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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
pita
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2006年、電子カルテ導入に合わせて構築した旧病理部門システムは、①次世代に見
合う機能と効率性、②安全性の向上、③利用しやすい環境構築をコンセプトとして、

ブラッシュアップしたものでした。当院で初めて開発した電子カルテバーチャルスラ

イドシステムやレポート未読チェック機能は現在では標準的な機能として普及してき

ていますし、ペーパーレス運用も時代の流れに合ったコンセプトだったと自負してい

ます。

さて、今回ご紹介したいのはこの３月にリニューアルし稼働し始めた新しい病理の

システムです。新システムで目指したものはインテリジェンスな診断支援システムで

す。法制上の問題が無ければ「病理診断システム」と名付けたいところですが、次世

代の標準機能となるような多くの新機能を開発しました。まず、依頼者側の新機能と

して、電子カルテからの①病理診断検索機能です。がん登録や症例集計などの手助け

になります。病理医にとって②診断アシストは新機能の目玉の一つで、過去の類似症

例を自動で検索しお手本として提示してくれるガイド機能です。診断効率を上げ、病

理医の負担を軽減するのみならず、とくに研修医や医学生が診断作業を進める上で先

生の役割を果たしてくれるという優れもので、若手病理医の育成にも有用な機能とな

るでしょう。まだ夢の話しなのですが、バーチャルスライドを活用して着眼点を教え

てくれるような診断アシスト機能に育てて行きたいと考えています。病理と臨床がよ

り一体化し、開業医の先生方にもさらに病理に親しんでもらえたらと思っています。

病理検体の取り違えやレポート未読は重大な医療事故に直結しますが、今回重点的

に強化した点として、③安全性とトレーサビリティです。病理検査業務のすべての過

程を見える化し、技師・医師がその情報をいつでも共有できるワークシート機能、工

程毎の作業画像記録、工程終了時のセルフチェックシートとロガーなど、普段見過ご

されがちなリスクをシステムがサポートします。また、困ったときは電子マニュアル

が随時ポップアップし、作業手順の遵守をうながします。若い女性技師にとって、例

えば産休・育児休暇明けでブランクができたとしても、無理なく仕事を継続するのに

役立ちます。これからの時代は持続的な専門性向上と横断的な連携能力が問われます。

チーム医療がこれからの中心的役割を果たすことになるわけですが、そのためのコ

ミュニケーション機能と人材育成支援機能も充実させました。興味を持たれた先生方、

どうぞ一度見学にいらしてください。
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研修・講演・勉強会のご案内

２．内科ＣＰＣ
日時：4月9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：4月16日（火）17：45～18:15
場所：集団指導室
○テーマ 「酸素ボンベと酸素流量計の取扱い

について」
○講　師　臨床工学技士 熊代　佳景　

４．乳腺術後症例検討会
日時：4月16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。

※毎月第３火曜日

５．看護研修
《新任看護職員研修》場所：講堂、内容：講義、実技
○医療安全
日時：4月3日（水）13:00～17:00

○感染防止と対策
内容：医療廃棄物の取扱い、洗浄消毒滅菌の

適切な選択など
日時：4月4日（木）8：30～12：00

○与薬援助技術
①内容：静脈注射、点滴静脈内注射
日時：4月4日（木）13：00～16：00

②内容：経口薬の投与、皮下注射、筋肉内注
射、中心静脈注射の準備・介助・管
理、麻薬製剤について、誤薬防止の
手順など

日時：4月22日（月）13：00～16：00 

○活動・休息援助技術
内容：移動の介助、体位交換、転落転倒防止

策の実施など
日時：4月8日（月）14：00～15：30

○排泄援助技術
内容：便器、尿器介助、膀胱内留置カテーテ

ルの管理、浣腸、導尿など
日時：4月11日（木）14：00～15：30

○食事援助技術
内容：臥床食事介助、口腔ケアなど
日時：4月15日（月）14：00～15：30

4月分

糖尿病患者では皮膚感染症が起こりやすく、血糖
コントロールが不良の場合には頻度がより高くなる
ことが知られています。糖尿病患者に発症した皮膚
感染症は、ウイルス・真菌・細菌のいずれによるも
のであっても遷延化、重症化する傾向があります。
また、難治性のカンジダ症、深在性白癬、せつ腫症、
尋常性毛瘡などの疾患は糖尿病診断の契機となるこ
とがあり、帯状疱疹や蜂窩織炎などの発症は糖尿病

をしばしば悪化させます。糖尿病患者において特に
注意を要する疾患としては、帯状疱疹、白癬および
蜂窩織炎などの皮膚軟部組織感染症が挙げられます。
糖尿病患者における壊疽の発生例は年々増加傾向

にありますが、ほとんどの場合その発症に細菌感染
が関与しています。壊疽を予防するためには、フッ
トケアに関する患者教育と細菌感染の誘因となる足
病変への適切な対応が重要です。

１．地域連携・開放型病床症例検討会
日時：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

日時：平成25年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：放射線科

② 症例検討　　循環器内科、小児科の2例を予定しています。

予 告

②症例検討
1）『ＡＣＴH欠損に成人ＧＨ分泌不全症を伴った１例』

（紹介医）堀川内科クリニック 堀　文先生 内分泌内科 清水　暁子

2）『手術中に総胆管結石が判明した胆嚢結石症の1例（胆石治療の現状）』
（紹介医）大沢野クリニック 安達　康子先生 外科 月岡　雄治
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○呼吸・循環を整える技術
内容：酸素吸入療法、吸引、体位ドレナージ

など
日時：4月19日（金）14：00～15：30

※その他、救急蘇生法、レスピレーター、心電
図（実践のみ）、看護方式（講義のみ）などの
研修会については日時が決まり次第、随時れ
んけいと支援に掲載いたします。

《衛星研修S－QUE Eナース》
日時：4月3日（水）17：40～18：50
場所：講堂
○テーマ　「実践につなげる感染防止対策」

日時：4月17日（水）17：40～18：50
場所：講堂
○テーマ　「明日から使える！

本当に大切な薬剤の基礎知識」

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

（5月よりの定例学習会）
糖尿病研究会定例学習会 毎月第１木曜日 17：30～18：30
緩和医療委員会学習会 毎月第２火曜日 18：00～19：00
NST学習会 毎月第４月曜日 18：00～19：00
褥瘡対策学習会 毎月第４金曜日　 17：45～

（不定期に開催の予定）

感染予防対策学習会 随時お知らせいたします。 17：30～19：00
《担当》ICT（感染対策チーム）

透析看護認定看護師公開講座 随時お知らせいたします。 17：45～
《担当》腎不全看護認定看護師、

腎不全看護エキスパートナース

異動のお知らせ
３月より　福田　卓真　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。

富山大学とのたすきがけで、産婦人科・小児科で研修させていただきます。宜しく
お願いいたします。

澤　口

坂　越

重　本

置　塩

宮　下

山　田

永　川

松　浦

医師不在のお知らせ 4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

大　田

村　本

清　水

水　野

福　島

月　岡

吉　川

５日、19日

１日

24日

９日、26日

12日

５日

11日、12日

４日

内 科

外 科

整形外科・関節再建外科

形 成 外 科

眼 科

麻 酔 科

５日

５日

19日

18日、19日

３日、４日、５日

４日、５日

19日

５日
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今年度の「富山市民病院　地域連携・開放型病床

講演会・懇親会」を下記のとおり行いました。第１

部は、「脳神経外科における最近10年間の軌跡」と題
しまして当院脳神経外科医師 宮森　正郎より講演が

ありました。

日　時：平成25年３月８日（金）19時3
場　所：富山第一ホテル
第一部：講演会

演　題 「脳神経外科における最
演　者　富山市民病院　脳神経

第二部：懇親会
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第２部は、地域の先生方と当院の医師、看護師、

コメディカルとの懇親会でした。今年度は総勢

105名の参加があり、地域の先生方との語らいで楽し
いひと時を過ごしました。

0分～

最近10年間の軌跡」
外科医師　宮森　正郎
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3月12日（火）午後７時から第82回地域連
携・開放型病床症例検討会が登録医12名、市民
病院医師14名の参加のもと行われました。
今回は、まず、消化器内科から胃透視による

バリウムで腸閉塞をきたした2例について報告
がありました。１例目は40代女性で、胃透視検
査２日後から腹痛、嘔吐を認め、CTで大腸のバ

リウム貯留、CFで縦走潰瘍を認め、同部位の穿

孔をきたしており、緊急手術となりました。2
例目も40代女性であり、検査から３カ月後に腹
痛、X-pでバリウムによる腸閉塞像を認め紹介。

CFで大腸内に一塊となったバリウムを認め、内

視鏡的に除去を施行し、軽快した。バリウム検

査による大腸穿孔は50万例に1例と稀ですが、
重篤な合併症で、高齢の女性で、S状結腸に多

く、検査後1～3日後に腹痛、嘔吐などで発症す
ることが多いとのことでした。

次に、脳神経外科から診察では診断が難しい

と思われる脳出血について、たくさんの症例の

紹介を交えて解説がありました。出血のサイズ

が小さなものであったり、麻痺や構語障害の出

にくい部位であったりした場合、脳血管障害と

気付かれにくい場合があり、時にはゲルストマ

ン症候群（失算、失書、手指および左右失認）

のような精神症状で発症する場合があり、注意

が必要とのことでした。比較的急性に神経症状

や精神症状を発症した場合は脳出血も常に鑑別

疾患の一つとして考慮すべきとのことでした。

最後に産婦人科からヒト乳頭腫ウイルス

(HPV)と子宮頸癌についてミニレクチャーがあ

りました。子宮頸癌はその大部分にHPVが関与

しており、日本では年間3500人の死亡例が報告
されています。HPVは100種類以上に分類され、
そのうち16,18,52,58が
発癌のhigh riskとさ

れています。子宮頸癌

は30代の若年者に発症
の ピ ー ク が あ り 、

HPV感染率も10～20
代に高いことから、11

歳から14歳の女性を中心に予防ワクチンの接種
が推奨されています。ただ、ワクチンで必ずし

もすべての子宮頸癌の予防が可能とは限らず、

定期的な癌健診も必要ですが、日本は欧米諸国

に比して検診受診率が低いとのことでした。検

診においては細胞診にHPV-DNAタイピング検

査を併用することで、癌の見逃しがより少なく

なります。子宮頸癌は欧米諸国では死亡率が低

下する傾向にある中、日本のみが上昇傾向にあ

り、今後より一層の対策の強化が必要とのこと

でした。

３月の地域連携・開放型病床症例検討会報告
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《連載企画》診療所・病院・施設訪問○96 えりこ皮ふ科クリニック

今回は「えりこ皮ふ科クリニック」を訪問させていただきました。

路面の雪も解け、春の到来が間近に感じる3月1日に「えりこ皮ふ科ク

リニック」に訪問させていただきました。

クリニックは平成23年11月から婦中町で開業されています。地域には

小学校や新興住宅が建ち旧国道に面して交通の利便も良く、オフホワイ

トの壁に入り口周辺と大きな窓がダークブラウンで統一されたスタイ

リッシュな外観が印象的な建物です。そして健康な肌をイメージしてデ

ザインされたというロゴマークが白い壁に映えていました。

待合室には個別の肘掛付きの椅子があり、診療を待つ間、患者さんが

ホテルのロビーやカフェに入った時と同じような時間を過ごしていただ

ければとの思いで設計されたとの事です。受付の傍には座って問診書を

書く場所があり、その横には特注のベビーベットが設置されています。

赤ちゃんを抱いているママが問診書を書く時などに利用してもらいたい

と先生のこだわりで作りつけてもらったそうです。そして明るく大きな

親子待合室（キッズルーム）があり、たくさんの絵本やカラフルな色の

おもちゃが目にとまりました。小児の受診が多く「お子さんとその親御

さんが待ち時間を一緒に楽しく過ごしていただくための親子待合室

（キッズルーム）を作りたかった。」また「小児皮膚科の治療は継続が大

切、長期の治療を毎日無理せずおこなってもらえるよう、その患者さん

の状況に寄り添った診療を心がけています。」とお聞きしました。先生

ご自身が2人のお子さんの子育て中であり、その立場や視点から、家庭

での治療がママのストレスとならないよう、また、クリニックに訪れた

ときには少しでもママへの負担が少なくなるようにとの思いが込められているのではないかと感じました。

先生のモットーと今後についてお伺いすると「広く地域の方々に安心して気軽に通っていただける皮膚科に

したい。そのために患者さん一人ひとりに丁寧な診察と分かりやすい説明を心がけてい

ます。また今後は予約制で美容皮膚科も展開していきたい。」と答えていただきま

した。スタッフの方は先生を含め６名、全員女性の方です。どんな小さなことで

も相談にのっていただけそうな安心感と癒しの雰囲気がクリニック全体から伝

わってくるのを感じながら、病院への帰路へとつきました。

訪 問 記

名　　　　称 えりこ皮ふ科クリニック

月・火・水・金曜　午前９：30～12：30まで
月・水・金曜　　　午後15：00～18：00まで
土曜　午前　9：30～15：00まで（お昼休み無し）
火曜午後、木曜、日曜、祝祭日　休診

無床診療所

診察日･時間

富山県富山市婦中町分田75番地8住　　　　所

千代　恵里子医 師

皮膚科、小児皮膚科、美容皮膚科標 榜　 科

施 設 区 分

千代恵里子先生

千代先生とスタッフの皆さん

えりこ皮ふ科クリニック前景
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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
年度終わりで年度初めのこの時期は季節の変わり目

と生活の慌ただしさもかさなって、体調をくずしやす
い日が続きます。自身の健康管理が大切です。雑誌の
インタビュー記事で「聞く力」に必要なことは、自分
の心と体の健康管理が大切と答えておられました。リ
ハビリテーションにおいても、精神機能と身体機能の
向上練習が欠かせません。そして元気になれるリハビリテーションサービスを提供す
るためには、自身の心と体が元気であることが大事です。自分の心と体の健康に留意
しながら、地域の方々が元気になれる地域連携に努めたいと思います。今後ともよろ
しくお願い申し上げます。

リハビリテーション科　作業療法士 平井　瑞穂

整形外科・関節再建外科には、医師６名、看護
師５名、医療助手２名が診療に携わっています。
診療は完全紹介予約外来になっています。初め

て整形外科へ受診される方は、必ず医師の紹介状をお持ち
になっていただいており、初診は火曜日、金曜日のみと
なっています。再診の方も必ず予約をお願いしています。
当科は、関節疾患・外傷・手の外科の治療を目的とした患者

さんが多く、年々手術件数も増加しています。人工関節手術目的の患者さんには、小集団指導とし
て入院前に看護師、薬剤師、理学療法士からの説明と指導を十分に行い、入院中と退院後の生活が
安心して送れるよう援助を行っています。
手術後は定期的な検診が必要不可欠であり、外来ではたくさんの患者さんが受診されます。日々

の診療が円滑となり、また患者さんに満足していただける医療の提供や接遇の面でも、外来スタッ
フ一丸となり努力していきたいと思っています。これからもそれぞれの患者さんの立場になって考
え、細部にまで行き届く医療を目指したいと思います。
これからもどうぞよろしくお願いします。
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今月は 整形外科

病院ボランティア　篠崎　佳子

地域医療支援病院委員会を開催いたしました
地域医療支援病院委員会は、当院が地域の医療機関からの要請に適切に対応し、地域医療の確保に必要

な支援を行うことを目的に運営しております。
去る2月27日に、本年度4回目の委員会を開催いたしました。
会議では、事務局より今年度の紹介・逆紹介数、療養相談件数、医師会急患センターからの受託状況な

どの業務実績について報告いたしました。委員の方から多くのご意見をいただき、地域医療の発展に向け
た対策について理解を深めました。


