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東日本大震災から２年が過ぎようとしておりますが、震災は未だに各地に大きな影
響を残しております。一刻も早い復興を祈るばかりです。
地震などのような大規模災害が生じた場合には、医療資源が全く足らなくなります。
この様な時、最善の救命効果を得るため、多数の傷病者を重症度と緊急性によって分
別し、治療の優先度を決定する『トリアージ』という手法が用いられています。『ト
リアージ』とは、フランス軍の衛生隊が野戦病院で行ったシステムで、『選別』とい
う意味です。
具体的には、第１順位：生命に関わる重篤な状態で一刻も早い処置をすべきもの、

第２順位：直ちに生命に関わる重篤な状態ではないが、処置が必要なもの、第３順
位：今すぐの処置や搬送の必要のないもの、第４順位：死亡または救命不可能なもの、
の４グループに分けて、順次、処置を行うというものです。
現在、大規模災害だけではなく、重大交通事故や重大労災事故などで活用されてい

ます。
富山市民病院マガジン『きよら』67号に掲載したように、昨年12月３日に、重大交

通事故を想定したトリアージ訓練を当院でも行いました。
一方、救急外来で多くの患者さんが待っている場合、待てる状態でない患者さんが

潜んでいる可能性があります。そして、待合室で待っているうちに倒れ、手遅れと
なってしまう事も考えられます。
当院では、このような不幸なことをできるだけなくすために、この『トリアージ』

と言う手法を取り入れ、受付の順番だけでなく、重症度によって診察、処置の順位を
決定しております。
具体的には、資格を持ったトリアージ看護師が、患者さんのお話を聞かせてもらい

ます。そして、カナダで使用されていたシステムを日本臨床救急医学会、日本救急看
護学会、日本救急医学会が日本語版として発展させた『救急度判定システム
(JTAS;Japanese Triage Acuity System)』を使用し、下記の重症度分類を行い、
それに従って診察や処置の順番を決定しております。
レベル1（蘇生） ：積極的治療が直ちに必要な状態
レベル2（緊急） ：迅速な治療が必要な状態
レベル3（順緊急）：重症化し、救急処置が必要になる潜在的な可能性のある状態
レベル4（低緊急）：1－2時間以内の治療開始や再評価が望ましい状態
レベル5（非緊急）：緊急性のない状態
当然、待っている間に状況が変わることもありますので、一定の待ち時間を過ぎた

場合には、再トリアージを行っております。
従って、来院順と異なる診察順となることがあります。また、救急車で患者さんが

次から次へと搬入されて来ますので、どうしても待ち時間が長くなってしまいます。
助け得る命を失わないように努力しているためとご理解いただければ幸いです。
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研修・講演・勉強会のご案内

２．接遇向上講演会
日時：3月1日（金）17：40～19：10
場所：講堂
○テーマ 「やさしく教えてクレーム対応」

・ クレームとは？
・ クレーム対応のポイント
・ クレームを解決する本質とは？
などわかりやすく解説いたします。

○講　師　置塩　良政 当院接遇向上委員長　

３．感染予防対策　学習会
日時：3月4日（月）17：45～19：00
場所：講堂
○テーマ 「滅菌・消毒・洗浄について」
○講　師　当院感染対策アドバイザー　

ICHG研究会代表　波多江　新平先生

４．医療機器研修会
日時：3月5日（火）17：45～18：15
場所：集団指導室
○テーマ 「生体情報モニタの取扱い・注意点

について」
○講　師 臨床工学技士 松下　翔悟

５．糖尿病研究会定例学習会
日時：3月7日（木）17：30～
場所：集団指導室
○テーマ 「糖尿病連携パス・災害ケア」

６．NST学習会
日時：3月18日（月）18：00～19：00
場所：講堂
○テーマ　「褥瘡患者への関わり」
○講　師　皮膚・排泄ケア認定看護師

関口　聡子

７．乳腺術後症例検討会
日時：3月19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。

８．褥瘡対策学習会
日時：3月22日（金）17：45～　
場所：集団指導室
○テーマ 「①褥瘡の治療：保存的療法」

「②褥瘡の治療：外科的デブリート
メントと手術療法」

○講　師　①皮膚科医師 野村　佳弘
②形成外科医師 置塩　良政

3月分

ヒト乳頭腫ウイルス（HPV）は子宮頚癌の組織中に
高率にみられることが1983年に報告されました。その
後、多くの研究者による精力的な研究から、HPVが子
宮頚癌の原因ウイルスであることが判明しました。
子宮頸癌は近年、予防可能な癌として認知されるよ
うになってきています。ご承知のように、HPV予防ワ
クチンが開発され、子宮頸癌予防に利用されています。
中学生、高校生を対象にその接種には公費助成がされ
ています。
HPVは100種類以上の亜型に分類されますが、その

一部が子宮癌と関連するとされています。これは高リ
スク型HPVと呼ばれ、検査によりその感染の有無を知
ることができるようになりました。臨床の場では前癌
病変である子宮頸部異形成に対し、HPV検査を利用し
て診断・治療されています。さらに、従来の細胞診と
HPV検査を併用した、より正確な子宮癌検診の方法が
模索されています。
HPV予防ワクチン、HPV検査を利用した診断法に
ついて、当科における経験例を含めて紹介させていた
だきます。

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

①ミニレクチャー：「ヒト乳頭腫ウイルスと子宮頸癌」 産婦人科 三輪　正彦

日時：平成25年４月９日（火）19：00～20：15 場 所：当院3階　講堂

① ミニレクチャー：「糖尿病と皮膚感染症」 皮膚科 野村　佳弘

② 症例検討　　内分泌内科・外科の２例を予定しています。

予 告

②症例検討
1）『胃透視のバリウムによる腸閉塞の２例』

（紹介医）大沢野中央診療所 中山　哲規先生　長森興南クリニック 長森　正則先生 消化器内科　青山　　庄

2）『診察では診断が難しいと思われる脳出血』 脳神経外科　塚田　　彰
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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

新任看護職員研修のご案内

９．看護研修
《衛星研修S－QUE Eナース》
日時：3月６日（水）17：40～18：50
場所：講堂
○テーマ 「看護倫理/看護を語る」

日時：3月21日（木）17：40～18：50
場所：講堂
○テーマ 「リーダーシップ・コーチングスキル

（プリセプター教育）」

《衛星研修S－QUE 特別企画》
日時：3月29日（金）17：00～19：00
場所：講堂
○テーマ　「平成25年展望　これからの医療を

語る、これからの看護を語る」

当院では平成25年度採用の新任看護職員に対し、研修を実施いたします。下記の通り計画いたしましたの
でご案内いたします。なお、5月以降の研修に関しては、「れんけいと支援」や「当院ホームページ・研修案
内」に掲載いたします。また平成25年度も“衛星研修Ｓ－ＱＵＥ”を継続していきます。25年度のスケ
ジュール・講師・テーマについては別添の資料をご参考ください。

２・Ｓ－ＱＵＥ１０００　　4月～6月までの予定
《Ｅナース》 ※場所：当院３階講堂　時間：17：40～18：40
４月　 ３日（水）実践につなげる感染防止対策

17日（水）明日から使える！本当に大切な薬剤の基礎知識
５月　 １日（水）患者急変とRapid Response～ベットサイドで行うアセスメント　基礎

15日（水）院内急変に対応した救命治療の実践編～ＡＣＬＳから循環補助装置の導入まで
６月　 ５日（水）ドレーン管理基礎と応用～胸腔ドレーンの原理と管理　腹腔内ドレーンの管理

19日（水）病態を予測した臨床検査値の読み方

《新特別企画》 ※場所：当院３階 講堂　時間：17：00～19：00
５月24日（金） 第１回　病院環境フォーラム‘13福岡　

「病院看護職のための診療報酬ＵＰ講座　Ｈ25/５月」

＊新任看護研修に関するお問い合わせは新任看護研修担当：看護部　古川美和子までお願いします。
ＴＥＬ：（代）076－422-1112 （内線）2011

１・研修内容と日時　※場所：当院３階講堂

講義・実践

講義・実践

講義・実践

実践

６月ごろ

５・６月ごろ

６月～７月

※４月の下記の日程で開催
予定
8日、11日、15日、16日、
17日、19日、22日、23日
※開催日程、時間、内容な
ど詳細については、直接
担当へお問い合わせくだ
さい。

感染防止の技術

排泄援助技術

食事援助技術

活動・休息援助技術

与薬援助技術　

経口薬の投与　麻薬製剤について

静脈注射　皮下注射　中心静脈内注射

誤薬防止の手順等

呼吸・循環を整える技術

救急蘇生法

レスピレータ―

心電図

内　　　　　容 開催日 時間 その他

1

2

3

4

5

6

7

8

9



《連載企画》診療所・病院・施設訪問○95 東岩瀬クリニック

今回は「東岩瀬クリニック」を訪問させていただきました。

朝からの雪がやみ、時折暖かい陽射しが差し込む１月28日の午後

「東岩瀬クリニック」に訪問させていただきました。

「東岩瀬クリニック」の待合室には、多くの絵画が飾られ、安ら

ぎと落ち着いた雰囲気を感じました。伺うと作品は美大生のオーク

ションがありそこで収集したとのことです。

院長の阿部正浩先生は富山医科薬科大学（現富山大学）を1986年

に卒業後、東京女子医科大学腎臓病総合医療センターで診療、研究

および教育に携わり、2003年に奥さんの地元である岩瀬地区で「東

岩瀬クリニック」を開院されました。地域のかかりつけ医として、

高血圧症、糖尿病など生活習慣病、また新潟大学病院などと連携し

ながら腎臓、肝臓移植後の方の術後管理を行っておられるそうです。

2012年の4月からは循環器がご専門の織田慶孝医師が着任され医師二

人体制となり、今まで以上に在宅医療にも力を入れて行きたいと伺

いました。2012年5月には東岩瀬訪問看護ステーションも開設され、

在宅での医療と看護の提供を行うことができるようになったそうで

す。岩瀬、萩浦地域包括支援センターのすぐ近くに位置しており、

富山北部方面に対応しておられ、現在15人程の患者さんの訪問診療

を行っているとのことでした。

「とことん地域医療にこだわり診療に当たる覚悟です。」当院とは

「少し距離が離れていますが、患者さんの希望に応じての紹介や、在

宅療養が必要な患者さんの相談など、末永く病診連携をしていけれ

ばありがたいです。」と話してくださいました。そして先生の座右の

銘である「楽観的に、果敢的に」をモットーに、地域の方に安全・

安心な医療の提供を心がけ、気軽に利用してもらえるクリニックを目指しておられることなど、先生の地

域医療に対するあふれる思いをお聞きする事ができました。

先生の優しい人柄とスタッフの皆さんの明るく柔和な雰囲気に包まれ、訪問時間はまたたくまに過ぎて

いきました。先生ご自身は絵も描かれるとのことですが、今は忙しく描く暇がないとのこと。いつの日か

待合室に先生の絵が飾られることを思い描きながら、帰路に着きました。

訪 問 記

名　　　　称 東岩瀬クリニック

月～金曜　午前 9：00～12：30、午後 14：30～18：30
土曜　　　午前 9：00～12：30
※ 阿部医師は木曜日午後と金曜日午前は往診にて外来診察はありません。
※ 織田医師は火曜日午前と水曜日午後は往診にて外来診察はありません。
土曜午後、日曜、祝祭日　休診

無床診療所

診察日･時間

富山県富山市高畠町1-11-11住　　　　所

阿部　正浩、織田　慶孝医 師

内科・循環器内科・外科・泌尿器科標 榜　 科

施 設 区 分

阿部正浩院長先生

阿部先生とスタッフの皆さん

東岩瀬クリニック前景

4

自画像
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当院では、咀しゃくや嚥下が困難の方のために、昨年の10月１日から「やわらか食」の提供を始め
ました。
これまでは、料理を細かく刻んだ食事「刻み食」を提供してきましたが、その形態では口腔内でば

らけやすく食塊形成が困難なため、食べ物が誤って気管から肺に入り、誤嚥性肺炎を起こす危険性が
あります。
そこで、ある程度“形”があり“歯茎でもつぶせる軟らかさ”をめざし、嚥下に適した食材の選定

から始め、圧力鍋などを利用した調理方法の検討、試作を重ねました。また、言語聴覚士や病棟看護
師の協力を得て、入院患者さんへの試食も実施しました。
「やわらか食」の導入から４ヶ月が経ち、食事オーダも徐々に増えており、患者さんからも「軟ら

かくて食べやすい」「見た目が美味しそう」など、ご好評をいただいています。
最近では、歯科術後や開口障害のある患者さんへの提供も進んでいます。
また、このことをきっかけにＮＳＴ（栄養サポートチーム）
委員会では、当院の「誤嚥・窒息リスク評価実施手順」や
「段階的嚥下調整食フローチャート」の見直しを行い、患者
さん一人ひとりの状態に応じた食事提供ができるようスタッ
フ全員に教育しています。
今後もアイディアを出し合い、患者さんに満足していただ

ける食事をめざしていきたいと思います。

やわらか食の提供を始めました

栄養科 谷川　祐子

２月１日より、臨床検査科の輸血検査の体制が２点変更になりましたので、ご紹介させていただきます。

1つは、輸血検査の自動化です。輸血が必要になった時に行なわれる検査として、血液型検査、交差適合試
験があります。交差適合試験は、輸血を受ける患者さまの血液とその患者さんに入れる血液（献血された血

液）を混合して異常がおこらないかを調べる検査です。さらに、患者さんの血液中に溶血を起こす抗体がな

いかを調べる不規則抗体検査も必要です。これらの検査を自動で行う検査機器Auto Vue（オーソ・クリニカ

ル・ダイアグノスティックス社製　写真1、2）が導入されました。従来はこれらの検査を試験管で行なって
きましたが、全自動機器では専用のマイクロチューブに充填されたガラスビーズの中で検査を行ないます。

臨床検査の生化学、血液検査と比較し、輸血検査の自動化は遅れていました。しかし、自動機器導入に伴い、

①結果が客観性に優れ、輸血検査に不慣れな技師においても検査手技や判定のバラツキをなくすことがで

きます。

②検体量が微量化できます。

③輸血システム、電子カルテとオンラインされたこと

により、ヒューマンエラーを避けることができます。

もう１つは、安全かつ適正使用を推進する目的で血漿

分画製剤の一つであるアルブミン製剤を輸血検査で管理

することになりました。

以上の２点の改善により、検査の標準化をすすめると

ともに安全な輸血を患者さんにお届けすることができる

ようなりました。

臨床検査科

写真1 写真2



6

現在、病院独自のエキスパートナースは15分野54名が、それぞれの
分野で活躍をしています。１月15日に新たなエキスパートナース３名
（整形外科看護１名、皮膚・排泄ケア２名）と更新者２名（がん化学療
法看護１名、救急看護１名）が認定されました。
看護部長から認定者へ「特定の専門看護分野において、卓越した実

践能力を発揮し、チームの一員となり患者
さんに対する看護実践や、看護職者に対するケア向上のための支援を
実践していってほしい」と話がありました。
これからもエキスパートナースとしての役割を果たすために、一人

ひとりが自己研鑽を積みながら活動をおこなってまいりますのでよろ
しくお願いたします。

がん化学療法は、この50
年の間に目覚しい進歩を遂
げ、現在がん治療において
手術療法、放射線療法と並
んで重要な位置を占めてい
ます。またがん病態の解明、
化学療法に使用される新薬
の開発が進み、患者さんの

QOLを考慮した治療が行われています。がん化
学療法の注意すべき点として、①有害事象（副
作用）を伴う治療であること、②治療期間が長
期であること、③治療効果が不確かであること
などが挙げられます。これらのことから、がん
化学療法に携わる看護師は、専門的な知識を
もって抗がん剤を安全に投与すること、患者さ
ん・ご家族の意思決定を支え、セルフケアを支
援することが大切です。
私は、現在、がん化学療法看護認定看護師と

して、病棟で治療を受ける患者さんの投与管理
や日常生活援助をおこなうとともに、患者さん
にセルフケアの実際を説明しています。また外

来治療室と連携し患者さんの情報を共有しなが
ら、患者さんが安心して治療を継続していける
ように支援しています。さらに、定期的に勉強
会を開催し、知識を高めることでより質の高い
ケアの提供に心掛けています。
治療を行いながら在宅で日常生活を送る患者

さんやご家族は、さまざまな不安や有害事象
（副作用）による苦痛が伴うこともあります。
24年度の診療報酬改定により、私たち認定看護
師が地域へ出向いて行くことが算定対象にな
り、これまで以上に患者さんの日常に寄り添っ
た看護の必要性が求められています。今後は院
内での活動から地域に向けた働きかけにも配慮
した活動を行っていきたいと考え、これからも
患者さんやご家族との
関わりの中から多くを
学ばせていただき、皆
様の力になれるよう努
力してまいりたいと思
います。

がん化学療法看護認定看護師 浜田　真由美
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大　田

児　玉

永　川

松　浦

宇佐美

澤　口

坂　越

五　嶋

金　田

寺　島

置　塩

宮　森

山　野

医師不在のお知らせ 3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

樋　上

寺崎敏

林

蓑　内

寺h靖

水　野

清　水

泉

廣　澤

福　島

北原（漢方）

草　島

長谷川

伊　東

21日

1日・4日

15日・22日・25日

1日

22日

4日

19日

7日・11日・14日・18日・21日

12日・13日・14日・21日

28日・29日

4日

14日

11日・13日・15日

18日・19日・22日

内 科

外 科

呼吸器血管外科

精 神 科

産 婦 人 科

泌 尿 器 科

麻 酔 科

整形外科・関節再建外科

小 児 科

歯科口腔外科

形 成 外 科

脳 外 科

26日・27日・28日・29日

22日

25日

28日・29日

15日

1日・22日

15日

25日・26日・28日

28日

25日

18日

22日

21日・22日

１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。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25年３月８日（金）19：30～
場　所：富山第一ホテル
内　容：①講演会　　

○ テーマ：脳神経外科における最近10年間の軌跡
○ 講　師：脳神経外科　宮森　正郎
②懇親会

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

平成24年度　

肝臓病患者さんやご家族の方を対象に肝臓病教室を開催しています。健康管理の相談や正しい知識を得て
療養にお役立てください。

■ 開催日及び内容
平成25年3月11日（月）
医　　　師：肝硬変から肝臓がんへ
管理栄養士：肝硬変の食事について
看　護　師：肝不全症状のある場合の生活について

■ 時　間 受付開始　　13：15～
教室開始　　13：30 ～14：30（60分）

■ 場　所 ３階 集団指導室

■ 参加申し込みなど詳細については内科外来、東病棟4階にお問い合わせください。

肝臓病教室のご案内 ・・・ご利用される方がいらっしゃいましたら下記の問い合わせ先
へご連絡ください。
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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

立春を過ぎまだまだ寒さ厳しい日もあり

ますが、春をとても待ち遠しく感じる今日

この頃です。

もうすぐ桃の節句、ひな祭りです。お雛様

の由来は、古くは中国の３月３日にあった「桃花節（とうかせつ）」という水辺で

身を清め、穢れ(けがれ)を祓う習慣がやがて日本にも伝わったものと書いてありま

した。その後、日本では平安時代に人形（ひとがた）に厄を移す風習となり、また、

貴族の子女が「ひいな遊び」という今で言うままごと遊びのようなことがやがて女

の子を祝う節句の形になっていったとのことです。

ふれあい地域医療センターにも職員手作りのお雛様を飾りました。患者さんや来

院された方の無事を祈りつつ、ご覧いただいた方が少しでもホッとした気持ちに

なっていただければ幸いに思います。

ふれあい地域医療センター　看護師 石崎　華代

外科外来は医師８名・看護師６名・医療助手１名で、
安心・安全な医療が提供できるよう日々努力していま
す。他科や他院からの手術目的でこられる患者さんや、

創部の処置が必要な患者さん、術後化学療法などの補助療法を行
う患者さん、乳腺検査を行う患者さんなどさまざまな患者さんが
受診されます。
外科というと手術というイメージが強いと思います。病名告知後の精神的援助、手術をするかどうす

るかという治療法選択の援助などを行い、患者さんに安心して手術、治療を受けていただけるようにす
ることも私たちの大切な仕事です。外来業務の中で適切なコミュニケーションをとることにより患者さ
んの不安・疑問が軽減し、安心して手術をむかえられるよう心がけています。
また、がん患者さんの多くは術後化学療法などの補助療法を行うことが多く、症状の観察、副作用出現

時の対処法などの不安・疑問にお答えできるよう努めています。
外科外来ではストーマ相談窓口、リンパ浮腫相談窓口、乳がん

の手術を受けられた患者さんの患者会「ひまわりの会」のご案内
も行っています。
患者さんとのコミュニケーションを大切にし、笑顔でお帰りい

ただけるよう努めていきたいと思います。これからも外科外来を
よろしくお願いいたします。

の紹介外 来 部 門

今月は 外科外来

病院ボランティア　篠崎　佳子


