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今年、４月の定期人事異動に伴い、臨床検査科長を拝命いたしました。私は、

平成11年に富山市保健所へ異動以来、13年ぶりに病院勤務となりました。
臨床検査科は、病理検査係、血液輸血検査係、生化学免疫検査係、微生物検査

係、生理機能検査係の５係から組織され、患者さんから採取された検体検査部門

と患者さん自身の生体検査部門に分かれ、臨床へ迅速に正確な検査結果を提供し

ています。

臨床検査科としては、「１日の検査結果報告の遅れが、２～３日の診断確定や

治療効果判定の遅れに繋がること」を意識して検査結果を少しでも迅速に臨床に

返すことに努めています。

さらに、栄養サポートチーム（ＮＳＴ）や院内感染症対策チーム（ＩＣＴ）な

どのチーム医療へ積極的に参画し、臨床検査科でなければできない有用な検査情

報の提供を行っています。

また、平成22年度の診療報酬改定では、チーム医療の重視が明確に打ち出され
ました。その改定の中で診療報酬の算定要件として臨床検査技師が文書中に明記

されています。例えば、感染防止対策加算（入院初日）の施設基準の１つとして、

３年以上の病院勤務経験をもつ専任の臨床検査技師が配置されていること。さら

に、検体検査の評価の充実の中では、検体検査管理加算（Ⅳ）が新設され、この

施設基準の１つとして常勤の臨床検査技師が10名以上配置されていること。また、
輸血管理料（Ⅰ）及び（Ⅱ）では、施設基準の１つとして専従の常勤臨床検査技

師が1名以上配置されていることなどの要件に対応した配置をしています。
また、臨床検査科ではこれまで外部の医療機関からの検査を受託し、検査結果

を提供することはありませんでした。しかし、平成23年10月１日から富山市・医
師会急患センターが移転稼動することに伴い、院外から検査を受託し、検査を実

施することになりました。正確で迅速な検査結果を提供することにより、一次救

急との連携を図り、より良い支援が行えるものと考えています。

これからも地域医療支援病院の検査部門として、地域支援の取り組みを通して

連携を図ってまいりたいと考えていますので、今後ともよろしくお願い申し上げ

ます。

松下　敏昭臨床検査科長

臨床検査科長に着任して
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研修・講演・勉強会のご案内 11月分

１．地域連携・開放型病床症例検討会
日時：11月８日（火）19：00～20：15 場所：当院３階　講堂

①ミニレクチャー：「 緩和ケア入院相談について」
緩和ケア科 板野　武司

11月

日時：12月13日（火）19：00～20：15 場所：当院３階　講堂

ミニレクチャー：「がん診療地域連携パスの運用から1年経過して」
外科 野島　直巳

12月

②症例検討　
1）「肝がんラジオ波焼灼術の症例」 消化器内科 樋上　義伸

2）「抗パーキンソン剤にて幻視を来たしたアルツハイマー型認知症の一例」
紹介医：福田医院 福田　孜先生 精神科 長谷川雄介

２．内科CPC
日時：11月8日（火）17：30～

場所：医局カンファレンス室

３．とやまレントゲン読影会　
※しばらくお休みさせていただきます。

４．緩和医療委員会　学習会
日時：11月8日（火）18：00～19：00

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　長谷川　雄介

５．糖尿病研究会定例学習会
日時：11月10日（木）17：30～18：30

場所：集団指導室

○テーマ 「糖尿病の運動療法」
○講　師　理学療法士　亀山　拓良

６．感染予防対策学習会
日時：11月14日（月）17：45～19：00
場所：講堂
○テーマ 「経路別予防策：飛沫感染予防策

主な疾患と具体的な対策について
インフルエンザ・マイコプラズマ
肺炎など」

○講　師　当院感染対策アドバイザー
波多江　新平先生

７．乳腺エコー学習会
（術後症例検討）

日時：11月15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
＊前月手術された症例をエコー中心に検討します。

＊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。

平成21年4月緩和ケア病棟開棟以来230余名の
方々に利用していただきました。
緩和ケア病棟は、厚生労働省が定めた“緩和ケ

ア病棟の施設基準”を満たしてはじめて“緩和ケ
ア入院料”が適応されます。施設基準の一つに
“該当病棟における患者の入退棟を判定する体制
がとられていること”があります。 当病棟でも、
緩和ケア病棟入院相談の内容を踏まえて月に一度
入退院審査会を行っています。医療情報提供書を
元に、患者とその家族が、今の病状をどう思って

いるのか？今後の希望は何かを聞いていきます。
また、緩和ケア病棟において“抗がん剤治療は

行わない“ことを伝えます。症状緩和・点滴・医
療用麻薬・酸素の使用・入院費用等について説明
をいたします。
緩和ケア病棟への入院は、患者とその家族に

とっては苦痛を伴う大きな決断です。医療者の方
にとると入院相談でいったい何をしているのか分
からない、紹介しづらいことがあると思われます。
入院相談の具体的な内容についてお伝えします。
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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

病院ボランティア 篠崎　佳子

８．平成23年度　第2回
富山地域リハビリテーション研修会

日時：11月18日（金）17：30～19：00
場所：講堂
○テーマ　コミュニケーション障害とその対応
○講　師　あさひ総合病院

医療技術部リハビリセンター
主査　松田　崇 言語聴覚士

９．褥瘡対策学習会
日時：11月25日（金）17：45～　
場所：集団指導室
○テーマ　褥瘡セミナー

「体圧分散寝具についてのエルゴ
チェック」

○講　師　株式会社 ケープ　木股　慎吾氏　
※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。

10．ＮＳＴ学習会
日時：11月28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

11．看護研修
《衛星研修S-QUE Eナース》
日時：11月2日（水）17：40～18：50
場所：講堂
○テーマ　早期離床につなげる周手術期看護

～体位管理・ドレーン管理など～

日時：11月16日（水）17：40～18：50
場所：講堂
○テーマ　リンパ浮腫ケア

－リンパ浮腫予防指導における看護実践－

《衛星研修S-QUE 特別企画》
日時：11月25日（金）17：00～19：00
場所：講堂
○テーマ　病院環境フォーラム‘11大阪

「これからの公立病院管理を考える」



《連載企画》診療所・病院・施設訪問○79 リハビリテーション病院　アルペンリハビレッジ

今回は「リハビリテーション病院　アルペンリハビレッジ」を訪問させていただきました。

秋が深まりつつある10月半ば、富山市楠木にあるアルペンリハビ

リテーション病院に訪問させていただきました。

病院に到着すると平成20年に開設されたばかりの真新しい外観と

庭と大きな窓が印象的でした。病院内に入ると木の温かさが感じら

れ、廊下を含め院内全体広々とした空間になっていました。

広い機能訓練室の一角にはADL室があり、そこで生活ができるの

ではないかと思うほど自宅での生活に近い状態が再現されていまし

た。段差のある畳の部屋や台所、トイレ、居室、洗濯干し場等が設

定されており、掃除機、洗濯機、電子レンジ、ベッド柵のないベッ

ド等もありました。実際に調理を行なったり、洗濯を行なったりし

て実生活に向けてのリハビリが行なわれているということでした。

トイレも2ヶ所あり、扉もそれぞれ2枚ずつ取り付けてあって、自宅

にあわせてどのパターンであってもリハビリできるように工夫され

ていました。

リハビリは1人あたり1日3時間を目標に取り組んでおられ、リハビ

リスタッフも理学療法士30人、作業療法士12人、言語聴覚士7人い

らっしゃるということでした。スタッフが充実しているからこそ365

日休みなくリハビリを継続することができるのだと実感しました。

病室は2階にあり、全室個室となっていました。中には、インター

ネットを利用して24時間ご家族が患者さんの様子を見ることができ

る“ネットワークカメラ”を設置している部屋もありました。入院

契約時に患者さん・ご家族に利用を確認されているそうですが、特

に遠方のご家族の場合は患者さんの様子を見ることができて安心だ

という声が多いようです。

患者さんが気兼ねなくスタッフ誰にでも声をかけられるように、そして患者さんの介助には全てのスタッ

フが関われるように、室谷ゆかり院長先生を始め、スタッフの方全員同じユニフォームに身を包み、日々業

務にあたっておられるそうです。回復期リハビリテーション病院ということで在宅復帰率も高く、月に1回

はケースカンファレンス及び家族カンファレンスを開催されており、患者さんが自宅に帰るためにスタッフ

みんなが助け合って取り組んでいるのだとお話いただきました。

室谷先生や多くのスタッフの方々から日々の取り組みを熱く語っていただき、みなさんの笑顔に見送られ

帰路に着きました。大変お忙しい中、訪問させていただきありがとうございました。

訪 問 記

名　　　　称 リハビリテーション病院　アルペンリハビレッジ

リハビリテーション科

保険医療機関、生活保護法指定医療機関、労災保険指定医療機関

診療科目

全60床（全室個室）病 床 数

富山県富山市楠木300番地住　　　　所

理事長　室谷　静雄先生　
院　長　室谷　ゆかり先生

医 師

施 設 区 分

ラウンジ

室谷ゆかり院長先生とスタッフの皆さん

自宅を再現したADL訓練室

4
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胃瘻とは、胃と体外が交通した状態をいい、

通常、手術や内視鏡を用いて人工的に作成した

胃と皮膚の間の瘻孔をさします。PEG（ペグ）

はPercutaneous Endoscopic Gastrostomy

（経皮内視鏡的胃瘻造設術)のことで、本来は胃

瘻造設の術式のことですが、今日では“胃瘻”

の意味で使用されることも多いです。

1979年に米国のPonskyとGaudererにより
開発され報告されたPEGは、すでに1980年代に
は胃瘻造設法の第一選択として海外の診療に定

着し、米国においては年間10万件ものPEGが行
われています。一方、わが国のPEGの報告は

1983年に遡りますが、診療の縦割りによる患者
や主治医のフィールドへの浸透の遅れ、胃瘻自

体の有用性に対する認識不足、日本独自の医療

制度と診療内容など多くの原因が障壁となり、

診療現場で認知され広く普及しはじめるのに長

い年月を要しました。しかし、今世紀に入ると、

医療の効率化、標準化、透明化、情報化の波に

乗り、PEGの有用性が内視鏡関係者だけでなく、

実際に胃瘻を必要としている患者の診療領域に

おいて認識されるようになりました。

当院は2008年10月に地域医療支援病院に承認
され、先生方の医療機関や施設から胃瘻造設の

ご依頼件数が増加しております。当院ではクリ

ニカルパスを導入し病院全体で医療の統一を図

るとともに、2009年10月より、これまで医療機
関や施設ごとにバラバラであったPEG依頼書を

共通化して、より詳細な患者情報を入手するこ

とが出来るようになりました。その結果、円滑

な連携が行えるようになり、PEG依頼件数もさ

らに増加し、年間120件以上のPEG造設を行っ
ています。

胃瘻カテーテルの種類は、胃内固定板と体外

固定板のタイプによって４タイプに分かれま

す。胃内固定板は“バルーン（風船）型”と

“バンパー型”の２タイプ。また、体外固定板

は“ボタン型”と“チューブ型”の２タイプが

あります。それぞれ長所と短所がありますが、

当院ではカテーテルが抜けにくく、交換までの

期間が長い“バンパー型”で、目立たない形で

動作の邪魔にならないために、自己抜去の危険

がほとんどない“ボタン型”の胃瘻カテーテル

（オリンパス社製イディアルボタン）を用いて

PEG造設を行っています。

2006年１月から2011年６月までに当院でPEG
造設を行った500症例のうち、病診連携を行っ
た450例を対象とした検討では、イディアルボ
タンを用いたPEG造設による合併症は52例
（13.0%）でした。内訳は、創感染12例（3.0%）、
誤嚥性肺炎6例（1.5%）、造設に関連した出血
（止血処置や輸血を要する症例）は19例（4.8%）、
バンパー埋没症候群を含む腹膜炎4例、麻痺性
イレウス1例（1.0%）、胃瘻造設に関連して2週
間以内に死亡した症例は10例（2.5%）でした。
この結果は，全国の施設と同等の成績であり、

当院のPEG造設が全国水準で行われていること

を示しています。

近年、胃瘻造設に否定的な内容の新聞記事や

テレビ番組が流れ、胃瘻造設の適応に関する倫

理面の問題が課題となっています。しかし、急

激な高齢化社会を迎え、国の在宅医療推進の施

策の点から、高齢者に対する栄養療法の必要性

がますます高まることが予想されます。胃瘻造

設は嚥下障害を抱える患者の最終手段ではな

く、あくまでも栄養の“補助”であること、嚥

下訓練を合わせて行うことで胃瘻から離脱し、

これまで通りの経口食が摂取出来るまでの“繋

ぎ”であることを医療関係者は認識する必要が

あると思います。

当院における胃瘻造設への取り組み

消化器内科　　水野　秀城
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当院の病理診断科・臨床研究検査部臨床研究検査科病理検査係で

は、精度管理の一環として、乳癌手術症例に関してエコー像と病理

組織検査結果の比較検討会を行っています。

組織像との対比を行うことで、エコー像の理解を深め、精度向上

に努めています。

毎月第三火曜日16時より病理検査室でカンファレンスを行ってい
ますので、興味がある医療従事者の方は、是非ご参加ください。

（日時は変更することがありますので、参加希望の方は事前にご連

絡ください）。

お問い合わせは　TEL076－422－1112（担当）病理検査係まで連絡お願いします。

これまでのカンファレンス実施件数とカンファレンス症例件数

乳腺術後症例検討会実施報告

説明中の病理医齋藤先生とシルバーケア城南
の佐々木先生

H18年度 H19年度 H20年度 H21年度 H22年度 H23年度

実 施 回 数 12 12 12 12 12 ４

検討症例数 51 55 39 89 68 17

＊H23年度は4月～７月分

今回は、昨年7月1日からの臓器移植法改正によって臓器移植による治療が注目され、より身
近に関わる可能性が高くなってきたことから、テーマとして取り上げました。また、近況では

個人が臓器移植の意思表示を書面などで提示している場合も多く、患者さん、ご家族の意志を

尊重した医療を提供できるようにつとめることが必要と考えます。まだまだ当院でも、院内移

植コーディネーターの存在や脳死判定における基準などの臓器移植の啓蒙不足から浸透してい

ないのが現状であり、参加状況もそれに反映した形だったのかと反省しています。今後も継続

した活動から、院内及び当院近隣での移植医療に貢献できるようにがんばっていきたいと思い

ます。また、これからも興味が持てるような内容の学習会を企画し開催していきたいと考えて

いますのでよろしくお願いし

ます。

尚、無償で今回、ご講演し

て頂いた、富山県移植推進財

団の高橋絹代さん、富山県ア

イバンクの入江真理さんには

この場を借りましてお礼を申

し上げます。

「移植医療」についての学習会を終えて

院内移植コーディネーター　　松木　理浩
透析看護認定看護師

富山県移植推進財団の高橋絹代さん 富山県アイバンクの入江真理さん
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草　島

瀬　川

福　島

吉　川

天　谷

置　塩

高　畠

元　井

児　玉

島

長谷川

医師不在のお知らせ 11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

林

石　浦

水　野

中　西

高　木

堀　川

宇佐美

岡　田

山　崎

伊　東

21日

11日

７日

25日

11日

２日・４日

２日・４日

７日

７日

14日

内 科

麻 酔 科

小 児 外 科

精 神 科

呼吸器・血管外科

外科・乳腺外科

形 成 外 科

泌 尿 器 科

整形外科・関節再建外科

婦 人 科

２日

４日

16日・17日・18日

16日

18日

４日・24日・25日

22日

16日・18日

２日

28日

４日

10月より 外科 山口 貴久医師、大島 健史 臨床研修医 が着任いたしましたのでお知らせいたします。
なお、外科　石川聡子医師は9月末で異動になりました。

異 動 の お 知 ら せ

10月より外科に着任いたし

ました。地域に貢献できる

よう頑張ります。

よろしくお願いいたします。

外科　山口 貴久医師

日々努力し、地域医療に貢

献できるように頑張ります。

よろしくお願いいたします。

大島 健史 臨床研修医

はじめまして。研修医の武島です。金沢大学との
たすきがけ研修にて、富山市民病院で１年間お世話になっています。働き始めてま
だ半年余りです。ですがこのほんの短い間に色々な事があったなぁなんて思い返し
てみたりもします。肌寒くなってきた今日この頃です。寒がりの私は愛用のこたつ
を引っ張り出してきました。こたつの中で過去をしみじみ振り返るのは早すぎるかもしれません。今の
研修制度の中で多くの診療科をローテートする中で様々な経験をさせていただきました。麻酔科では挿
管、腰椎穿刺といった手技に加え術中の全身管理について勉強し、内科では急性期脳梗塞や糖尿病教育

入院、電解質異常、原因不明の発熱、ICU入室となった重症肺炎の方など多種多
様な症例を経験させていただきました。救急外来においても現在までにおおよそ
180名程の対応をさせていただきました。もう半年後や研修終了後、5年後や10
年後どのように成長しているでしょうか。日常、診療に没頭する中でも時々は
振り返って成長を実感できたらいいなぁと思います。富山市民病院ではもう半
年間お世話になります。今後ともよろしくお願いいたします。

研修医　　武島　知志
研 医の
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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

先日、富山あいの風リレーマラソンに初めて参加しました。今年で11
回目を数える今大会は、過去最多の486チーム、5114人が出場したそうで
す。小学生から大人まで誰でも気軽に参加できるマラソン大会で、パン
フレットの参加チームを見ると医療機関からもたくさんの職場チームが
参加しておられました。医師、看護師、コメディカルのスタッフといっ
た職種を越えての団結力が医療チームの強みであると改めて感じました。
当日は風が強くてタイムは伸びませんでしたが、応援も楽しみながらいい汗をかくことができました。
食欲・スポーツ・読書、そして芸術の秋ではありますが、例年ついつい食欲ばかりを満たして冬に突入

してしまいます。今年はせっかくマラソンにも参加したので、いつもと違う秋を過ごしてリフレッシュし
ながら、日々の仕事に取り組んでいきたいと思います。

ふれあい地域医療センター 八木　智矢

オールマイティーな看護師を目指して！
東病棟６階は、耳鼻咽喉科・皮膚科・眼科を中心と

して、ほぼ全科の患者さんが入院される混合病棟です。

毎日の入院患者数も全病棟の中で群を抜いており、10数名の医師

が時間差で入れ替わり立ち代り回診や処置を行っています。

緊急の入院患者さんや入院当日の手術患者さんも多く、緊張しながら

の入院生活となるため、安心して手術や検査などを受けられるような援

助が必要となります。また忙しい中にも、患者さんには忙しいという印

象を与えず、入院生活を送っていただくよう配慮をしています。

そして当院のモットーでもある患者さんとのコミュニケー

ションに重点を置き、質の高い看護を提供できるよう、各々が研修

会への積極的な参加やグループ学習などで日頃より研鑽を積み重

ね、オールマイティーな看護師として患者さんが安心して入院生活

を送れるよう、スタッフ一同頑張っていますのでよろしくお願い申

し上げます。

の紹介病棟、手術室、ＨＣＵ・ＩＣＵ

今月は東病棟6階




