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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
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　新年明けましておめでとうございます。本年も富山市民病院をどうぞよろしくお
願い申しあげます。
　平成17年度から始まった医師臨床研修（初期研修制度）はちょうど10年が経
ち、来年度には新しく見直されようとしています。また、新専門医制度（後期研
修）も来年度の初期研修医から適用され、医師育成の新たな時代を迎えようとして
います。私は今年度から臨床研修担当参事としてプログラム責任者を仰せつかって
いますが、当初から臨床研修に携わってまいりましたので、この10年を振り返り、
今後の展望を述べたいと思います。
　この10年間に基幹型として13名、協力型（たすき）では延べ23名の初期研修医
が当院で研修しました。研修医のいない時期も経験し、人材育成の重要性を再認識
するきっかけとなりました。決して多い人数ではありませんが、前任の草島副院
長、蓑内研修センター長、事務局担当者等のご尽力で、当院独自の研修システムへ
と徐々に充実してきています。また、研修指導医の多いのも当院の特徴です。選択
制臨床実習など医学生教育への理解も深まり、実習した学生たちの満足度も高く
なってきているようです。11回目のマッチングでは幸いにも前回を上回ることがで
きました。重要なことは、研修医たちが後で振り返ってみて当院で研修して良かっ
たと思えることだと考えますので、研修医たちの声に耳を傾け、指導医のみならず
看護師などの医療スタッフと一致協力して、より充実した研修となるよう常に見直
していく必要があると思っています。新しい試みとして、今年度から基本的臨床能
力評価試験に参加しました。今後は卒後臨床研修評価認定に向けても取り組みたい
と思っています。
　さて、医療の機能分化と連携が進む10年後には、それぞれ細分化された専門性が
求められるようになり、一方で医療・介護の社会環境が激変する時代を迎えます。
それに応じて、どのような分野であっても柔
軟に対応できる基礎力と応用力をもった
generalな医師を育成することが必要です。
地域の皆様と手を携えて、地域医療を担う若
い医師たちが希望に満ちて活躍できる魅力あ
る医療環境を築き上げることは、医師確保の
意味でも地域に開かれた病院の責務と感じて
おります。

齋藤　勝彦臨床研修担当参事

医師臨床研修10年を振り返る
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研修・講演・勉強会のご案内 2月分

　

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

3．医療機器研修会
　日時：2月3日（火）17：45～18：15　
　場所：集団指導室	 	
　　○テーマ	 「人工呼吸器の安全管理」
　　○講　師	 臨床工学技士	 高谷　和幸

4．糖尿病研究会定例学習会
　日時：2月5日（木）17：45～18：30　
　場所：集団指導室	 	
　　○テーマ	 「糖尿病看護～糖尿病患者さんのイメージ

を変えてみませんか～セルフケアの視点
から」

　　○講　師	 糖尿病看護認定看護師	 金森　佐紀子

5．緩和医療委員会　学習会　
　日時：2月10日（火）17：45～18：45
　場所：集団指導室	
　　○テーマ	 「症状マネジメント（精神症状）」
　　○講　師	 精神科医師	 伊東　　徹

6．ＮＳＴ学習会　
　日時：2月23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	 歯科医師	 高橋　勝雄
　　　　　　　	歯科衛生士	 友山　ひかり

7．褥瘡対策学習会　
　日時：2月27日	（金）17：45～
　場所：集団指導室	
　　○テーマ	 「主観的・客観的情報によるアセスメント

と栄養管理」	
　　　　　　　	「褥瘡の局所治療：外用薬について」
　　○講　師	 管理栄養士	 小林　寛子
　　　　　　　	薬剤師	 福武　純子

8．看護研修
《衛星研修S-QUE　Eナース》
　日時：2月4日（水）17：40～18：40　　
　場所：集団指導室
　　○テーマ	 「せん妄・認知症患者への看護対応」

　日時：2月18日（水）17：40～18：40　　　
　場所：集団指導室
　　○テーマ	 「うつ病患者への看護アプローチ」

　　　　２）症例検討
　　　　①『繰り返す発熱が発見の契機となった先天性膀胱尿管逆流症の1例』	 	
	 紹介医：富山市医師会急患センター小児科　林　恵三先生		　小児科　岡部　真子

　　　　②『胃GISTに対する腹腔鏡内視鏡合同手術（LECS）の1例』	
	 紹介医：堀地医院　堀地　肇先生　外科　八木　康道

　　　　日	時：平成27年 3月10日（火）19：00～ 20：15　場	所：当院3階　講堂
　　　　①	ミニレクチャー：うつ病と新型うつ病	 精神科　柴田　真由子
　　　　②	症例検討　放射線科・循環器内科の2例を予定しています。

予 告

１．地域連携・開放型病床症例検討会
　　　　日	時：2月10日（火）19：00～20：15　場所：当院3階　講堂
　　　　１）ミニレクチャー：「関節リウマチの診断と治療」
	 腎臓内科　大田　　　聡

　関節リウマチ（RA）は全国で患者数が約100万人と
推定され、最も頻度の高い膠原病として知られていま
す。また、この十数年で急速に治療法が進歩し、関節の
予後やQOLが劇的に改善されたといっても過言ではあり
ません。その背景にはアンカードラッグとしてのメソト
レキセートや生物学的製剤の導入により、発症早期から
疾患活動性の制御が可能となったことがあげられます。
また、RAの関節破壊は発症直後の2年間が最も進行が速
いことが判明し、早期診断の重要性が求められていまし
た。2010年に欧米のリウマチ学会が合同でACR/

EULAR関節リウマチ分類基準を発表し、それまでの罹病
期間8年のRA患者をもとに作成された1987年のACR分
類基準に比してより早期からの診断が可能となりまし
た。診断の感度が改善された分、他の膠原病や変形性関
節症、ウイルス性疾患などとの鑑別をより確実に行う必
要があります。講演ではこれらの疾患との鑑別のポイン
トや、2014年に日本リウマチ学会(JCR)で10年ぶりに
改訂された関節リウマチ診療ガイドラインの内容も踏ま
え、DMARDを中心とした治療薬の選択や投与時の注意
点などについて解説させていただきたいと思います。

病院ボランティア	篠崎　佳子
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　昨年10月、外科に着任致しまし
た。地域完結型医療を推進するた
め、医療連携を積極的に行いたい
と思っております。

　安心して患者さんをご紹介いた
だける、そんな診療を目指しま
す。よろしくお願いします。　

外科　藤村　　隆 産婦人科　吉越　信一

　栄養科は、7名の管理栄養士で栄養管理業務を行っ
ています。1人2病棟を担当し、入院患者様の栄養状態
の問題点や食事内容について提案や食事説明をして、
病態の改善・生活の質の向上につながる栄養ケアをめ
ざしています。
　なお、栄養サポートチーム、褥瘡ラウンド、カン
ファレンス等にチーム医療の一員としてたずさわって
います。また、病態に合わせた個人栄養食事指導や、
糖尿病教室、心臓病教室、腎
臓病教室、骨粗鬆症予防教室
等の生活習慣病に関わる教室
を開催しています。　　　
　そして、入院中の患者様
が、退院後も栄養状態や生活
の質を維持できるように、地

域や施設の皆様
と連携をとりな
がら支援してい
きたいと考え
ています。
　その一環と
して、昨年7月から食事形
態に配慮が必要な患者様を対象に、転院される施設宛
へ「栄養食事連絡票」をお渡ししています。患者様の
飲み込む力に合わせた食事形態の情報を提供し、患者
様に食べる力をいつまでも持っていただけるよう取り
組んでいきたいと思います。これからもよろしくお願
い申し上げます。

栄養科の紹介

新任医師紹介

　12月5日（金）、地域医療部担当者交流会・講演会が開催され
ました。
　担当者交流会は、地域の医療機関、介護保険施設、地域包括支
援センターなどから43名、院内からは医師や看護師ら34名と例
年以上に多くの方に参加していただきました。「地域包括ケアシ
ステムの中での自分たちでの役割を考えてみよう！」をテーマにワールドカフェ形式での話し合いを行い、和
気あいあいとした雰囲気の中、熱い議論が繰り広げられました。	

　また講演会では「在宅支援に向けた医療と介護連携のあり方」をテーマに講
師の社会医療法人生長会	ベルランド総合病院	患者相談・地域連携部副部長	患
者様相談室室長	村上佳代先生にご講演をいただきました。院内外から96名の
参加があり、医療と介護の連携における課題と具体的な取り組みについて学び
ました。村上先生の勤務するベルランド総合病院や大阪府堺市での取り組み
は、当院でも実践可能なものが多くあったように思います。　

平成26年度　地域医療部担当者交流会・講演会が開催されました！

内科外来の改修工事終了と移転のお知らせ
　1月末で内科外来の改修工事が終了し、平成 27年 2月 2日（月）より旧内科の場所に移転し、診療を開始いたします。
皆様には改修中大変ご不便をおかけいたしました。



科　　　名 不　在　日 医		師		名 科　　　名 不　在　日 医		師		名
内 科 12 日 蓑　内 呼吸器・血管外科 12 日、13 日 草　島

13 日、27 日 寺㟢靖 20 日 関
4日～ 6日 清　水 16 日 山　下
6日 志　田 外科・消化器外科

乳 腺 外 科
5日 泉

4日 向　井　 2日 廣　澤
精 神 科 9日～ 13 日 西　田 20 日 佐々木

16 日～ 20 日 柴　田 20 日 武　居
整 形 外 科・
関節再建外科

6日、20 日、27 日 澤　口 健 康 管 理 科 6日、12 日、13 日、16 日、24 日、25 日 荒　屋
26 日、27 日 坂　越 形 成 外 科 26 日、27 日 置　塩
26 日 五　嶋
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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
メールアドレス fureairenkei@tch.toyama.toyama.jp

編集後記
　冬の寒さ、休日はこたつのお守りをしてしまい、1日4000歩未満になりがちです。抗
加齢や病気の予防には1日8000歩から1万歩以上、うち早歩きなど中強度の動きは20分
から30分以上必要といわれています。ウォーキングなどの運動は体調管理の基本の１つで
す。そして治療する側もされる側も、介護する側もされる側も、体調管理が大切です。自
身も体調管理に配慮し病気や介護予防に努め、地域の皆様へ推奨していきたいと思いま
す。今年もよろしくお願い申し上げます。　　　　　　　　　　		作業療法士　平井　瑞穂

※ 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。

医師不在のお知らせ ２月分※外来担当日の休診のみ掲載

　当院では、喫煙者に対し健康保持の観点からタバコの恐ろしさを知ってもらい、禁煙成功のコツなどを学んでいただく
ために禁煙教室を毎月行っております。
　予約は不要、参加費無料となっておりますので、患者さん、ご家族の方どなたでもお気軽にご参加いただけますので皆
様にお知らせくださいますようよろしくお願いいたします。
お問い合わせは、健康管理科	古川までご連絡お願いいたします。TEL	076-422-1112（代表）／FAX	079-422-1154　

　　　　　　○開催日：毎月第2金曜日
　　　　　　　　2015年2月以降の開催日
　　　　　　　　　　　2月13日、3月13日、4月10日、5月8日、6月12日、7月10日、8月14日
　　　　　　　　　　　9月11日、10月9日、11月13日、12月11日
　　　　　　○場所：当院3階　集団指導室
　　　　　　○時間：15：00～16：00

平成26年度　富山市民病院　地域連携開放型病床講演会・懇親会のご案内
　12 月月号にもお知らせしたとおり、下記の予定で地域医療連携開放型病床講演会・懇親会を開催いたし
ます。地域の先生方と当院の医師や看護師、メディカルスタッフとの意見交換を身近に行える一年に一度
の機会として、職員一同楽しみにしております。登録医の先生方には別途ご案内いたしますが、是非お越
しいただきますようよろしくお願い申し上げます。
　　　　　日　時：平成 27年 2月 20日（金）　19：30～
　　　　　場　所：ＡＮＡクラウンプラザホテル　3階「鳳」
　　　　　内　容：①講演会「早期胃癌に対する低侵襲治療」
　　　　　　　　　　　　　　演 者　富山市民病院　中央放射線部主任部長　藤村　隆
　　　　　　　　　②懇親会

禁煙教室のお知らせ

　～タバコは “百害あって一利なし” ～


