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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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4月から院長に就任しました石田です。当院は昭和21年に開設され、昭和

58年に新築移転しました。その後も医療ニーズの変化に対応して増築や病棟

の改修などを行って現在に至っています。私はちょうど10代目の院長となり

ます。

私は金沢大学を昭和54年に卒業し、金沢大学第一内科で高血圧と腎臓病の

研究を行いました。昭和61年から当院に勤務し、平成16年に医療情報部主任

部長となりました。平成20年に内科部長・医療局長に指名され、平成21年か

ら医療局長と副院長を兼任し、平成24年の院長代行をへて、今日に至ってお

ります。

当院は長期目標を「地域医療のリーダー病院となる」と定め、「地域をひとつ

の病院に」を合い言葉に「地域完結型医療」を構築してきました。我々は「地

域医療のリーダー病院」であることの指標を以下の3つと定めています。すな

わち、「地域から最も信頼される病院であること」、「地域医療の質向上を牽引す

る病院であること」そして「地域医療情報ネットワーク構築の中心的役割を担

う病院であること」です。このうち、「地域医療の質向上を牽引する病院である

こと」については年間約4,000人の医療関係者に研修を受けていただいており、

また「地域医療情報ネットワーク構築の中心的役割を担う病院であること」に

ついても病診連携システムを7年間に渡って運用しており、この2点については

ゴールをほぼ達成したと考えています。しかし、「地域から最も信頼される病院

であること」については、ゴールに今一歩到達できていません。従って、私の

掲げる長期目標も引き続き「地域医療のリーダー病院となる」としました。

医療を必要とする方が多くなる超高齢社会では「医療を通じて豊かな社会作り

に貢献する」という当院の使命を果たすことがますます求められます。職員一同

努力して参りますので、皆様のご理解・ご支援をよろしくお願いいたします。

1

新院長挨拶………………………………1

5月の地域連携・開放型病床症例検討会報告 … 2

研修・講演・勉強会のご案内………… 3

外来部門の紹介…………………………4

医師不在のお知らせ ………………… 4

編集後記…………………………………4

Contents

石田　陽一富山市立富山市民病院長

新院長挨拶



3

研修・講演・勉強会のご案内

２．医療機器研修会
日時：6月4日（火）17：45～18：15
場所：集団指導室
○テーマ 「シリンジポンプの正しい取扱いについ

て」
○講　師　臨床工学技士 島崎　哲弥

３．糖尿病研究会定例学習会
日時：6月6日（木）17：45～18：45
場所：集団指導室
○テーマ 糖尿病とは　最新の動向

「糖尿病診断、治療の動向と将来像」
○講　師　内分泌内科医師 清水　暁子　

４．緩和医療委員会　学習会
日時：6月11日（火）17：45～
場所：集団指導室
○テーマ「①ケースから学ぶがん性疼痛のケア」

「②お薬の話とケア」
○講　師　①ターミナルケアエキスパートナース　

中村　敦子
②薬剤師　　　　　　 石川　見佳

５．乳腺術後症例検討会
日時：6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
＊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。

６．NST学習会
日時：6月24日（月）18：00～19：00
場所：講堂
○テーマ 「①嚥下テスト」

「②栄養指標の血液検査項目」
○講　師　①当院ＮＳＴ担当看護師

②当院臨床検査技師

７．褥瘡対策学習会
日時：6月28日（金）17：45～
場所：集団指導室
○テーマ 「褥瘡のリスクアセスメントと看護」
○講　師　看護師 野村　典子

８．接遇力向上研修会
日時：第1回 6月28日（金）13：15～16：00

第2回 7月16日（火）13：15～16：00
（第1回、第2回ともおなじ内容となっております。）

場所：講堂
○テーマ 「トラブルを未然に防ぐ接遇力と院内コ

ミュニケーション」
○講　師　置塩　良政

（富山市民病院接遇向上委員会委員長、
日本アンガーマネジメント協会公認ファシリテーター）

９．看護研修
《看護研究研修会》
日時：6月7日（金）13：20～17：00
場所：講堂
内容：看護研究―質問紙の作り方、データ処理の仕方について（講義・演習）

※ノートパソコンをご持参ください。
《第1回　看護助手研修》
日時：6月14日（金）第1部 14：00～15：00

第2部 15：00～16：00
場所：講堂
内容：全身清拭・陰部洗浄・おむつ交換について

（講義・実技）
※第1部・2部とも同じ内容でおこないます。
ご都合の良い時間でお申し込みください。

《救急蘇生研修》
日時：6月19日（水）13：30～17：15
場所：講堂
内容：救急時の適切な看護処置について（講義・実技）
※なお救急蘇生研修は、7月5日（金）に同じ内容で開
催予定です。
それぞれ先着5名とさせていただきます。

《衛星研修S－QUE Eナース》
日時：6月5日（水）17：40～18：40
場所：講堂
○テーマ　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

日時：6月19日（水）17：40～18：40
場所：講堂
○テーマ　病態を予測した臨床検査値の読み方

6月分

慢性呼吸不全の定義、HOT(home oxygen therapy)の適応
の類似点より、多くの慢性呼吸不全の患者にはHOTが導入され
ており、その数は経年増加傾向です。慢性呼吸不全はしばしば
非可逆的疾患な病態であり、他の臓器障害を合併することが多
く、従来のHOT導入患者の5年生存率は40%とされています。
したがって原因疾患の治療のみでなく循環管理や栄養管理など

を組み合わせる必要があります。
近年、慢性呼吸不全の原因疾患はCOPDと間質性肺炎関連疾

患で6割を占めております。COPD患者とさらに間質性肺炎の
中でもっとも多いIPF患者についてガイドラインを中心に管理法
につい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：6月11日（火）19：00～20：15
①ミニレクチャー：「慢性呼吸不全患者の管理について ―ＣＯＰＤ、ＩＰＦ患者を中心に 」

呼吸器内科 芝　　靖貴

日時：平成25年7月9日（火）19：00～20：15 場 所：当院3階　講堂
① ミニレクチャー：糖尿病における眼合併症について 眼科 山田芳博
② 症例検討　消化器内科・整形外科の2例を予定しています。

予 告

②症例検討（2例）
1）『やせと低K血症を認め、利尿薬負荷試験でGitelman症候群と診断した1例』

（紹介医）八尾総合病院　外科 渡邊利文 先生 腎臓内科 宮川太郎
2）『個人輸入した漢方薬が発症に関与していると考えられた後腹膜炎症性偽腫瘍の1例』 泌尿器科 児玉浩一
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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、看護の日に関連して退院調整看護師についての取材を受ける機会がありました。

改めて退院調整業務における看護の心を実感するとともに、生活者としての患者、家族と
医療・介護・福祉の各職種がチームとなって在宅生活を築いていくことの大切さを考えさ
せられました。
医療現場や高齢社会を取り巻く現状は目まぐるしく変化しています。人との出会いを大

切にした、温かいチーム作りが今後の地域医療を支える大きな力に繋がっていくと信じて、
日々の業務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 看護師 塩澤　まゆみ

小児科外来は、現在医師4名と看護師5名、医療事務1名で子どもた
ちの日常の健康管理から専門的な医療まで幅広くすべての子ども達の
診療の窓口となるべく取り組んでいます。少子高齢化とはいえ小児科
の関わる診療範囲は極めて広く、出生直後の新生児から専門外来に通院中の

キャリーオーバーした成人にまで及びます。初めて赤ちゃんを授かった母親の心のケアや育児相談も小児科外
来の大切な任務で、専門看護師を置き母親や家族の不安を取り除けるように相談にのっています。
午前中は、一般診療とし予約なしで受診されても待ち時間が長くならないように２診体制をとっています。

午後は、原則予約制とし小児神経、腎臓、循環器などの専門外来を設け、より高度な医療が提供できるよう
対応しております。特に県内では数少ない小児腎臓外来や小児神経外来を有しており、近隣だけではなく隣
県からもご紹介を頂いております。
また、近隣の診療所からの紹介や救急搬送など要請に対しても常時対応出来るように取り組んでいます。
我々外来スタッフのモットーとすることは信頼され安心していただける医療を提供することです。小児科外
来を受診した全ての子ども達が帰るときには笑顔になって見送ることができること、このことが我々の何よ
りの励みだと思い日々診療にあたっています。

の紹介外 来 部 門

今月は 小児科

泉

廣　澤

福　島

吉　川

澤　口

坂　越

五　嶋

重　本

野　村

金　田

医師不在のお知らせ 6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

中　村

林

石　浦

清　水

柴　田

舟　本

宮　川

草　島

宮　森

置　塩

28日

５日

17日

７日

11日

７日

５日

19日、20日

28日

13日、14日

内 科

呼吸器・血管外科

神 経 外 科

形 成 外 科

外 科

整形外科・関節再建外科

皮 膚 科

小 児 科

3日、13日、17日、24日、27日

20日

27日、28日

27日、28日

７日、21日、28日

27日、28日

20日

28日

14日

13日、27日




