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１．建設の目的
富山市救急医療センターは、夜間や休日に初期救急医療を行うことを目的に昭和

48年に開設され、昭和53年に現在の丸の内に移転改築されて以来、富山市医師会が
市から委託され運営を行ってきました。
しかし、施設の老朽化、患者数の増加に伴う駐車場問題や近年の医療技術の高度

化、医療ニーズの多様化など様々な課題があり、これらの課題に対応するため当院
に併設して「富山市・医師会急患センター」が移転改築されました。

２．建設場所と連携体制
富山市・医師会急患センターは、当院第一駐車場南側に建設され、本年10月１日

から稼動します。放射線検査は、当院のエックス線撮影装置やコンピュータ断層撮
影装置などの検査機器を使用します。検体検査業務は、血算、生化学検査、免疫学
的検査、血液ガス分析などの検査を行います。
このように、今まで行っていない検査も可能となるなど、検査体制（放射線検査、

臨床検査）の一層の充実が図られます。
患者さんは、急患センターから検査に行く場合、病院側と接続された通路を通っ

ていくことになり、雨風を気にせずに病院側へ検査に行くことが出来るようになり
ます。
また、駐車場につきましても、当院の第一駐車場を共用いたしますので、今まで

の様に駐車場のご不便をおかけすることはなくなります。

３．施設建設による効果
救急医療は、軽症患者などの初期救急と入院治療を必要とする重症患者に対応す

る急性期救急医療を行う二次救急、二次救急医療では対応できない複数診療科にわ
たる特に高度な処置や重篤な患者への対応を行う三次救急に機能分担されています。
近年、軽症の患者が二次救急を提供する救急指定病院に休日や夜間に集中し、病

院が本来の機能を果たせないという、いわゆるコンビ二受診が全国的に問題となっ
ており、富山医療圏でも例外ではありません。
今後も救急医療体制が機能を発揮していくためには、救急医療を担う公的病院の

負担を軽減し、本来の二次救急に専念できる体制整備が求められています。
そのためには、初期救急と二次救急との役割を明確にし、初期救急医療を充実す

ることが必要であり、初期救急の拠点となる「富山市・医師会急患センター」への
期待は、非常に大きいものがあります。
市民病院では、急患センター、医師会と連携をとりながら、急患センターの診療を
支える万全な検査体制を構築していきたいと考えております。

家城　岩松富山市民病院事務局理事

「富山市・医師会急患センター」
が稼動します
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研修・講演・勉強会のご案内 10月分

１．地域連携・開放型病床症例検討会
日時：10月11日（火）19：00～20：15 場所：当院３階　講堂

①ミニレクチャー：「 網膜中心静脈閉塞症の病態とその治療について」
（供覧：若年者の片眼に発症した網膜中心静脈閉塞症の一症例）

眼科 山田　芳博

10月

日時：11月８日（火）19：00～20：15 場所：当院３階　講堂

ミニレクチャー：「緩和ケア病棟入院相談について」
緩和ケア科 板野　武司

11月

②症例検討　
1）「経口挿管した急性咽頭蓋炎の１例」

耳鼻咽喉科　加勢　　満
2）「舌に発症した白板症の１例」

紹介医：大沢野クリニック 古谷田　裕久先生 歯科口腔外科 高橋　勝雄

２．内科CPC
日時：10月11日（火）17：30～
場所：医局カンファレンス室

３．とやまレントゲン読影会　
※10月はお休みさせていただきます。

４．糖尿病研究会定例学習会
日時：10月6日（木）17：30～18：30
場所：集団指導室
○テーマ 「糖尿病性腎症について」
○講　師　透析看護認定看護師　　松木　理浩

５．緩和医療委員会　学習会
日時：10月11日（火）18：00～19：00
場所：集団指導室
○テーマ 「リンパ浮腫ケアについて」
○講　師　ターミナルケアエキスパートナース

島　　佳子

６．接遇力向上研修会
日時：①10月13日（木）②10月26日（水）

13：30～16：00（①、②とも同じ内容です）
場所：講堂
○テーマ 「アンガーマネジメント」を体験

してみよう
○講　師　置塩　良政

（富山市民病院接遇向上委員会委員長、日
本アンガーマネジメント協会公認ファシ
リテーター）

７．乳腺エコー学習会
（術後症例検討）

日時：10月18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
＊前月手術された症例をエコー中心に検討します。

＊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。

８．ＮＳＴ学習会
日時：10月24日（月）18：00～19：00
場所：講堂
○テーマ 「寝たきりの方への口腔ケア」
○講　師　歯科衛生士　吉松　由美子

友山　ひかり

網膜中心静脈閉塞症は、眼科の日常診療におい
てしばしば遭遇する疾患であるが、視力低下の自
覚の無いものから、高度な視力低下をきたすもの、
また場合によっては血管新生緑内障を引き起こし
失明に至るものまで、その臨床像は様々でありま
す。そのため加療においても発症時期やその病期、

年齢、原因により様々な加療が必要とされます。
内科疾患とも大いに関連のある疾患であり、診

断や治療に関しても内科医との連携が必要な疾患
であると考えられます。今回若年者で経験した一
症例をふまえて、その病態と治療につき講演いた
します。
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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

９．褥瘡対策学習会
日時：10月28日（金）17：45～　
場所：集団指導室
○テーマ 「適切な体位と体圧分散寝具、

圧の測り方」
○講　師　看護師　松野　由美子
※日頃ケアしている患者さんの褥瘡について検討

を希望される方は、褥瘡部の写真を3日前まで

にふれあい地域医療センターまでお送り下さる

か、当日ご持参ください。

10．看護研修
《看護研究サポート（看護研究研修会）》
日時：10月31日（月）17：45～19：00
場所：集団指導室
○テーマ　第４回「研究論文作成の作法」

《衛星研修S-QUE Eナース》
日時：10月5日（水）17：40～18：50
場所：講堂
○テーマ　糖尿病看護
日時：10月19日（水）17：40～18：50
場所：講堂
○テーマ　呼吸・循環・代謝から理解する周

手術期看護～

《衛星研修S-QUE 新看護連携》
日時：10月26日（水）17：40～19：00
場所：講堂
○テーマ　医療の安全に関する研修

「院内感染対策研修」

当院では医療機器を適切に使用していただくために、院内スタッフ向けの医療機器研修会を月１回集団指導
室で開催しています。この研修会では機器の特性や原理、アラーム対処やヒヤリハット事例など、安全に使用
するための基礎知識習得を目的に行っています。これまでは不注意に起因する事故が多い医療ガス（酸素ボン
ベ等）、いまだにヒューマンエラーが絶えない輸液ポンプ、受信不良・混信・入力ミスなど患者間違いを引き
起こす病棟テレメータなどの研修会を開催してきました。今後、NPPV（非侵襲的陽圧換気）における基
礎・応用編の研修や、睡眠時無呼吸症候群で使用される持続陽圧呼吸療法治療器（CPAP）などの研修会を予
定しています。また、実際の機器を使用した少人数制の実践的な研修会も取り込んでいきたいと考えています。
これらの研修会は、地域医療機関のスタッフの皆さまにも自由に参加いただけますので、興味のある方は是

非、ご参加ください。

平成23年度　今後の予定 場所；集団指導室
10月３日（月）17：45～18：30 「NPPVの基礎とマスクフィッティングについて」
11月１日（火）17：45～18：30 「NPPVの応用　～疾患別の設定方法～」
12月１日（木）17：45～18：30 「持続陽圧呼吸療法治療器（CPAP）操作方法とその効果」
１月６日（金）17：45～18：30 「人工呼吸器のモードと設定について」
２月７日（火）17：45～18：30 「除細動器について」

院 内 医 療 機 器 研 修 会 の ご 案 内



《連載企画》診療所・病院・施設訪問○78 藤木病院

今回は「藤木病院」を訪問させていただきました。

気持ちよく晴れ渡った９月半ば、立山町で開業されている「藤木

病院」に訪問させていただきました。常願寺川を渡ると、前方に茶

色の大きな建物がすぐ目に入り、私たちを迎えてくれているように

感じました。

藤木病院は、現在の地に新築移転され13年目とのことで、外来診

療と入院診療（一般病床60床）の他、救急患者対応やＩＣＵでの集

中治療、通所リハビリテーション等も行なっておられると紹介して

いただきました。病棟はＶ字型になっており、各病室にはトイレが

設置され、窓側にベッドを配置した明るいお部屋でした。

藤木龍輔先生からは、特にがん治療に力を入れておられるという

ことで、温熱療法（ハイパーサーミア）や低用量化学療法、高気圧

酸素療法についてお話いただきました。県外からもがん治療を希望

して来院される患者さんもたくさんいらっしゃるということで、藤

木先生のお話からも積極的にがん治療に取り組んでいらっしゃる熱

意が伝わってきました。

高田看護師長と金尾ソーシャルワーカーに院内をご案内していた

だいた際に、温熱療法や高気圧酸素療法の機器の他、複数のリハビ

リテーション機器も見せていただ

きました。理学療法士５人、作業

療法士２人でリハビリを行なって

おられ、脳卒中後や骨折後のリハ

ビリも充実しているとお話してく

ださいました。

今回訪問させていただき、積極的にがん治療を行なっておられる一方で、

立山町に根付いた地域医療も担っておられ、多岐に渡って地域の病院の役

割を果たしておられると感じました。

藤木先生やスタッフの方々に温かく迎えていただき、貴重なお話を聞か

せていただきました。大変お忙しい中、訪問させていただきありがとうご

ざいました。

訪 問 記

名　　　　称 医療法人　財団　恵仁会　藤木病院（救急・労災保険指定病院）

内科・外科・整形外科・脳神経外科・耳鼻咽喉科・眼科・泌尿器科・皮膚科

一般病院

診 療　 科

午前 8：30～12：00（月～土）
午後 14：00～18：00（月～金）
午後 14：00～17：00（土）

外来診察日･時間

全60床（一般病床のみ）病 床 数

富山県中新川郡立山町大石原225番地住　　　　所

病院長　藤木　龍輔先生
常勤医4名、非常勤または派遣医17名、全21名

医 師

施 設 区 分

藤木病院前景

藤木 龍輔院長先生

１階フロア

4

リハビリ室

高圧酸素療法装置



5

９月５日（月）にＩＣＨＧ研究会代表で、当院感染対策顧問である波多江 新平先生をお迎えし

て、平成23年度　第３回感染予防対策学習会を開催しました。院外45名を含む総勢160名余りの多
くの方に参加をしていただくことができました。

今回のテーマは「接触感染予防対策－耐性菌を中心に」で、薬剤耐性菌感染症のポイントや抗

菌薬の適性使用について講義をされました。適切な検体採取や環境整備については日々の実践に

活かしていける内容で、「勉強になることをわかりやすく説明してい

ただいた。」「今まで感染を意識できていなかった。今後気をつけたい

と思った。」などの意見が聞かれました。

次回は11月14日（月）（17:45～19:00 講堂）、テーマは「経路別予

防策：飛沫感染予防策　主な疾患と具体的な対策について　インフル

エンザ・マイコプラズマ肺炎など」です。波多江先生をお迎えして開

催する予定にしていますので多くの方の参加をお待ちしております。

平成23年３月11日、マグニチュード9.0の巨大地震と津波が東北地方一帯を襲い、未曾有の災害が発生し
ました。そして続く原発事故と、一瞬にして家も家族も友人も、大切なものを奪われました。また、さまざ
まな病気を抱え治療を受けることが困難となられた大勢の患者さんは、さらに辛い思いをされていました。
当院は災害拠点病院としてDMATの派遣、福島県南相馬市で血液透析を受けておられた４人の患者さ

んを受け入れ、治療することとなりました。どの患者さんも慣れない土地での生活と、家族が側にいない
状況で治療を受けるという精神的な不安は大きなものであったと思いますが、「できることは自分でする
からよ」と不自由な生活の中でもいつも力強く前向きな姿勢や、明るい笑顔は、被災されていることを忘
れるほどでした。お国言葉で話をされたりお互いの体を気遣ったりと支えあっている関係は絆となり不安
な心を和らげるものでした。その状況を大切にした援助が必要と考え、患者さんに寄り添い、スタッフ全
員が少しでも患者さんの気持ちに近づくような関わりをすることを
心掛けました。そして５ヶ月余の当院での入院後、福島での治療再
開の目途が立ち、退院、帰郷されました。
東日本大震災から6ヵ月被災地の現場では少しずつ復興に向かって

いるということですが、まだまだ支援が必要な状況です。復興への
願いと皆様のこれからの平穏な日々への訪れをお祈りしたいと思い
ます。

患者さん4人の絆

地域医療支援病院委員会は、当院が地域の医療機関からの要請に適切に対応し、地域医療の確保に必

要な支援を行うことを目的に運営しております。

去る８月24日に、本年度２回目の委員会を開催いたしました。
会議では、事務局より今年度の紹介数・逆紹介数、療養相談件数、月別研修参加人数などの業務実績、

富山市・医師会急患センター及び富山市民ＡＣＴ事業について報告いたしました。委員の方から多くの

ご意見をいただき、地域医療の発展に向けた対策について理解を深めました。

地域医療支援病院委員会を開催いたしました

第３回　感染予防対策学習会を終えて
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富山市民病院ＮＳＴ（栄養サポートチーム）学習会

「薬剤と栄養、輸液製剤の種類と特徴」
薬剤師　　黒田　季花

当院では毎月第4月曜日（18時～19時）に開催しています。8月22

日に開催しました研修内容についてご報告いたします。

栄養療法は、投与経路により静脈栄養法と経腸栄養法に大別され

ます。栄養療法の第一選択は経腸栄養ですが、経腸栄養が不可能ま

たは不十分な場合に静脈栄養が選択されます。

始めに経腸栄養剤について触れ、医薬品扱いのものについて紹介しました。（経腸栄養剤は医

薬品扱いのものと食品扱いのものがあります）成分栄養剤、消化態栄養剤、半消化態栄養剤に分

類され、窒素源がそれぞれ、アミノ酸のみ、アミノ酸や小ペプチドからなるもの、タンパク質か

らなるものというのが特徴です。また、消化管の安静を必要としない場合は半消化態栄養剤を使

用し、消化管の機能不全がある場合は成分栄養剤や消化態栄養剤を使用します。

次に静脈栄養剤の種類を紹介しました。電解質維持液、糖電解質液、アミノ酸加総合電解質液、

脂肪乳剤、高カロリー輸液キット製剤、高カロリー輸液基本液、アミノ酸輸液、総合ビタミン剤、

微量元素製剤があり、これらを組み合わせて必要な栄養素を投与します。必要な栄養素は５大栄

養素で糖質、アミノ酸、脂質、ビタミン、電解質・微量元素です。なかでも糖質、アミノ酸、脂

質は３大栄養素と言われます。それぞれの栄養素が持つ生理作用を理解し欠乏症が起きないよう

にすることが必要です。また、アミノ酸を効率よく蛋白合成に向かわせるための適正な比である

NPC/N（非蛋白熱量/総窒素量）が病態によって異なることを理解し処方することが必要です。

静脈栄養法は中心静脈栄養と末梢静脈栄養に分けられます。末梢静脈栄養では血管痛・静脈炎

を考慮すると輸液の糖濃度は12%程度が限度であり、最大投与熱量は1200kcal/day程度です。

これ以上の熱量が必要であれば中心静脈栄養を選択することになります。中心静脈栄養の問題点

として、消化吸収能・腸管免疫能の低下、必須脂肪酸・ビタミン・微量元素の欠乏症、カテーテ

ルに起因する敗血症があります。

またその他に注意することとして、脂肪乳剤の投与速度、アミノ酸含有製剤の外装開封後の安

定性、光分解に対する遮光袋の必要性、配合変化による白濁や力価低下について説明いたしまし

た。

ＮＳＴでは、今後も学習会を予定していますので、ぜひご参

加いただきますようよろしくお願いいたします。
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泉

吉　川

草 島

置 塩

児 玉

澤 口

坂 越

重 本

新 石

医師不在のお知らせ 10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

石 田

樋 上

大 田

寺h（靖）

打 越

山 田

宮 森

塚　田

得　田

19日・20日・21日

４日

25日 午後

14日

20日

７日

12日・13日・14日

内 科

眼 科

脳 外 科

外科・乳腺外科

呼吸器・血管外科

形 成 外 科

泌 尿 器 科

整形外科・関節再建外科

皮 膚 科

６日

11日

11日・12日

12日・19日・20日

31日

４日・７日・14日・18日

４日・５日・６日・７日・11日

28日

24日・25日・26日・27日・28日

糖尿病の治療は、食事療法、運動療法、薬物療法の３本柱で、

血糖コントロールと合併症の予防、健康で充実した人生を治療の

目標としています。

食事療法は、適正なエネルギー量を守り、栄養バランスのよ

い食事内容で１日３食規則正しくよく噛んで食べることが大切

です。

では、一日に何をどれだけ食べたらよいのでしょうか。指示エ

ネルギーから朝、昼、夕食の配分を均等にして、主食３に対し主

菜は１、副菜は２を目安にしてはいかがでしょう。

食事回数・時間・内容などをチェックして、食べ物を選択する

事が、糖尿病の食事であり健康長寿食と言われています。

また、食べすぎ、間食、夜食、だらだら食いなどで繰り返す食後の高血糖が血管を傷つけ、合併症

の進行につながります。早食いをせず、１口30回噛むことで7割の食事量で満足できます。
栄養食事指導時に患者さんの食情報を得ながら、実現可能な目標を患者さんとともに設定し、行動

変容につながるよう支援していきたいと思います。これからもよろしくお願いいたします。

9月の糖尿病研究会定例学習会から

管理栄養士　　中嶋　和代

糖 尿 病 の 食 事 療 法

主食 
副菜 

（魚、肉、卵、大豆製品など）  
主菜  

（ご飯やパン）
 （野菜や海藻など）

 

主食、主菜、副菜をそろえてバランスの
とれた食事にしましょう

主食３：主菜１：副菜２
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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

「敬老の日」を前にした厚生労働省の調査では、今年100歳以上の高齢者は、過去最多
の４万7756人に上ることが分かったそうです。富山県は579人で過去最多で、富山市に
は179人の方がいらっしゃるそうです。
私の担当する精神科では、年々、認知症などで高齢者の方の受診や入院が増えて
います。高齢になるほど健康上の問題を持っている方は増え、支え手である家族
の負担も大きくなります。医療や福祉の現状に行き詰ってしまうこともあります
が、患者さん、ご家族の気持ちに寄り添える支援・連携を目指して、取り組んでい
きたいと思っています。

精神デイケア科 中村　里佳

西病棟６階は、運動機能障害を持った患者さんが入
院されている整形外科病棟です。医師６名、看護師長
をはじめ21名の看護師、４人の看護助手が、毎日がん

ばっています。
骨折や手術により、痛みがあり、自由に動くことのできない患

者さんのために、そばに寄り添い「その人がその人らしく」がん
ばっていけるよう、患者さんやご家族とともに目標を決め一緒に
リハビリをすすめています。
人工関節手術を受ける患者さんに対して、看護師・薬剤師・理学療法士
による入院前小集団教室を月２回開催し、不安なく入院・手術が受けられ
るようにサポートしています。また、エキスパートナースによる退院患者
さんへの相談窓口を月１回開催しています。実際に自宅へ戻ってみて初め
て遭遇することも多くあり、このような窓口があり、安心して自宅で生活できると大変好評です。
最近では高齢者の大腿骨転子部や頚部骨折の患者さんが多く入院しています。急性期・回復期・維
持期における切れ目ない医療を提供するために「とやま　大腿骨頚部・転子部骨折地域連携パス」を

使用しています。術後は早期離床、感染予防　合併症予防に力を注
ぎ、連携先病院に転院された後、できるだけ早期に入院前の生活に
近づけるよう援助しています。
毎日がとても忙しく過ぎていく中で、笑顔で退院される患者さん

をみると私達も自分のことのようにうれしく思い、これが整形外科
病棟看護師のやりがいでもあるのではないかと思っています。
これからも一人でも多くの患者さんの笑顔がみられるようがんば

りたいと思います。

の紹介病棟、手術室、ＨＣＵ・ＩＣＵ

今月は西病棟6階




