
れんけいと支援　1

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

地域医療支援病院 富山市民病院
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　健康管理科では、ドック、各種健康診断および予防接種を
おこなっています。

診療科紹介

健康管理科 の紹介

　健診項目にある各検査は、それぞれの専門診療科により診断され、厳格に精度管
理がなされています。また転勤・留学等にともなうワクチン接種および診断書作成、
高齢者の肺炎球菌ワクチン接種も行ないます。
　健康診断の検査項目には、上／下部消化管内視鏡、腹部超音波などがあります。
オプション検査として、前立腺PSA検査、乳房マンモグラフィー検査、脳MRI/MRA
検査、血管脈波検査、頸動脈超音波検査等が行われています。特殊な検査として、サ
インポスト遺伝子検査、マイクロアレイ検査、PET検査も可能です。
　健康診断で疾患が疑われた時は、各診療科との連携により速やかに診断し、必要
であればただちに治療を行うことができます。この点が病院健康管理科の特長と思
います。

《メンバー》
　齋藤真実健康診断部主任部長、林茂病棟診療部長、中村裕行医師、堀江章彦医師
で診療を行っています。

ブランニュー トピック Brand-new topic

左から堀江医師、齋藤健康診断部主任部長、中村医師
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研修・講演・勉強会のご案内

１．地域連携症例検討会　※８月の開催はありません。

予告
平成30年9月11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）消化器内科　水野秀城
　　　②症例検討　2例（外科、耳鼻いんこう科・頭頸部外科）

2．内科ＣＰＣ　
今月の開催は、ありません。

3．緩和医療部会学習会
日時：8月7日（火）　17：45～19：00
場所：地域医療研修センター
　○内　容：テレビ会議システムを利用したがん看護
　　　　　　事例検討会

4．医療機器研修会
日時：8月28日（火）　17：45～18：15
場所：看護外来
　○テーマ：モニタの基礎と困ったときの対処法
　○講　師：臨床工学技士　高谷　和幸

5．糖尿病研究会定例学習会
　今月の開催は、ありません。

６．感染予防対策学習会
※すべて同じ内容です
日時：8月17日（金）　①15：00～15：35
　　　　　　　　　　　②17：30～18：05
　　　8月20日（月）　①12：15～12：50
　　　　　　　　　　　②15：00～15：35
　　　8月29日（水）　①12：15～12：50
　　　　　　　　　　　②17：30～18：05
場所：講堂
　○テーマ：AST活動について
　　○講　師：抗菌化学療法認定薬剤師　加藤　由香里

７．褥瘡対策学習会
日時：8月24日（金）　17：30～18：00
場所：集団指導室
　○テーマ：褥瘡対策用具の選び方
　○講　師：看護師　田谷　由美子

８．ＮＳＴ学習会
日時：8月6日（月）　17：30～19：00
場所：講堂
　○テーマ：在宅栄養管理、ポート管理について
　○講　師：まちなか診療所　医師 三浦 太郎先生

　日時：8月27日（月）　17：30～19：00
　場所：講堂
　○テーマ：呼吸器疾患（COPD・誤嚥性肺炎）の

栄養管理
　○講　師：山本内科医院　    医師 山本 宏樹先生

９．看護研修　
《看護補助者研修》※2回とも同じ内容です。
日時：8月6日（月）第1回目13：30～14：30
　　　　　　　　　 第2回目15：00～16：00
場所：講堂
内容：清潔援助（清拭、オムツ交換）
目的：看護補助者として必要な技術を習得する。
対象：看護補助者

《衛星研修S-QUE　Eナース》
※要予約
　ふれあい地域医療センターへご連絡ください。　
　（TEL　076-422-1112㈹　内線2989）
　⑴テーマ：看護師に知って欲しい感染対策最
　　　　　　前線
　　視聴期間：8月7日～8月31日
　⑵テーマ：検査値の見方に基づいた治療の指
　　　　　　針の理解
　　視聴期間：8月21日～9月14日

《衛星研修S-QUE　特別企画》
※要予約
　ふれあい地域医療センターへご連絡ください。
　（TEL　076-422-1112㈹　内線2989）
　○テーマ：これからの入退院支援、訪問看護を
　　　　　　考える
　　視聴期間：8月2日～9月28日 

8月分

作：病院ボランティア 
篠崎　佳子
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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

医師不在のお知らせ ※外来担当日の休診のみ掲載

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

※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。　TEL　076-422-1112（代）内線2168

　最近、マインドフルネスを始めました。マインドフルネス
とは「”今ここ”にただ集中している心のあり方」のことで、
私は呼吸に集中することで、今自分に起こっていることを判
断や批判なく、そのまま認識するマインドフルネス瞑想を試
しています。
　しかし、呼吸からすぐに意識が逸れて「あの患者さん、な
んであんな態度だったのだろう？」「今度の休みは何しよ
う？」など次々と雑念が浮かんできます。それでも、そんな

思いまでも「今・ここ」に訪れてくれた訪問者として迎え入
れて、それからまた呼吸に意識を戻せばよいそうですが…正
直なかなか難しいです。それでも毎日、実践しているうちに
何となく心が整ってくる気がします。
　みなさまも夏空に湧き上がる入道雲のように、心の中を流
れていく感情をありのまま受け止める時間を作ってみてはい
かがでしょうか？

ふれあい地域医療センター　社会福祉士　仙石  佳代

編集後記

8月

【日時】　平成30年9月9日 (日 )　14：00～16：30（途中入退室可）
【場所】　当院３階 　集団指導室
【内容】
①ミニレクチャー
　「パパッと心エコー　～エコーでわかる心臓の病気～」
　循環器疾患症状を訴えられる患者さんに対して、パッと心エコーを行う
ことで診断に有用な情報を簡単に得ることができます。心エコーが有用で
あった症例を実際の動画を用いてご紹介します。

②エコーハンズオン
　　～心エコーの基本走査を中心に～
　※ハンズオンは希望制です。希望される方は事前にお知らせくだ
　　さい。（ハンズオンの見学は自由です）
　※当日要望がありましたら、心臓以外のハンズオンも可能です。

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。
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）

第 4回　地域連携医療機関　医師対象

エコーハンズオンセミナー (心臓編 )

科　　　名 医  師  名 不　在　日 科　　　名 医  師  名 不　在　日

内 科

石　田 14日

呼吸器・血管外科

湖　東 23日
清　川 9日、28日、30日、31日 土　岐 14日
家　城 20日、21日、22日、23日 武　内 14日、16日
野　村 31日 嶋　田 28日
清　水 29日 麻 酔 科 高　木 17日
茶　谷 29日

精 神 科
長谷川 29日

牧　石 27日 伊　東 6日、7日、10日
橋　向 14日 西　田 14日、15日、16日
村　松 14日 形 成 外 科 宮　下 1日～3日(代診は大学医師)

外科・消化器外科
乳 腺 外 科

藤　村 30日、31日 皮 膚 科 野　村 15～17日
吉　川 20日、27日

泌 尿 器 科
児　玉 14日、15日、30日、31日

寺　田 2日 高　瀬 6日、7日
佐々木 14日

産 婦 人 科
三　輪 13日、14日

萩　野 10日 齋　藤 29日
脳 神 経 外 科 山　野 14日 長谷川 16日、17日

整 形 外 科・
関 節 再 建 外 科

澤　口 3日、14日、24日 小 児 科 橋　本 17日、22日、24日
五　嶋 2日 眼 科 山　田 1日、8日、9日、27日
重　本 3日、6日、8日、10日、24日 耳鼻いんこう科・頭頸部外科 加　藤 17日
藤　田 28日、29日

歯 科 口 腔 外 科
寺　島 3日
高　市 17日


