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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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　9年ほど前に急性虫垂炎を患い、緊急入院したことがあります。前日の夜から腹痛
が始まり、食べ合わせが悪かったかなとしか思っていなかったのですが、翌朝、いつ
もお世話になっているお医者さんに診てもらうと、「紹介状を書く、今すぐ救急車を
呼ぶから」と言われ、初めて救急車に乗り、緊急手術となりました。手術も無事に終
わり経過を診るため担当の先生が来られた際に、「今回の手術は切ったところが短く
て会心の出来だった」と言われ、思わず「作品かよ」って思いましたが、傷口をまじ
まじと見ると、なるほどうまいもんだと感心していたことを思い出しました。
　その後、しばらく入院となったのですが、そのときは年度末で市町村合併や人事異
動が重なり多忙な時期でした。手術後ようやく動ける状態まで回復したので、病室を
抜け出し電話で仕事の進捗を確認していました。ところが病棟に戻ってみると病室前
が慌ただしい雰囲気で、私は点滴チューブをぶら下げながら病室に入ると、看護師さ
んが「今までどこに行っていたんですか。患者が行方不明になっていると大騒ぎに
なっていたんですよ」と言われ、大変怒られてしまいました。そのときの私は、「迷
惑を掛ける患者がきた」と思われていたでしょう。ご迷惑をお掛けしたことを反省し
ております。
　さて、私が入院に至った経緯は日頃からお世話になっているお医者さんで診察をう
けたことが発端でありますが、かかりつけ医がいなかったら、ただの腹痛だと思って
仕事に行っていて重篤な状態になっていたと思います。「いつも診てくれる先生がい
る。先生だったら何とかしてくれる」との思い、信頼があってこその「かかりつけ
医」だと実感しました。また、診察した内容や患者の状態を紹介先の病院、地域の医
療機関に伝えることで、スムーズな治療に繋がるなど、お医者さんと病院との間で信
頼関係に基づいた医療連携の大切さを体験できました。
　当院は地域医療支援病院として地域の医療機関の皆様との信頼関係を深めること
で、患者さんにより良い医療を提供できるものと考えております。信頼していただけ
るよう日々努力していますので、今後とも当院へのご理解とご支援をよろしくお願い
いたします。

酒井　英幸医事課長

かかりつけ医と
医療連携の大切さ
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研修・講演・勉強会のご案内 11月分

２．内科CPC
　日時：11月11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：11月4日（火）17：45～18：15　
　場所：集団指導室	 	
　　○テーマ	 「除細動器の特性と仕組み」
　　○講　師	 臨床工学技士	 島崎　哲弥

4．糖尿病研究会定例学習会
　日時：11月6日（木）17：45～18：30　
　場所：集団指導室	 	
　　○テーマ	 「糖尿病神経障害」
　　○講　師	 内科医師	 高櫻　明子

5．褥瘡セミナー　
　日時：11月７日（金）17：30～
　場所：講堂	
　　○テーマ　平成26年度診療報酬改定のポイント解説
　　　　　　　　　　　　～病院・在宅の制度をフル活用してより良い褥瘡ケアを実践しよう～
　　○講　師	 スリーエムヘルスケア	株式会社	医療用製品事業部
　　　　　　　㈶日本医業経営コンサルタント協会　医業経営コンサルタント　
	 	 	 高水　　勝先生
※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。

6．緩和医療委員会　学習会　
　日時：11月11日（火）17：45～18：45
　場所：集団指導室	
　　○テーマ	 「緩和ケアにおける口腔ケア」
　　○講　師	 緩和ケア病棟看護師	 山本　美絵

7．感染予防対策学習会　
　日時：11月13日（木）17：45～19：00
　場所：講堂	
　　○テーマ	 「今、話題の感染症」
　　○講　師	 富山大学附属病院　感染症治療部教授　		

	 山本　善裕先生

8．救急事例検討会　
　日時：11月14日（金）17：30～19：00
　場所：講堂	

9．ＮＳＴ学習会　
　日時：11月17日（月）18：00～19：00
　場所：講堂	
　　○テーマ	 「胃瘻造設、管理について」
　　○講　師	 内科医師	 蓑内　慶次　
	 	 看護師	 宮田　美和

10．接遇向上研修会（体験学習）　
　日時：11月4日（火）13：15～16：00
　場所：講堂	
　　○テーマ	 「アンガーマネジメントと折れない心」
　　○講　師	 当院接遇向上委員長	 置塩　良政

11．睦美会看護講演　
　日時：11月19日（水）17：30～19：00
　場所：講堂	
　　○テーマ	 「ともにある」を大切にするコミュニケーション
　　○講　師	 がん・感染症センター都立駒込病院
　　　　　　　緩和ケア科心理療法士	 栗原　幸江先生

12．看護研修
《衛星研修S-QUE　Eナース》
　日時：11月5日（水）17：40～18：40　　
　場所：集団指導室
　　○テーマ	 「がん化学療法看護における最新のトピックス」
　日時：11月19日（水）17：40～18：40　　　
　場所：集団指導室
　　○テーマ	 「一般病棟の中での緩和ケアと症状マネージメント」
《衛星研修S-QUE　特別企画》
　日時：11月28日（金）17：00～18：30
　場所：講堂
　　○テーマ　人材の確保・定着・育成プロモーション
　　　　　　　　「笑い×コミュニケーション～看護師の魅力再発見、
　　　　　　　　　看護を改めて好きになる」

　　　　２）症例検討
　　　　①『Stevens-Johnson 症候群の 2 例』  
 紹介医：吉山医院　吉山　泉先生　高橋医院　高橋　英雄先生　皮膚科　野村　佳弘
　　　　②『視力低下にて受診され、高血圧緊急症と診断された１症例』 
 紹介医：しのだ眼科クリニック　篠田　和男先生　眼　科　山田　芳博

　　　　日 時：12 月 9 日（火）19：00 ～ 20：15　場 所：当院 3 階　講堂
　　　　① ミニレクチャー：扁桃の細菌検査の統計的観察 耳鼻咽喉科　加勢　　満
　　　　② 症例検討　腎臓内科・内分泌内科の 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：11月11日（火）19：00～20：15　場所：当院3階　講堂
　　　　１）ミニレクチャー：「“ヘリコバクター・ピロリ感染症”の診断と治療」
	 消化器内科　水野　秀城

　ヘリコバクター・ピロリ菌（以下H.pylori）は1983年に
WarrenとMarshallにより発見されました。それまでストレ
スや塩分摂取との因果関係が類推されていた胃潰瘍や十二指
腸潰瘍などの消化性潰瘍さらには萎縮性胃炎、腸上皮化生、
分化型胃癌という発癌過程もH.pylori感染によるものである
ことが判明しました。我が国において2000年11月に消化
性潰瘍に対してH.pyloriの検査および治療が保険収載され、
消化性潰瘍の再発率は著明に低下しました。そして、2013

年2月に「ヘリコバクター・ピロリ感染胃炎」に対して除菌
治療の保険適用拡大がなされ、H.pylori感染者全員に除菌が
できる時代となりました。H.pylori除菌が成功すると、組織
学的胃炎が改善して、萎縮、腸上皮化生の改善や胃癌をはじ
めとするH.pylori感染疾患の予防が期待されます。
　今回のミニレクチャーでは、保険診療で行う「ヘリコバク
ター・ピロリ感染症」の診断と治療について概説します。
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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
メールアドレス fureairenkei@tch.toyama.toyama.jp

編集後記
　10月になり、急に冷え込んできましたが、風邪の予防はしっかり出来ていますか？
　最近、ニュースで目にしない日はない、エボラ出血熱やデング熱などの感染症の話題ですが、これは医療
従事者である私達にとって、他人事だと思ってはならない事だと感じています。
　寒くなってきたこの時期、風邪の予防を心掛けるのをきっかけとして、日々の業務でも、手洗いやマスク
の着用などの感染対策をもう一度見直し、徹底していきましょう！

　　　　　　臨床検査科　河合　　彩

※ 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 11 月分※外来担当日の休診のみ掲載
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呼吸器・血管外科
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佐々木
武　居
草　島
瀬　川
澤　口
坂　越
置　塩
宮　下
山　野
元　井
山　田
中　西

　リハビリテーション科は、医師1名、理学療法士13名、作業療法士6名、言
語聴覚士4名、マッサージ師1名、医療助手2名が所属し、理学療法・作業療
法・言語聴覚療法の3部門にて専門的な治療を行っております。また、脳血管
疾患・運動器・呼吸器・心大血管疾患・がん患者リハビリテーションの施設認
可を受けています。当科では、各疾患における発症・術後早期からのリハビリ
テーションを行っており、早期離床や病態の安定化および廃用症候群の予防に
努めています。特に発症・術後１週間以内の入院の方を対象に、病室等で全土
曜日・日曜日の治療も行っております。さらに、切れ目のないリハビリテー
ションサービスが行われるように、地域連携パスや経過報告書を使用して、地域の関係機関へ情報提供を行っています。
　当科の使命は、入院された方が早期に社会生活に復帰できるように、急性期リハビリテーションの充実を図り、関連す
る機関との連携を推進していくことであると考えています。リハビリテーションについてのご相談等がありましたら、お
気軽にお問い合わせください。

当院の“医療技術部門”の特色やスタッフを紹介いたします。

今月は　リハビリテーション科の紹介

予告	　平成26年度　地域医療連携　担当者交流会・講演会のお知らせ
　　　日　時：平成26年12月5日（金）　16：00～19：00
　　　場　所：富山市民病院　3階講堂
　　　　●担当者交流会　16：00～17：00　　
　　　　●講演会　　　　17：30～19：00　
　　　　　　テーマ　　在宅支援に向けた医療と介護連携のあり方
　　　　　　講　師　　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 氏　


