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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Toyama City Hos
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本年4月から院長代行に就任しました。これは今年度から新たに設けられた
職種です。昨年4月から富山市民病院が地方公営企業法の全部適用となり、泉
院長が病院事業管理者と院長を兼務しています。病院事業管理者は病院事業

全般を預かる特別職として、院長と協働して病院事業を運営していく立場に

あるわけです。今年は、富山市総合計画後期の開始年であり、また、病院経

営改善計画の第2期3年間も始まりました。さらに年度末には日本病院機能評
価機構の機能評価受審が控えており、短期的なことから中長期的なことまで

数多くのことをしなければなりません。そのため一人二役は業務量が多く、

院長業務を代行する職種が必要となり院長代行が設けられました。

今年の病院のキーワードは「整理・整頓」です。「整理は不必要なものを捨

てる。整頓はあるべき所に置く」といった意味であり、製造業で見かける５

S活動の最初の２つになります。現在は病院の業務や情報の整理をすること

から手をつけています。院内LANで運用しているグループウェアソフトを更

新して文書管理を見直すこと、病院の組織図を作り直すこと、病院のマネジ

メントツールであるバランスト・スコアカード（BSC）のフォーマットを見

直すことなどです。

さて、院長代行は英語で何と言うのか？　ふと思いついたが「仙石由人政

調会長代行」でした。彼のホームページを見ましたが英語表記はなく、仕方

がないので彼に関する記述を米国のGoogleで検索して見つけたのがacting

～と言う表現でした。「～を代行する」とか「事実上の」という意味合いがあ

るそうです。

院長代行として、病院事業管理者が考える「地域医療がより良いものにな

るために市民病院が果たすべき役割」が実現できるように職員共々努力して

いきますので、今後ともよろしくお願いします。

石田　陽一院長代行

「院長代行」に就任して
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研修・講演・勉強会のご案内 ７月分

１．地域連携・開放型病床症例検討会
日時：７月10日（火） 19：00～20：15 場所：当院３階　講堂

①ミニレクチャー：「アンチエイジング医療について～メスなしでどこまでできるか～」
形成外科 置塩　良政

吉本レディースクリニック　美容皮膚科 佐藤　典子

7月

日時：8月14日（火）19：00～20：15 場所：当院３階　講堂

ミニレクチャー：「小児の気管支喘息～ガイドライン2012に基づく急性発作への対応～」
小児科 柴田　　幸

ここ数年、美容医療が目覚しい拡大を見せ、富山でも
「プチ整形」という言葉で雑誌やＴＶなどのマスメディア
で紹介されるようになっています。特に、「手軽に」「罪
悪感無く」「手術以外の方法で」行うことが出来るいわゆ
る「アンチエイジング医療」が注目されるようになって
きました。
美容目的で皮膚科・美容皮膚科・形成外科を受診する患
者の中で、30代後半から60代のかけての、アンチエイジ
ングに興味を持つ患者の訴えを大別すると、①しみ、そ

ばかす、顔全体のくすみを取りたいといった「美白」を
目的とするもの、②眉間、ほうれい線のしわを取りたい
といった「しわとり」を目的とするもの、③フェイスラ
インをすっきりさせたい、頬のたるみを取りたいといっ
た「たるみ引き締め」を目的とするもの、の3つがありま
す。
今回はこれらの訴えの患者に対して実際にどのような治
療が行われているかについて紹介いたします。

8月

②症例検討
1）『ドレナージのみで寛解となったHHV-8-unrelated HIV-negative 

primary effusion lymphoma-like lymphomaの3例 』
血液内科 寺崎　　靖

2）『卵巣腫瘍と鑑別が困難であった子宮筋腫の1例 』
（紹介医）泉小児科医院　泉　紀子先生　産婦人科　三輪　正彦、長谷川　徹

大田　　悟、山西久美子

２．院内医療機器研修会
日時：7月3日（火）17：45～18：15
場所：集団指導室
○テーマ 「シリンジポンプのリスクについて」
○講　師　当院臨床工学技士　島崎　哲弥

３．透析看護認定看護師
公開講座

日時：7月4日（水）17：45～　
場所：集団指導室
○テーマ　バスキュラーアクセスについて

Ⅰ（シャント作成から管理まで）
○講　師　 透析看護認定看護師　松木　理浩

４．糖尿病研究会定例学習会
日時：7月5日（木）17：30～　
場所：集団指導室
○テーマ　糖尿病の治療
○講　師　内分泌内科医師　高櫻　明子

５．緩和医療委員会　学習会
日時：7月10日（火）18：00～19：00
場所：集団指導室
○テーマ 「看取りでの家族ケア

－ケースを通して－」
○講　師　ターミナルケアエキスパートナース

長谷川 志伸、清水 好志美

６．接遇講演会
日時：7月11日（水）17：30～　
場所：講堂
○テーマ 「接遇の基本マナー」
○講　師　北陸銀行研修担当チーフアドバイザー

田嶋　順子先生　

７．第1回富山老人保健福祉圏域
地域リハビリテーション研修会

日時：7月12日（木）17:30～19：00
場所：講堂
○テーマ 「高齢者の口腔ケア・摂食嚥下

リハビリテーション」
○講　師　富山市太田口通り　小林歯科医院

歯科医師　小林　岳志先生



3

《現任教育》
日時：7月3日（火）13:30～16:40
場所：講堂
○テーマ　「ケースマネージメント

マネージメント」

日時：7月12日（木）①13：30～15：00
②15：10～16：10

場所：講堂
○テーマ　「①リーダーシップ　②教育方法」

日時：7月20日（金）13：30～15：00
場所：講堂
○テーマ　「教育原理・管理・評価」

《衛星研修S－QUE Eナース》
日時：7月4日（水）17：40～18：50
場所：講堂
○テーマ　「心電図モニター管理の実践編」

基礎

日時：7月18日（水）17：40～18：50
場所：講堂
○テーマ　「アセスメント能力が向上する

検査データの見方」 応用

《衛星研修S－QUE 特別企画》
日時：7月27日（金）17：00～19：00
場所：講堂
○テーマ　「病院環境フォーラム´12札幌

『病院機能評価Ｖer．7.0のポイント
と対応策』」

８．乳腺術後検討会
日時：7月17日（火）16：00～　
場所：病理検査室
対象：医師、臨床検査技師、放射線技師、他
＊毎月、2～3症例の手術症例検討をおこなって、エ
コー・細胞診・病理組織・マンモグラフィーなど
より深く検討していく方針です。
＊日時が変更になる場合がありますので、参加希望
の方は事前にご連絡ください。

９．ＮＳＴ学習会
日時：7月23日（月）18：00～19：00
場所：講堂
○テーマ 「 経腸栄養剤の種類と選択」
○講　師　管理栄養士

10．褥瘡対策学習会
日時：7月27日（金）17：45～18：45
場所：集団指導室
○テーマ 「チームとしての褥瘡対策と診療報酬」
○講　師　皮膚排泄ケア認定看護師 関口　聡子

11．看護研修
《第4回　看護研究サポート》（看護研究研修会）
日時：7月18日（水）17：45～19：00
場所：集団指導室
○テーマ 「統計処理の実践」

《新任看護職員研修》
日時：7月6日（金）13：30～17：00
場所：講堂
○テーマ 「救急蘇生法（講義・実技）」

先着5名とさせていただきます 研修の横に対象となる職種マークをつけました。お気軽にお越し下さい。

医師 看護師
保健師

介護支援
専門員

リハビリ ケアに関わる
スタッフ
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《連載企画》診療所・病院・施設訪問○87 医療法人社団白雲会　呉陽病院

今回は「医療法人社団白雲会　呉陽病院」を訪問させていただきました。

訪 問 記
5月も終わろうとする30日水曜日の午後、「医療法人社団白雲会
呉陽病院」を訪問させていただきました。
ファミリーパークの北側、隣は呉羽梨の梨畑が続くという環境
に、チョコレート色を基調とする瀟洒な病院が近づいてきました。
正面玄関から中に入ると、天井の高い、採光の明るいロビーに、
待合室。周りを見回すと、オープンカフェのようにしつらえらえ
た中庭。座ってゆっくりしていきたいなあと思わず考えていまし
た。
呉陽病院は、もともと、1966年に開設された呉羽神経サナトリ
ウムを前身とし133床で診療にあたっておられました。1999年に、
精神障害者社会復帰施設、あすなろセンターを開設して、精神障
害者が社会の中で生活していく後援者の役割を果たしてこられま
した。その呉羽神経サナトリウムの隣に、2006年に新築移転し、
名前までも一新されたのが呉陽病院です。
呉陽病院では、心療内科、精神科、内科を標榜されて、3人の

常勤医の先生方で、外来診療、118床の入院診療、デイケア患者
さんの診療を行っておられます。お話をうかがわせていただいた
院長の小林寿夫先生は、そのようなことはかけらも感じさせられ
ませんでしたが、さぞやお忙しいことと推察されました。

1階の外来棟から、2階、3階の入院棟へと案内していただいた
のですが、第一印象は、病室が広いということでした。何か細工
がしてあるのではないかと思うほどベッドとベッドの間がゆった
りとしていました。三角形の建物の形を生かして、中心に三角形
のスタッフステーション、スタッフステーションをぐるりと取り
囲むように病室、デイルームが配置されて、廊下をまっすぐに歩

いていると自然に病棟を一周してしまう、どの方向にも目配りの効いた面白
くも機能的な設計に興味がそそられました。慢性期の患者さんが多いとのこ
とでしたが、患者さんの医療と生活を支えていくために、医師よりも数の多
い精神保健福祉士や作業療法士の方が活動しておられました。
呉陽病院と当院とは、当院よりの数多くの転院を受け入れていただいてい
ると同時に、平成23年度に20人の身体合併症を生じた患者さんが当院の救急
受診をしています。今後も、呉陽病院と当院との関係が暖かく発展していく
ことを考えながら帰途につきました。 文責：精神科医師 西田公彦

名　　　　称 医療法人社団　白雲会　呉陽病院

月～土曜日　診療時間　午前9：00～12：00、午後13：30～17：00
（初診　～16：30）
木曜・日曜・祝日　休診

精神障害社会復帰施設『あすなろセンター』

外来診察日･時間

富山県富山市野口南部126住　　　　所

小林　寿夫 先生（病院長）医 師

精神科・心療内科・内科標 榜　 科

関連施設

精神科病院施設区分

全118床（精神科病床）病床数

小林　寿夫先生

小林先生とスタッフの皆さん

呉陽病院前景

中庭
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皮膚・排泄ケア認定看護師は、Wound（創傷ケ
ア）、Ostomy（オストミーケア）、Continence
（失禁ケア）の3つの領域を担っています。Wound
（創傷ケア）は、健常な皮膚の維持や創傷の治癒促
進を図るためのスキンケア、Ostomy（オストミー
ケア）は、ストーマ造設術を受ける方の局所管理と
日常生活のアドバイスや援助など、Continence
（失禁ケア）は、尿・便失禁に伴う問題に関するケ
アです。3つの領域に分けられますが、それぞれス
キンケアという部分でつながっており、皮膚障害の
リスクの高い脆弱な皮膚が健康を保つことを目標に
取り組んでいます。
主な活動は、褥瘡予防のための褥瘡ハイリスク患
者さんのラウンド、褥瘡保有している患者さんのラ
ウンド、ストーマ相談窓口でのケアや相談、患者会
での相談、院内の褥瘡対策学習会やスキンケア学習

会の企画・運営、院外への出前講座などです。
今年度の診療報酬改定によって、褥瘡対策は出来
ていて当たり前なものになっています。正しいアセ
スメント・それに基づく計画・ケアの徹底に努め、
褥瘡の予防に取り組まなければなりません。
毎月第4金曜日17：45～の褥瘡対策学習会には、

地域の医療機関からもたくさんの参加をいただいて
います。7月のテーマは、“チームとしての褥瘡対策
と診療報酬”です。褥瘡の活動について、および自
分たちが行っているケアの診療報酬について考えて
みましょう。また、毎日のケアで悩んだときなどは、
学習会参加の機会等を利用して是非相談してくださ
い。

皮膚・排泄ケア認定看護師 関口　聡子
皮膚・排泄ケア認定看護師　青木かずみ

・ストーマケアの基礎知識
・高齢者の皮膚とスキンケア
・褥瘡対策
・胃瘻周囲のスキンケア

■ 出前の講座名　例

緩和ケア病棟は、病床数に限りがある為入院を希望される患者さんにすぐに入院してもらうことはでき
ないのが現状です。患者さんを適切な時期に紹介していただき必要な時期に十分な緩和ケアを提供したい
と考え、緩和ケア病棟の入院までの手順について書かせていただきます。
緩和ケア病棟への入院のためにはまず入院相談を行ってもらう必要があります。院外からの紹介の場合

はふれあい地域医療センターを通して予約をとっていただき火曜、木曜の午後に入院相談を受けていただ
きます。その時はご家族だけの来院でもかまいません。入院相談を行った後、患者さん・ご家族が緩和ケ
ア病棟への入院を希望された時点で入院待ちとさせていただきます。病棟
に空きがでましたら入院となりますので、基本的に紹介元の施設で引き続
きの加療をお願いしています。
入院相談の予約をしてから入院していただくまで1カ月以上かかる場合

もあります。緩和ケア病棟への入院相談は病名告知や生命予後、相談の時
点で抗がん剤などの積極的な治療を行っているかなどは問いません。早め
に入院相談をしていただけると入院待ちが少なく適切な時期の入院が可能
となります。
地域の先生方のご協力、ご支援をいただくことで、継ぎ目のない緩和ケ

アの提供が可能となります。今まで以上に施設間の密接な情報交換を行っ
ていきますので、患者さんの紹介や不明な点などありましたらお気軽に当
科に問い合わせてください。よろしくお願い申し上げます。

緩和ケア内科　舩木　康二郎

病院ボランティア
篠崎　佳子
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■ 開 催 日：毎週月～金曜日　13：30～14：15
２週間で１サイクル

■ 担 当 者：【月】医師　【火】看護師
【水】１週目が検査技師　２週目が理学療法士
【木】薬剤師
【金】栄養士　２週目が食事会で申し込みと750円が
必要です

■ 開催場所：３階　集団指導室

富山市民病院では、糖尿病患者さんへ２週間の糖尿病

教育入院・糖尿病教室・糖尿病相談など、チーム医療を

中心としたさまざまな支援を行っています。

健康診断で糖尿病と指摘された方、症状がない方でも、

合併症を引き起こす前に知識を得て、正しい加療のため

に糖尿病教室・糖尿病相談をご利用ください。

糖尿病教室
（参加は自由です。食事会は予約が必要です。）

■ 開催日：偶数月の第４日曜日
・日本糖尿病協会より、月刊誌「さかえ」が配布されます。
・年間3000円の会費が必要です。

■ 内　容：座談会、松川での花見とウオーキング、ボーリング大会などを行なっています。

てん糖むしの会
（富山市民病院の糖尿病患者様の会です。申し込みは、内科外来まで連絡し
てください）

■ 開 催 日：毎週月～金曜日　9：30～10：00 ２週間で１サイクル
・糖尿病に関してのわかりやすいビデオです。
・アドバイザーとして看護師が同席しています。

■ 開催場所：東病棟８階　相談室

糖尿病ビデオ学習
（糖尿病教育入院時に行っていますが、外来からの方も自由に参加できます）

■ 開 催 日：第１月曜日　第２水曜日　第４金曜日　：看護師（日本糖尿病療養指導士）
第３月曜日　　　　　　　　　　　　　：栄養士（日本糖尿病療養指導士）

■ 開催時間：13：30～15：45
■ 開催場所：内科外来

糖尿病相談
（予約が必要です）

※申し込み、お問い合せは、ふれあい地域医療センターまでご連絡ください。
TEL 076-422-1112（代表）／FAX 076-422-1154
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泉

福　島

月　岡

澤　口

五　嶋

寺　島

草　島

瀬　川

医師不在のお知らせ 7月分

科　　　名 不　在　日 医 師 名 科　　　名 不　在　日 医 師 名

※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。

※外来担当日の休診のみ掲載

中　村

林

石　浦

大　田　

山　本

森　永

置　塩

９日、13日

27日

27日

10日、24日、26日

25日

10日

25日、26日、27日

内 科

形 成 外 科

外科・乳腺外科

整形外科・関節再建外科

歯 科

呼吸器・血管外科

９日、12日、26日

４日

10日

17日、20日、27日

18日、19日、20日

30日

23日、24日

17日

当院では、地域医療機関や施設のスタッフの
方々と共に学ぶ研修や学習会を積極的に開催して
います。また、より多くの方に学びの機会を提供
したいと思い、認定看護師やエキスパートナース
など専門知識を有する当院の職員が地域へ出向い
て研修を行う「出前研修」や市民の方対象の「出
前講座」も積極的に実施しています。23年度は
65ヶ所に出向き、延べ3,295名の参加をいただいて
おります。今後も地域医療支援病院として地域の
医療を支援する役割を十分に果たしていきたいと
考えておりますのでよろしくお願いいたします。

糖尿病管理／救急蘇生／感染管理／小児救急

医療安全／苦情対策／接遇看護記録

ターミナルケア／皮膚・排泄看護／透析看護

ＮＳＴ（栄養サポート）など

《出前研修・講演会内容例》

※その他、研修や講座の内容について不明な点やご要望につきま

しては、下記の担当にお問合せください。

＊出前研修に関するお問合せ
担当：看護部　古川　美和子
℡（代）076-422-1112 内線2011

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

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。

勤務等の都合で日中のCT検査が困難な方や、日中

の検査の混み具合によっては、時間外CT検査をご利

用いただきますようお願いいたします。

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。

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】）

CT

成人

1割負担 3割負担

2,220円 6,660円

※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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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

編集後記
２年前、自宅の庭に植えた紫陽花が、今年は花を咲かせています。自分で植えたというこ

ともあって、出勤・帰宅時にはとても気になり、冬には「こんなに枯れて大丈夫かな？」と
近づき、春には若葉を確認して「あ、ちゃんと育っているな」と安心し、日々の疲れを癒す
秘かな楽しみになっています。
近年、ワークライフバランスという概念が浸透しつつありますが、働く母である私を取り

巻く環境は、仕事においても、子育てにおいても四季の変化同様に厳しく、また優しくもあり
ます。花を咲かせた紫陽花に、自分の姿を重ね合わせながら、心の中にも素敵な花を育ててい
きたいなあ、と感じる今日この頃です。

ふれあい地域医療センター看護師 塩澤 まゆみ

手術滅菌管理科は、中央部門として「手術室」と

「滅菌材料室」の業務に分かれています。「手術室」

は、各診療科より提出された手術スケジュールの調整

を行い安全かつ円滑な手術遂行とそのための管理業務を行い、「滅菌

材料室」は、病院職員と委託業者の職員とが連携して滅菌業務を

行っています。

私たちは「安全な手術の提供」「良質な手術看護の提供｣｢魅力ある職場の提供｣を目標に、年間約3500
件の手術を、師長含め20名の看護師、看護助手1名、医療クラーク、委託業者職員で対応しています。ま
た、医師、看護師、臨床工学技士、放射線技師、薬剤師、検査技師など多くの職種でチーム医療が行わ

れています。時間外の緊急手術にも24時間体制で対応しています。
安全な手術を提供するには、事前準備が大切です。私たち手術室看護師は、手術を受けられる患者さ

んの不安を少しでも和らげ、安心して手術を受けていただくために、術前訪問を行っています。また術

前に執刀医や麻酔科医とコンタクトを取り、手術・麻酔方法を確認し、得られた情報の交換・共有をし

て手術準備を整えます。また手術後に術後訪問を行い、術中看護

の評価を次の看護に生かしています。

その他の手術室の取り組みとして①誤認防止②深部静脈血栓防

止 ③感染防止④体内遺残防止⑤低体温防止⑥安楽な体位に努めて

います。

専門的な知識と技術を駆使して手術が安全に行われ成功するこ

と、患者さんの安全安楽が十分に配慮された手術看護を提供でき

ることを常に思い、スタッフ一同がんばっています。

の紹介

今月は 手術室




