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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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厚生労働省の調査結果によれば、昭和56年からわが国における死亡原因の第１ 
位はがんであり、年間30万人を超える方が、がんで亡くなっているとのことです。 
このような現状にも拘らず、内視鏡検査などが苦手で、がん検診やドックを自 

発的に受ける方が少ないのではないでしょうか。 
当院では、本年７月より採血のみで、がんの有無を判定する最新のがん検査を導 

入しました。検査名をマイクロアレイ血液検査といい、がんなどの異物に対する 
体の反応を遺伝子レベルで測定できる最新の技術を利用しています。 
検査の特徴は以下のとおりです。 

①検査領域　胃がん　大腸がん　膵臓がん　胆道がん 
②がんの感度(がん症例を正しく判定できる率)・・・95％以上 
特異度(健常人を正しく健常人と判定できる率)・・・87％ 

（いずれも臨床試験結果より） 
③がんの部位判定　　胃・大腸を正確に判定した率は84％　 

膵臓を正確に判定した率は65％ 
（いずれも臨床試験結果より） 

④検査内容　 血液５㏄の採血のみです。 
CTやＸ線検査のような放射線被ばくもなく、胃カメ 
ラ・大腸カメラのような挿入の苦しみもありません。 
また事前の食事制限、下剤の内服などは不要です。 

⑤結果報告　検査後、３～４週間で報告 

マイクロアレイ血液検査の技術は金沢大学附属病院消化器内科、北陸の主要な 
医療機関、株式会社キュービクスとの産学連携活動によって、世界で初めて発見 
された研究成果を基に完成されたものです。当院も研究段階から参画し開発の一 
翼を担ってまいりました。 
この検査は健康保険の対象となっておらず、自由診療で料金は60,000円(税込)と 

少々高めでありますが、将来的には利用者の拡大により利用しやすい料金となる 
ことを期待しています。 
なお、マイクロアレイ血液検査と併せて実施の場合の胸部CT、前立腺検査、乳 

房検査、子宮検査の各オプション検査には、ご利用いただきやすい料金を設定し 
ております。是非、地域の皆様方に体にやさしく、高齢の方にも心配のないマイ 
クロアレイ血液検査をお薦めいただければ幸いに思います。 
お問合せの場合は医事課まで、ご予約の場合は健康管理科までお願いいたします。 

石井　達也医事課 

最新技術による体に優しい 
がん検査のお薦め 
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研修・講演・勉強会のご案内 12月分

１．地域連携・開放型病床症例検討会
日時：12月11日（火）19：00～20：15 場所：当院３階　講堂

①ミニレクチャー：「危険な頭痛を見逃さない」 神経内科 林　　　茂

日時：平成25年１月８日（火）19：00～20：15 場所：当院３階　講堂

（１）ミニレクチャー：「器質性精神障害」 精神科 伊東　　徹

（２）症例検討　　腎臓内科・小児科の２例を予定しています。

脳静脈洞血栓症やくも膜下出血など、見逃してはならない頭痛に関して、当科で対応した頭痛症例

を中心に、病歴、画像所見などを呈示します。

予 告

②症例検討
1）『ＥＢＵＳで診断しえた肺腺癌の一例』

（紹介医）アルペン室谷クリニック　永井　晃 先生　呼吸器内科　芝　　靖貴
2）『肩腱板断裂』 整形外科　五嶋　謙一

２．医療機器研修会
日時：12月4日（火）17：45～18：15

場所：集団指導室

○テーマ 「人工呼吸器グラフィックモニタ

から得られる情報について」

○講　師　臨床工学技士　　　　熊代　佳景

３．糖尿病研究会定例学習会
日時：12月6日（木）17：30～　

場所：集団指導室

○テーマ 「糖尿病と歯周病」

○講　師　歯科口腔外科医師 高橋　勝雄

４．乳腺術後症例検討会
日時：12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

＊毎月、2～3症例の手術症例検討を行って、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。

５．看護研修
《看護研究サポート》（看護研究研修会）

第6回

日時：12月21日（金）17：45～19：00

場所：集団指導室

○テーマ「研究プレゼンテーション」

※平成25年2月の地域連携・開放型病床症例検討会中止のお知らせ

病院機能評価受審のため２月12日の開催は中止いたします。
なお、３月の開催は、３月12日（火）に予定しておりますので、よろしく
お願いいたします。多数のご参加をお待ちしております。
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《衛星研修S－QUE Eナース》
日時：12月5日（水）17：40～18：50
場所：講堂
○テーマ「老年者・認知症患者の看護」

日時：12月19日（水）17：40～18：50
場所：講堂
○テーマ「患者さんに寄り添った

退院支援と連携」

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

今年も残すところ１ヶ月となりました。日頃より大変お世話になり、ありがとうございます。年末年始

のふれあい地域医療センターの業務については以下の通りです。診察や検査の予約受付に対応いたします

のでよろしくお願いいたします。

・ 12月25日（火） 通常どおり

・ 12月26日（水） 通常どおり

・ 12月27日（木） 通常どおり

・ 12月28日（金） 通常どおり

・12月29日（土）～1月3日（木） 休み

・ 1月　 4日（金） 通常どおり

ふれあい地域医療センターからのお知らせ

※なお、救急患者さんに関しては、
救急センターへご連絡ください。
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《連載企画》診療所・病院・施設訪問○92 本郷はなの木薬局

今回は「本郷はなの木薬局」を訪問させていただきました。

訪 問 記
訪問記で初めて保険薬局を紹介します。今回は「本郷はな

の木薬局」に医師・看護師・薬剤師の３名で訪問させていた

だきました。

本郷町の静かな住宅地で、高橋医院に隣接していました。

店内は温もりと落ち着きある木調をベースとし、温かみのあ

る照明、心地良い香り、個別の相談カウンターも設置され随

所に患者様への配慮が感じられました。スタッフは薬剤師３

～４名、事務員２名で、１日60～80枚の処方箋を取り扱って
いるとのことでした。保険調剤の他にも一般薬販売、介護用

品の販売、ハーブ・アロマの販売もされていました。「はなの

木薬局」は、岐阜・長野・石川・富山の4県で7店舗あり、本
社の岐阜地方に多く自生している「ハナノキ」という樹から

店名を定めたそうです。

「本郷はなの木薬局」が今後特に力を入れていきたいのが

在宅医療ということで、話をしていただいたのは奥田　武詩

さんでした。奥田さんは常務取締役・業務本部長として業務

されており、また富山市薬剤師会理事として活躍されていま

す。富山市の保険薬局は140余りで、そのうち約1割程度が在
宅医療に取り組んでおられるということですが、「まだまだ少

ないのが現状です。」と話されていました。訪問での薬剤管理

指導は、服薬ケース・服薬カレンダーの提供や薬のセット、

残薬の管理、薬剤の効果確認・副作用確認などを中心に、自

己管理が困難で入退院を繰り返す高齢の方や独居老人などを対象に、現在10軒のお宅を訪問し
ていらっしゃるそうです。訪問すると手持ち残薬の多さに驚いたこともあったそうです。地域

の保険薬局として、医療機関や介護・福祉関係者との連携を深め在宅医療に関わっていきたい

と力強く語ってくださいました。病院の薬剤師は入院患者に薬剤管理指導を行っていますが、

退院後も服薬継続できているか、間違わず飲めるかなど心配も多くあります。今後は合同カン

ファレンスなどにも参加し連携を深めていきたいと話されていたので、患者さんのために薬薬

連携を強めていかなければならないと感じました。

夕方の忙しい時間帯でしたがスタッフの方々には快くさわやかに対応していただき、興味が

あった保険薬局の現状を知ることができました。本当にありがとうございました。

名　　　　称 本郷はなの木薬局

富山県富山市本郷町３区198－3住　　　　所

薬局長　管理薬剤師　松本　裕樹管 理 者

月・火・木・金曜　9：00～18：00
水・土曜　　　　　9：00～13：00
日曜、祝祭日　　　休業

営業日・時間
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脳卒中は我が国の死因別死亡率で第３位の座にあり、年間約13万人が
死亡しており、その減少率は鈍化が認められております。また近年、高

齢化社会を迎え、年間約30万人が新たに脳卒中となり、脳卒中患者数は
300万人を超える数に達していると推定されています。ひとたび脳卒中
に罹患すれば多くは重大な後遺症を残すことになります。それは要介護

原因から見た原因の第１位は脳卒中であることからも示されておりま

す。その結果、全医療費の約１割近くが脳卒中診療に費やされております。

このような状況の中で、脳卒中の外科的治療

には、目覚ましい進歩がみられております。外

科的治療の主な目的は、脳卒中の初発・再発予

防にあります。脳動脈瘤クリッピング術、頸動

脈内膜剥離術および脳血管バイパス術などの手術ビデオを通じて、脳卒

中に対する外科的治療について紹介させていただきました。

脳神経外科医師 宮森　正郎

第21回ふれあいセミナーが開催されました

講演会から

「脳卒中に対する外科的治療～よみがえる脳～」

ミニコンサート

乳がん看護認定看護師の役割は、病名告知後の心理的サポート、治療選択
のサポート、様々な治療に伴うケアとセルフケア支援、ボディイメージの変
容へのサポート、リンパ浮腫予防、看護スタッフへの指導や相談とされてお
り、医師や周囲のスタッフの協力のもと日々の業務の中で実践しています。
乳がんは年々増加しており、罹患率は女性のがんの第一位となっています。

45歳前後が好発年齢で働き盛りの壮年期に多く、結婚・出産、育児・養育、
家族関係、仕事などの面から社会に大きな影響を与える疾患とも言われてい
ます。
私は外科病棟で3交代勤務をしている中で、乳がん患者さんと関わっています。乳がんという病気に対する
不安、手術を受けることに対する不安、仕事や家族を残して入院することへの不安を理解し、少しでも安心し
て手術を受け、入院生活を送ることができるように、患者さんに寄り添うことを心がけています。
乳がん患者さんは、手術を受けた後も薬物療法や放射線療法を受ける方が多く、手術をして何年か経過した
後にリンパ浮腫を発症する方もおられ、退院後も外来での継続した看護が必要となります。退院後初めて外来
に受診される際には、できる限り医師の診察に同席し、患者さんと面談をしています。自宅で生活している中
で困っていることはないか、術後の補助療法に対する不安、質問にお答えしています。
また、乳がん看護に関わる看護師の知識や技術の向上を目的として、県内各病院の医師、看護師とともに

TOYAMA．BCN（ブレスト ケア ナース）サポートチームを結成し、年に1～2回セミナーを開催しています。
当院でも乳がん看護に関する勉強会を企画していますので、興味のある方はぜひ参加していただけると嬉しい
です。また、毎年10月には「とやまピンクリボンキャンペーン」と題し、乳がんの啓発運動にも取り組んでい
ます。そちらの方も興味がある方は、ぜひお知らせください。お待ちしております。

乳がん看護認定看護師 石倉　誠子

認定看護師の活動報告　　　　　 乳がん看護認定看護師編

健康チェック・栄養相談
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外科外来では、患者さんや家族の方を対象に下記の相談

窓口や患者会を開催しています。ご利用を希望される方が

おられましたら、外科外来までお問い合わせください。

＊ストーマ相談窓口
消化器科・泌尿器科のストーマに関するお悩みや困って

いること等について、相談を行っています。

開 催 日：第1～4火曜日

開催場所：外科外来

担 当 者：皮膚・排泄ケア認定看護師

○完全予約制です。予約は外科・泌尿器科の外来にて受け付けております。

○相談窓口でストーマ装具交換を行いますので装具交換しないでお越しください。

○交換用のストマ装具一式をお持ちください。

＊リンパ浮腫相談
がんの治療などが原因で発症するリンパ浮腫ケア（ドレナージなど）や、自宅でできるセルフ

ケアのアドバイスや相談を行っています。

開 催 日：第2、第4木曜日　13：30～16：30

開催場所：外科外来

担 当 者：看護師（乳がん看護認定看護師、医療リンパドレナージセラピスト）

○完全予約制です。予約は、外科外来にて受け付けております。

○紹介元からの診療情報があることが望ましいです。

＊ひまわりの会
乳がんの手術を受けられた方の交流会（患者会）です。

定 例 会：6月、9月、12月、3月の　第2土曜日　13：30～15：30

講演会やリマンマ製品の紹介

懇親会やおしゃべり会をおこなっています。

開催場所：3階　集団指導室

定例会に合わせて「ひまわり通信」を発行しています。

年間2,000円の会費を集めています。

○1年に1回　11月ごろにレクリ

エーションとして日帰り温泉旅行

を行っています。

申込みやご連絡は外科外来までお

願いします。

リンパマッサージ

ストマ相談

ひまわりの会

※申し込み、お問い合せは、外科外来までご連絡ください。TEL 076（422）1112（代表）
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吉　川

寺　島

澤　口

坂　越

重　本

医師不在のお知らせ 12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　浦

寺h（靖）

森　永

泉

野　島

21日

10日

４日

３日・10日・17日

７日

内 科

外 科

外 科

歯科口腔外科

整形外科・関節再建外科

４日

27日・28日

４日・７日

７日・11日

７日

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。登録医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、お願い申し上げます。

日時：平成25年３月８日（金）19：30～ 場所：富山第一ホテル

地域連携開放型病床講演会・懇親会のご案内

平成24年度　富山市民病院　

初めまして。今年度からお世話になっております富山市民病院研修医１年目の舟

坂雅大です。富山市民病院で2年間研修を行います。よろしくお願いします。富山市
民病院で働き始めて約半年が過ぎました。さまざまな診療科をローテートさせてい

ただき、日々充実した研修医生活を過ごしています。しかし、診療においての知識、手技、検査、治療

法などわからないことが多すぎて勉強が追い付いていないことが現実にあります。自分の力量のなさに

挫折しそうになることが多々あり、研修医生活をスタートした時の気持ちが途切れそうになる時もあり

ます。そんな中2年目の研修医の先輩や、同期の研修医、先輩の先生方、周りのコメディカルの人々に助
けられ、支えられています。そんな時に医療とはチーム医療が大事であることがわかりました。これか

らも迷惑をかけると思いますが、いろいろ教えていただくとありがたいです。

そして研修医として働き出してやはり患者さんの気持ち、患者さんのご家族の気持ちを忘れてはなら

ないことが大事であると学びました。受け持ちの患者さんやそのご家族

に対して行うインフォームド・コンセントに同席する機会も増え、癌の

宣告や余命の説明に対して涙を流す場面をたくさんみてきました。私も

その時は胸に込み上げるものがありましたが、ぐっと我慢をしてイン

フォームド・コンセントに参加していました。医師は患者さんに対して

の最良の医療はなんなのか常に模索しなければならな

いと感じました。私はまだどの診療科に進むか決めて

おりません。しかしどの診療科でもこの気持ちは忘れ

てはならないと感じました。

医師としてこれからやっていけるか不安はあります

が、日々の勉強を怠らずがんばっていきたいと思いま

す。どうぞこれからもよろしくお願いします。

研修医 舟坂　雅大
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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

秋の夜長、月を眺めていると心が癒されます。これは月のパワーを浴びて
いるからだそうです。 月のパワーをもらう片づけ術”というのを見つけま
した。新月に観察し計画を立てる。上限の月（新月から満月に向かう「半月」）
にものを整理整頓する。満月に汚れを取って磨く。下弦の月（満月から新月
に向かう「半月」）に必要のないものを捨てる。月の満ち欠けは持つパワー
も違い、そのリズムに合わせて暮らせば運気を高めることができるとのこと
です。
これから年末にかけ、私は月のパワーをい

ただいた片づけ術を取り入れてみようと思い
ます。ちなみに新月は12月13日、上限の月は
12月20日、満月は12月28日、下弦の月は12月
7日です。
皆様も試してみてはいかがですか。
ふれあい地域医療センター　中松　己志子

透析内科は腎臓内科医師５名、師長、透析認定看

護師を含む看護師11名、臨床工学技士（ＭＥ）６名、
看護助手1名が患者さんに安全で安心できる透析を提

供するために、毎日奮闘しながら勤務しています。平成18年に移
転増築された透析室は32床を有し、血液透析、腹膜透析は勿論、
血漿交換や白血球吸着などの血液浄化療法や幹細胞採取、腹水濃縮なども行っています。

当院の透析内科の特徴は、透析を導入される患者さんから維持透析歴35年の患者さんまで幅広い層
に対応をしているところです。また、地域の中核病院として救急搬送された急性期疾患の透析患者さ

んの受け入れや、他科入院の患者さんの維持透析にも対応しています。そして、３年前より受け持ち

看護体制を導入いたしました。患者さんのベスト・クオリティ・

オブ・ライフを考えた透析を提供したいと、カンファレンスでの

情報・意見交換、医師・看護師・ME参加のデータ検討会、学習

会開催などでスキルアップに努めています。

看護スタッフ全員が、知識と経験を活かし、

新しい情報を取り込みながら日々頑張っている

透析内科を今後も宜しくお願いいたします。

の紹介

今月は 透析内科

病院ボランティア
篠崎　佳子

”




