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Face to Face,   Heart to Heart

地域医療支援病院 富山市民病院

れんけいと支援
富山市今泉北部町2-1／Tel: 076（422）1112（代）http://www.tch.toyama.toyama.jp／発行日 2013年4月

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
pita
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富山市民病院は平成23年に地方公営企業法の全部適用を受け、病院事業管

理者が任命され、人事など多くの病院経営にかかわる権限が与えられました。

私は、これまで2年間管理者と院長を兼務してきましたが、平成25年4月を

もって兼務を解き富山市病院事業管理者として働くこととなりました。院長と

して在籍しました10年間、皆様には一方ならぬご支援とご協力をいただき心

より感謝いたします。小泉政権での聖域なき構造改革は医療に及び、年間

2200億円の社会保障費削減政策のために医療は崩壊の危機に立たされまし

た。病院経営も同様で、診療報酬3％以上の減額は当院の経営に大きな打撃を

与えました。しかし、地域の皆様のご理解と病院スタッフの努力に診療報酬の

プラス改定もあり、ようやく病院経営も安定の兆しを見せ始めています。これ

からも安定した病院事業によって地域医療支援を行ってまいる所存です。

院長には石田陽一院長代行が就任しました。石田院長は、これまでも病院の

診療及び運営にあたっています。より新しく、魅力に満ちた富山市民病院がつ

くられるものと期待しています。富山市民病院は平成20年に富山県では初め

て「地域医療支援病院」になりました。地域医療支援病院は、文字通り地域医

療を支援することが求められています。そして、医療法で、地域医療支援病院

は在宅医療を支援することが定められています。いま、高齢化が進む中で、富

山市の在宅医療をより市民の皆様が満足できる形で提供することが求められて

います。このために必要な医療を、富山市の、そして市民の皆様の病院として

提案し、つくりあげるために、病院事業管理者として努力したいと決意してい

ます。

これまでと同様、私たちは地域の皆様の健康を守り、豊かな地域をつくるこ

とを使命として働く所存です。石田院長ともども、病院に対しますご支援をい

ただくことをお願いして、ご挨拶といたします。これからもよろしくお願いい

たします。
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研修・講演・勉強会のご案内

２．内科CPC
日時：5月14日（火）17：30～
場所：医局カンファレンスルーム

３．医療機器研修会
日時：5月9日（木）17：45～18:15

※今回は、木曜日ですのでご注意ください!!
場所：集団指導室
○テーマ 「輸液ポンプの正しい取扱いについて」
○講　師　臨床工学技士 福島　　望　

４．乳腺術後症例検討会
日時：5月21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。

５．褥瘡対策学習会
日時：5月24日（金）17：45～
場所：集団指導室
○テーマ 「褥瘡の定義・褥瘡の評価」
○講　師　皮膚科医師 野村　佳弘

６．NST学習会
日時：5月27日（月）18：00～19:00
場所：講堂
○テーマ 「①栄養スクリーニングと栄養評価

のエビデンス」
「②栄養アセスメントと身体計測」

○講　師　①外科医師 月岡　雄治
②ＮＳＴ担当看護師 満保 恵、草野 玲奈

＊今年度は、栄養サポートチーム専門療法士認定教育施設として、
NST臨床研修（40時間）を実施します。NST学習会は必須とな
ります。詳細は５月にホームページにてお知らせします。

７．透析看護認定看護師公開講座
日時：5月31日（金）17：45～
場所：集団指導室
○テーマ 「①バスキュラーアクセスとは」

「②内シャントの管理　　など」
○講　師　透析看護認定看護師　松木　理浩　　

８．看護研修
《新採用者人工呼吸器管理研修》
日時：5月25日（土）13：00～17：15
場所：講堂

《衛星研修S－QUE Eナース》
日時：5月1日（水）17：40～18：40
場所：講堂
○テーマ 「患者急変とRapid  Response

～ベッドサイドで行うアセスメント」
基礎

日時：5月15日（水）17：40～18：40
場所：講堂
○テーマ　「院内急変に対応した救命治療実践編

ACLSから循環器補助装置の導入
まで」 応用

《衛星研修S－QUE 新特別企画　第1回》
日時：5月24日（金）17：00～19：00
場所：講堂
○テーマ　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」

5月分

MRI（Magnetic Resonance Imaging system：磁気共鳴
画像）とは、非常に強い磁石と、電波を使って体の内部の状態
を検査する方法です。Ｘ線を使いませんから被曝もなく、また、
いろいろな角度から体の断面の写真を撮影することができます。
当院でも 2 0 1 3年 3月 1日より、最新鋭のM R I 装置

（MAGNETOM Aera、シーメンス社製）を導入しており、よ
り短時間により高画質な画像を得ることができるようになって
います。

一方で、MRI検査を行う際に、磁力を使うという特性から適
応外になってしまう場合があります。また、造影剤を使用した
場合の副作用の報告もあります。安全に検査を行うためには、
その適応について医師、看護師、放射線検査技師、そのほかス
タッフすべてが熟知しておく必要があります。
MRIによる画像診断と適応について、当院での経験例を含め

てご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：5月14日（火）19：00～20：15 場所：当院３階　講堂

①ミニレクチャー：「MRIによる画像診断と適応」 放射線科 杉盛　夏樹

日時：平成25年6月11日（火）19：00～20：15 場 所：当院３階　講堂
① ミニレクチャー：慢性呼吸不全（仮） 呼吸器内科 芝　　靖貴
② 症例検討　　腎臓内科・泌尿器科の2例を予定しています。

予 告

②症例検討（2例）
1）『心臓MRIにて心筋障害の評価を行なった心筋症の1例』

（紹介医）岩城内科 岩城勝英先生 循環器内科 清川裕明
2）『膜性腎症1例』 （紹介医）富山赤十字病院小児科 津幡眞一先生 小児科 金田　尚
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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
新緑が目に映える季節となりましたが、まだまだ気温が低い日もあり

体調管理が難しい日々が続いています。
4月から中松の後任としてふれあい地域医療センターに異動してまいり

ました谷山です。5年前に1年間勤務させていただいた事がありましたが、
今新たに地域の皆様と共に連携し、与えられた使命を果たして「地域か

ら信頼される病院」を目指していきたいと思います。今後ともスタッフ一丸となって
がんばっていきますのでどうぞよろしくお願い致します。
尚、今年度より表紙の色も新たに「れんけいと支援」を4頁と変更させていただ

きました。
ふれあい地域医療センター 谷山　真理子

内視鏡内科では上部・下部消化器内視鏡検査、
気管支鏡検査を含め、通常検査の他に各種の内視
鏡治療を積極的に行っています。

一般的には、内視鏡と言われるだけでも、苦手意識が先行
し、受けたくない検査の一つであると思われています。ス
タッフは検査に対する不安・結果に対する不安などさまざま
な思いを抱えて来室される患者さんに対し、安心、安楽に検査を受けていただけ
るように、日々、努力しています。又、患者さんの安全を最優先に、患者さん・御家族との短時間のかか
わりの中でも、個別性を重視し、専門性を生かした内視鏡看護をこれからも提供していきたいと思います。
当科では、経鼻（細径内視鏡）を含め、最新の機器を取り揃えております。ご自身の為、御家族の為、
定期的に内視鏡検査を受けましょう。

の紹介外 来 部 門

今月は 内視鏡内科

病院ボランティア　篠崎　佳子

泉

月　岡

置　塩

元　井

中　西

永　川

宇佐美

杉　原

医師不在のお知らせ 5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

清　水

舟　本

草　島

瀬　川

関

山　野

澤　口

五　嶋

重　本

16日、17日

10日

８日、９日

10日、31日

30日

10日

14日、24日、28日、31日

13日、14日、16日、23日

31日

内 科

呼吸器・血管外科

脳 神 経 外 科

整形外科・関節再建外科

外 科

形 成 外 科

泌 尿 器 科

麻 酔 科

放 射 線 科

30日

13日、15日

29日、30日、31日

10日

14日、15日、16日、17日、20日、21日

23日、24日

24日

14日、16日




