科医として初心を忘れず、医師
免許がなくてもできることも含め、失敗しないように
全力で頑張っていきたいと思います。今後とも宜し
くお願いいたします。　　　　（写真右端：東海医師）

作・病院ボランティア 篠崎佳子

研修医のひとりごと


