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れんけいと支援

昨年末、当院のホームページを全面的にリニューアルしました。既にご覧の
方もたくさんいらっしゃると思いますが、白地に緑を基調としたシンプルでや
わらかなホームページに仕上がりました。トップページでは、フラッシュ（動
画）、サイドメニューとピックアップ・コンテンツ、充実したお知らせ欄、そし
て4つの利用目的別のサブトップなど、利用者に優しいホームページ作りのコン
セプトが継承できたと思っています。今回のリニューアルにあたり、ホーム
ページならではの新しい仕組みをいくつか導入しましたので、その中から二つ
の新機能をご紹介したいと思います。
新たに開発した機能の一つは「連携医療機関のご紹介」コーナーです。これ

はふれあい地域医療センターからの強い要望のおかげで実現した新機能で、
グーグルマップを利用して、患者の皆さんが連携医療機関の地図情報と診療内
容を検索できるようにしたものです。例えば、自宅の近くにどんな医療機関が
あるのか地図を広げながら調べることができます。それぞれの医療機関のホー
ムページともリンクされており，必要ならさらに詳しい情報が得られるわけで
す。皆さんには情報提供にご協力いただきありがとうございました。今後さら
に使いやすく改良を加えたいと思いますので、ご意見・ご要望をお聞かせ下さ
い。
もう一つの新機能は「いまいずみ通信」と名付けた病院ブログです。院内の

出来事を日記風のニュースレターとして綴ってゆくものですが、肩の凝らない
エッセイやコラムなど診療風景の裏側やニュースにならない出来事などに喜怒
哀楽を込めてみるのもよいのではないでしょうか。例えば連携機関の先生方が
綴る「れんけい広場」とか、私でしたら「病理医の独り言」などのコーナーが
あると面白いかもしれないですね。ぜひ、有志の皆さんのご投稿をお待ちして
います。広聴機能として読者からの投稿や返信などもあればよいのですが、こ
れは今後の課題です。
さて、ホームページは現代の最も重要な広報手段の一つになっています。ま

た、情報公開と市民参加はこれからの地域医療のキーワードです。今後も新し
いツールを駆使して、より質の高い情報提供と地域コミュニケーションの活性
化につながるホームページを目指したいと考えています。そして、結果として
当院の広報活動が少しでも地域医療のお役に立てればと願っています。

齋藤　勝彦広報委員会

ホームページの
リニューアルと新機能
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研修・講演・勉強会のご案内 ２月分

２．内科CPC
日時：２月９日（火）17：30～

場所：医局カンファレンス室

※毎月第２火曜日に開催

３．とやまレントゲン読影会　
日時：２月19日（金）19：00～20：00

場所：集団指導室

※毎月第３金曜日に開催

４．褥瘡対策学習会　
日時：２月26日（金）17：45～

場所：集団指導室

○テーマ　①「栄養管理」
②「薬剤としての栄養剤」

○講　師　①管理栄養士　宮田真理子　　
②薬剤師　　　黒田　季花　　　

○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。

※毎月第４金曜日に開催

１．地域連携・開放型病床症例検討会
日時：２月９日（火） 19：00～20：15 場所：当院３階　講堂

①ミニレクチャー：「腎癌に対する分子標的治療」泌尿器科　岩佐陽一、児玉浩一、元井　勇
2月

日時：３月９日（火） 19：00～20：15 場所：当院３階　講堂

ミニレクチャー：「慢性咳嗽の診断と治療」 呼吸器内科　石浦　嘉久
3月

腎癌の外科的治療は1963年にRobsonの根治的腎摘出
術によって確立し、さらに約40年間で腎部分切除術や腹
腔鏡下腎摘出術など、大きな変遷がみられました。当院
でも腹腔鏡下手術を積極的に行っており、短い入院期間
で、低侵襲、負担の少ない治療を目指しております。
一方、腎細胞癌は放射線療法や化学療法に効果がなく、
局所浸潤や転移を有する進行性腎癌に対する有効な治療
法はありませんでした。このような進行癌に対してはイ
ンターフェロンなどの免疫療法が広く行われてきました
が、奏功率（CR+PR）は10％程度と決して満足のいく
治療法ではありませんでした。
最近、分子生物学の発達により、癌の増殖や転移、血

管新生などに関わる様々な腫瘍増殖因子が癌の進行に重

要な働きをしていることが明らかとなってきました。そ
れらの腫瘍増殖因子を阻害することで、癌の増殖や血管
新生を抑制する新しい治療薬が開発されています。2008
年４月から日本でも、腎癌の分子標的治療薬が承認され
ました。
当院でもインターフェロン無効の進行腎癌に対して、

分子標的治療を始めております。この分子標的治療薬は
経口薬で外来通院でも治療できますが、治療費が高いこ
とや副作用への対策が今後の課題です。今後期待できる
治療法として普及していくものと考えています。当院で
の分子標的治療の現状について、治療経験をまじえて発
表いたします。

５．緩和医療委員会・学習会　
日時：２月９日（火）18：00～19：00

場所：集団指導室

○テーマ　「家族ケア」

○講　師　ターミナルケアエキスパートナース

６．糖尿病研究会定例学習会　
日時：２月４日（木）17：30～

場所：集団指導室

○テーマ　「糖尿病患者の心理と支援」

○講　師　石坂　陽子
～各施設でお困りの事例をみんなで共有し検討しましょう～　

７．NST学習会　　
日時：２月22日（月）18：00～19：00

場所：講堂

○テーマ　「緩和医療における栄養管理」
○講　師　黒部市民病院外科　石井 要 先生
※毎月第４月曜日に開催

②症例検討

・血性心嚢水を認めた急性心膜炎の１例　　　　　　　　　 循環器内科　千代　　満

・乳房外Paget病の２症例　　　　　　　 形成外科　　土井　悠人　
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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

《新医療看護連携》

日　時：２月24日（水）18：00～20：00

場　所：講堂

テーマ：医療の安全に関する研修

「医療安全管理研修」

８．院内看護研修　
《Eナース》

日　時：２月３日（水）18：00～19：30

場　所：講堂

テーマ：看護師に必要なリハビリテーショ

ンの知識と技術

日　時：２月17日（水）18：00～19：30

場　所：講堂

テーマ：脳損傷における摂食・嚥下障害の

アセスメントとアプローチ

腎臓病教室を開催します

１．目　的… 慢性腎臓病の治療法を理解し、生活習慣の改善をすることにより、病気の進行を遅らせ合併
症の発症を防ぎます。
患者さんやご家族、医療者の交流を設け、健康管理の相談やアドバイスをいたします。

２．日　時… 平成22年2月17日（水）14時30分～16時30分
３．対象者… 外来・入院患者と家族　
４．内　容… ①医師　　　…　腎臓病と治療について

②検査技師　…　腎機能検査値の見方について
③管理栄養士…　食事管理のポイントについて
④薬剤師　　…　薬剤について分かりやすく説明
⑤看護師　　…　日常生活・血圧管理について
⑥医事課　　…　医療費について

５．場　所… 富山市民病院　集団指導室
慢性腎臓病について理解しやすい内容となっています。介護に携わる方々にとっても
有益ですので、お気軽にお越しください。
参加を希望される方は、ふれあい地域医療センターまでご連絡ください。

ふれあい地域医療センター　076-422-1114（直）
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巻頭でもお伝えいたしましたが、当院では平成21年12月18日（金）にホーム
ページをリニューアルいたしました。新しいホームページにはグーグルマップを利用
した連携医療機関の検索ページを開設しました。連携医療機関は当院の開放型病床の登録医で
す。医療機関の地図情報や診療内容を検索できます。地図や航空写真上の医療機関をクリック
すると医療機関情報を表示します。ホームページを開設されている医療機関にリンクしていま
すので、当院のホームページより容易にたどりつくことが可能です。作成にあたっては、登録
医の方々に大変ご協力いただきました。ありがとうございました。
お時間のあるときに当院のホームページや「地域医療連携　登録医のご案内」を見ていただ

ければ、幸いです。

登録されていない先生におかれましては、この機会に登録していただき、開放型病床をご利
用いただきますよう、お願いいたします。
開放型病床の登録及びホームページ「地域医療連携　登録医のご案内」に関するお問合せは、

ふれあい地域医療センターまでお寄せください。

ふれあい地域医療センター　電話　０７６－４２２－１１１４（直）

検索方法
１． 富山市民病院ホームページ
２． トップページから「連携医療機関のご紹介」
３． 「地域医療連携　登録医のご案内」

富山市民病院 ホームページ「登録医のご案内」の開設
ホーム
ページ
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当院では、患者さんやご家族、市民の方を対象として下記の日程でがんに関する健康
講座を開催いたします。当院へ通院されてない患者さんやご家族の参加も歓迎します。
参加を希望される方がいらっしゃいましたら、下記までご連絡ください。

富山市民病院　「がん・なんでも相談室」076-422-1112（代）内線2560 担当：島田真理子

日 テ　ー　マ 講　　　師

2月 5日（金） がんと上手に付き合う方法 市橋　啓子 認定看護師

2月12日（金） がんの予防と胃がん･大腸がん･乳がんの治療 泉　　良平 院　　　長

2月19日（金） 医療費控除のしくみ 中村　里佳 M S W

2月26日（金） 痛みを和らげる方法 石川　見佳 薬　剤　師

3月 5日（金） 在宅で受けられる医療・生活支援サービス 塩澤まゆみ 相　談　員

3月12日（金） がんと食事 帳山　和美 管理栄養士

時間：午前11時～11時30分

「がんについて学ぶ会」のご案内

下記の予定で地域連携開放型病床講演会･懇親会を行います。一年に一度登録医の先生方と当院の医師

や看護師との懇親や意見交換を身近に行える機会として、職員一同楽しみにしております。登録医の先生

方へは別途ご案内しますが、是非お越しいただきますよう、お願いいたします。

日　時：平成22年2月26日（金）19時30分～
場　所：ANAクラウンプラザホテル富山

内　容：①講演会　　○テーマ：地域医療支援病院認定後の活動報告

○講　師：富山市民病院地域医療部主任部長　　置塩　良政　

②懇親会

※ 地域連携開放型病床講演会･懇親会のお問合せは、ふれあい地域医療センターへお寄せください。

ふれあい地域医療センター　０７６－４２２－１１１４（直）

地域連携開放型病床講演会･懇親会のご案内富山市民病院

当院では、開放型病床の登録医の医療機関情報を
まとめたリーフレットを作成し、当院の玄関ホール近
くに設置しています。作成にあたっては開放型病床の登録
医の先生方に大変ご協力いただきました。ありがとうございました。
来院される患者さんやご家族、市民の方々の理解を促進し、当院から
地域医療機関への紹介を推進していきたいと考えています。リーフ
レットに掲載できる情報は少ないのですが、紹介に応じていただく
きっかけになればと考えています。ホームページの「地域医療連携
登録医のご案内」と併せて、ご利用いただければと思います。
診療所案内に関するお問合せは、ホームページと同様、ふれあい地

域医療センターまでお寄せください。

富山市民病院　登録医のご案内
診療所
案内
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《連載企画》診療所・病院・施設訪問○58 有沢橋病院

今回は「有沢橋病院」を訪問させていただきました。

年の瀬迫った大雪の日、富山市婦中町で開業されている有沢橋病院を

訪問させていただきました。病院は、昭和46年に開設され、以来地域に

密着した熱心な社会復帰活動で精神科医療を支え、現在に至っています。

院長の高柳功先生は、先駆けて在宅ケアの重要性に着目され、精神科

病床としてはスリムな62床という病床数を維持されてきました。「small

is beautiful」と明快なお言葉に地域医療の充実への信念が感じられま

した。意識して病床数を増やさず、デイケア施設「サポートホームピネ

ル」や共同作業所「ワークハウスフレンズ」、グループホーム、訪問看

護ステーションあけぼの、居宅介護支援事業所有沢橋病院アシステ等、

豊富な社会資源が患者さんの生活を支えています。平成18年完成の外来

棟待合室には、大きなモニター画面に福祉制度等について案内されてお

り、患者さんの生活をサポートする丁寧な気配りがありました。

当院に対しては、「開業医との役割分担を市民病院の方から示しても

らうことも必要。」「どんどん開業医に任せましょう。市民病院のスタッ

フが燃え尽きない為にも。」と激励の言葉をいただきました。今後は、

近年受診数が増えている患者層（うつや思春期）に、より対応できる病

院作りを目指しておられるとの構想もお聞かせいただきました。

写真撮影は玄関正面の素敵なステンドグラスの前で行いました。「当

院の目玉の一つですよ。」と笑顔で話されるステンドグラスは、地元の

業者の方が手がけられたものとのこと。ここにも

地域を大事にされている院長先生のまっすぐな思

いがうかがわれました。

院長先生のリーダーシップに背中を押され、また支える明るいスタッフの

方々に元気をもらい、雪降る中、帰途につきました。お忙しい中、貴重なお

話を聞かせていただき、ありがとうございました。

訪 問 記

「有沢橋病院」前景

高柳先生とスタッフの皆様

名　　　　称 医療法人社団　四方会　有沢橋病院

精神科　神経科　心療内科　内科

月～土曜日　9：00～12：00 14：30～17：00
火曜日は18：30 土曜日午後は13：00～15：00
日曜・祝日休診

精神一般病棟
精神科デイケア大規模63名　精神科ショートケア大規模63名
共同生活援助グループホーム静和（相の家・結いの家・道の家・千の家）
訪問看護ステーションあけぼの　居宅介護支援事業所有沢橋病院アシステ
精神科小規模共同作業所ワークハウスフレンズ（運営主体：ワークハウスフレンズ運営委員会）

病床　62床

標 榜 　 科

診察日・時間

定　　　　員

富山市婦中町羽根新５住　　　　所 高柳功先生（病院長）医 師

施　　　　設
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澤　口

坂　越

置　塩

土　井

山　田

医師不在のお知らせ ２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

蓑　内

山　本

泉　谷

金　枝

野　島

22日、24日、25日

19日

24日

３日

16日

３日

５日、19日、26日

16日、18日、19日、25日、26日

５日

19日

12日

内 科

産 婦 人 科

外科・乳腺外科

整形外科・関節再建外科

形 成 外 科

眼 科

当院では平成10年より特定の専門分野において優れた看
護実践能力を有することが認められた看護師を病院独自の

エキスパートナースとして認定しています。今年度は手術

看護で1名、集中ケア看護で2名、計3名のエキスパートナー
スが新たに認定され、院内で14分野53名となりました。1月
5日（火）13時30分より認定式を行いました。エキスパート
ナースは病院内の制度ですが、専門とする看護分野におい

て活躍し、技術の向上や新人看護師の研修等、指導的な役

割を果たしています。当院ではエキスパートナースの中か

ら認定看護師が誕生しています。

認定看護師やエキスパートナースが今後ますます当院の

看護の質向上を牽引してくれることを期待しています。エ

キスパートナースは地域における出前研修でも活躍してい

ますので、出前研修を希望される方は、お気軽にふれあい

地域医療センターまでご相談ください。

エキスパートナース認定式を行いました

「AEDを用いた心肺蘇生法」出前研修
救急看護エキスパートナース

エキスパートナース認定式

糖尿病看護 4名 ターミナルケア 7名
腎不全看護 4名 呼吸器看護 3名
皮膚・排泄ケア 2名 リエゾン看護 1名
がん化学療法看護 4名 地域看護 4名
整形外科看護 4名 感染対策看護 3名
ブレストケア 4名 救急看護 5名
手術看護 4名 集中ケア看護 4名　　

計 53名
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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 P-B10027

この印刷物は、グリー
ン基準に適合した印刷
資材を使用した環境
配慮型製品です。

編集後記

昨年は、診療科案内や登録医ご案内の作成、ホームページリニューアルに伴う登録

医のご案内、がん･なんでも相談室の開設や富山医療圏の地域連携実務担当者ネット

の立ち上げと、息つく暇もなくいろんなことを取り組んだ1年でした。また、県内外
の複数の病院や役所より視察・見学にお越しいただきました。ふれあい地域医療セン

ターへお越しいただけるお客様はスタッフ一同大歓迎、今年も引き続きお気軽にお越

しいただけるよう、気持ちを引き締めてがんばっていければと思います。

当院では１月に入って空床が少ない日が続き、地域の病院や施設の方々にご迷惑を

おかけしたこともあったかと思います。連携を強化して病床の確保に努めていきたい

と思います。今年もご協力いただきますようどうぞよろしくお願いいたします。

ふれあい地域医療センター　高畑　由記子

緩和ケア病棟は昨年4月に開棟しましたが、皆様のお陰をもちまして
無事に新しい年を迎えることができました。開棟にあたりましてはひ
とかたならぬお世話になり、誠にありがとうございました。今年も、
スタッフ一同一層気を引き締めて、患者さんやご家族、先生方のご期
待にお応えできるよう努力していきたいと思います。
緩和ケア病棟の屋上庭園には雪が降り積もり、白い絨毯が敷き詰め

られたようです。冬でも屋上庭園を楽しんでいただけるよう、12月半ばより赤・
白・青・緑のイルミネーションが飾られたモミの木を配しました。水墨画のような白と黒の冬景色
のなかで、ひときわ目立ってキラキラと輝き、患者さんの心を癒しています。
また、緩和ケア病棟では初めてのお正月を迎え、「ダイニングルームたてやま」に手造りの「緩和

神社」を設けました。雅楽の音色とともに踊る獅子舞い人形がお目見えしました。獅子が愛嬌のよ
い踊りを披露するたびに、患者さんやご家族の笑顔と歓声が起きています。「神社に
来て、獅子を見て、やっと僕にも正月が来たよ」「久々に孫も呼んで、みんなでお参
りに行かなきゃね。」と、喜んでいただきました。
患者さんとご家族の笑顔や言葉が私たちのエネルギー源です。これからも、ス
タッフ一同で知恵を出し合って、患者さんやご家族の生活に、癒しの時間や楽しみ
の時間が増えるよう取り組んでいきたいと思っています。

～緩和ケア病棟へ入院を希望される方がいらっしゃいましたら、
ふれあい地域医療センターへご連絡ください～

～緩和ケア病棟だより～




