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●アクセス
［お車をご利用の場合］
高岡駅より約８分
能越自動車道 高岡Ｉ.Ｃ.より約１５分

［公共交通機関をご利用の場合］
●高岡駅より
■バス利用の場合
　高岡市民病院停留所下車
　7高岡駅前→高岡市民病院（こみちブルールート）　
　7高岡市内線　高岡駅前→高岡市民病院
　7富山大学附属病院→高岡駅前→高岡市民病院
　職業安定所前下車（徒歩３分）
　7伏木循環線　高岡駅前→職業安定所前下車

　7氷見線（伏木経由）　高岡駅前→職業安定所前下車
■路面電車利用の場合
　7万葉線
　　高岡駅前→市民病院前下車（約１５分毎）徒歩３分
●新高岡駅より
　ＪＲ城端線または路線バスで高岡駅乗り換え

●診療科目
　内科、循環器科、リウマチ科、精神神経科、神経内科、消化器内科、
　小児科、外科、整形外科、形成外科、脳神経外科、胸部・血管外科、
　皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、リハビリテーション科、
　放射線科・核医学科、歯科口腔外科、麻酔科・集中治療科、病理診断科

●病床数
　476床（一般：408床、精神：50床、結核：12床、感染症：6床）

URL http://www.med-takaoka.jp/

公益財団法人
日本医療機能評価機構認定病院
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─病院案内─
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良質な医療で健全経営

快適な療養環境

人材を育成しよりよい人間関係

地域との信頼関係の構築
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病院長　遠山一喜

［基本理念］
生命の尊重と人間愛を基本に、
心がかよいあう医療を提供します。

［基本方針］
❶患者さん中心の安全・安心・納得の
　医療を提供します。
❷快適な療養環境で、高度かつ専門的な
　医療の提供に努めます。
❸職員の質向上のため、
　研修、教育、臨床研究を推進します。
❹地域医療機関と連携し、
　地域完結型医療を目指します。
❺良質な医療を提供するため、
　健全経営を目指します。

本院では“生命の尊重と人間愛”を基本理念に、患者の
皆さんと協同して最良の医療を提供できるよう以下の権
利を尊重します。

❶平等で最善の医療を受ける権利
❷個人の尊厳が守られる権利
❸説明にもとづき医療行為を選択する権利
❹診療情報を得る権利
❺プライバシーが守られる権利

本院の基本理念である“心がかよいあう医療”を実践するために、
私たちは以下のポイントを重視して取り組んでいます。

患者の皆様の権利を尊重します

● 最先端の高度医療の提供
高岡医療圏の二次救急病院の役割を持ち、急性期医療を担う地域の中核病
院として、最先端の高度医療機器を導入し、良質で高度な医療の提供を心が
けています。

● がん診療体制の整備
地域がん診療連携拠点病院として、女性のがんや放射線治療をはじめとしたがん診療体制の整備に取り組んでいます。ま
た、熟練した技術と専門性の高い知識を併せ持つ認定看護師等を配置するなど、質の高いがん診療体制を構築しています。

● チーム医療による最適な医療の提供
患者さん一人ひとりの健康状態に合わせ、医師、看護師、薬剤師、管理栄養士などの病院スタッフが、専門の知識を活か
したチーム医療を展開しています。また、近隣の医療機関との連携により、地域完結型の医療を目指しています。

● 安全・安心・納得の医療の提供
より質の高い医療サービスを提供するため、医療事故や院内感染の防止、接遇マナー向上など多岐にわたる研修を実
施し、安全・安心な療養環境となるよう努めています。また、患者さんが納得して治療を受けられるよう、わかりやすい説
明を心がけています。

　高岡市民病院は昭和26年の設立以来、地域の皆さんや多くの医療機関の方々
にご協力をいただき、60年をこえる歴史を重ねてまいりました。本院は地域が
ん診療連携拠点病院として、最先端の医療機器を配備するなど、がん診療体制の
整備に病院を挙げて取り組んできました。また、循環器疾患等を中心とした高度
急性期医療の提供と、救急、精神科疾患、感染症対策といった政策的医療の提供
にも尽力してきました。さらに、災害拠点病院として、DMAT（災害派遣医療チー
ム）を編成し、有事に備えております。
　一方で職員の質向上にも重点を置き、がん薬物療法認定薬剤師、細胞検査士、
各種認定看護師等を育成してきました。また、臨床研修指定病院に指定され、専
門性の高い実地研修を行い、次代を担う優れた人材の育成に努めています。
　本院の基本理念は「生命の尊重と人間愛を基本に、心がかよいあう医療」の提供
です。近年大きな災害が続くなか、人と人との「絆」の大切さが再認識され、医療
においても患者さん中心の医療連携の重要性がますます高まってきています。こ
れからも職員一同が連携したチーム医療を実践し、高度で良質かつ安全な医療の
提供に努め、関係医療機関と連携しながら、この高岡で安心して一生を送れる地
域づくりに貢献できる地域の中核病院を目指してまいります。

高岡市民病院憲章
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MRI装置
磁気の力を利用して頭頸部や体の臓器、血管など
を撮影。口径が広いので、圧迫感はあまり感じられ
ないうえ、乳房検査にも効力を発揮します。

心臓カテーテル血管撮影装置
心筋梗塞部位の特定や治療を行う機器。FPD（フ
ラットパネル）装置が装着され、より鮮明な画像が得
られるため、検査時間の短縮が可能です。

リニアック
高エネルギーX線・電
子線を用い、放射線に
よるがん治療を行う装
置。組織を摘出せず
に治療が可能なた
め、患者さんの負担が
少ないやさしい治療法
です。

デジタル
マンモグラフィー
装置
高感度・高精細な画像
が得られ、乳がんの早
期発見に役立ちます。

外来化学療法室
入院することなく通院でがんの化学
療法を実現。リクライニングチェアやテ
レビを備えるなど、リラックスして治療
を受けることができます。

マルチスライスCT撮影装置
X線検出器を複数に配列したCT（コンピュータ断
層撮影）装置。本院には80列･64列のCTが稼働。
広範囲･高精細な画像診断に貢献しています。

がん診療体制の整備
女性のがん・放射線治療をはじめ、外来化学療法や緩和ケアなどの

がん診療体制の整備に取り組み、より高度ながん診療を提供しています。

最先端の高度医療の提供
急性期医療を担う地域の中核病院として、最先端の医療機器を導入・活用することで、

皆さんの健康な生活をサポートしています。

術前カンファレンス
手術にあたっては、主治医や麻酔
医、看護師らが術前カンファレンスを
入念に実施。より効率的・効果的な
手術を施せるようにチェックを重ねて
います。

手術
７室ある手術室は症状別に使い分け、24時間365日
体制で緊急・重症患者の手術に対応しています。

がん患者さんの生活の質向上に向けて

［看護専門外来］
7がん看護
7乳がん看護
7がん化学・放射線療法看護
7リンパ浮腫ケア
7緩和ケア
7スキンケア・排泄ケア
7母乳育児
7在宅療養支援
7認知症看護

POINT

1

POINT

2

看護専門外来と認定看護師
通院治療中の患者さんやご家族の方が、安心して療養生活
を送れるよう支援する看護専門外来を開設しています。専門
的な知識や技術を持つ認定看護師らが窓口となり、病気だけ
でなく生活上の不安や悩みの相談に応じます。
本院は地域がん診療連携拠点病院として、乳がん、がん化
学・放射線療法、緩和ケアなどのがん関連分野を充実させて
います。

がん相談支援センター
本院は、がん診療連携拠点病院として、がんについていろいろな相談ができるがん相談支援セン
ターを設置しています。患者さんやご家族の方はもとより、どなたでも質問や相談ができます。

Heart
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相談窓口
退院後の支援や健康相談など、医療・福祉に関する
さまざまな悩みや不安を解消するため、専門のスタッ
フが主治医と連携を図り、ご相談に応じています。

快適な療養環境
病室は木目を基調とし
た落ち着いた配色で
統一。くつろげる空間
づくりに努めています。

スタッフ間の情報共有
医療事故や院内感染を防止するため、情報共有を
徹底。療養環境の整備にも日々 努めています。

れんけいネット
かかりつけ医や近隣病院との連携を密に図るため、
れんけいネットに参画。診療情報の共有化を通じ、
質の高い医療を提供します。

心のこもった看護
一人ひとりの患者さんを
思いやり、常に笑顔で心
のこもった看護に努めて
います。

DMAT（災害派遣医療チーム）
本院では２組のDMATを編成。また、災害医療活
動用資器材が搭載可能な災害対応救急自動車も配
備。有事に対応できる体制を整えています。

外来診療
各種専門医により丁寧でわかり
やすい診察を実施。迅速・的確
な医療提供を心がけています。

チーム医療
患者さんの一日も早い社会復帰に向け、医師
や看護師をはじめとするスタッフが職種の枠を
超えてチームを編成し、治療にあたっています。

栄養相談
毎日の食事は早期回復を可能に
する要因の一つ。そこで、管理
栄養士が丁寧でわかりやすい栄
養指導を実施し、患者さんの社
会復帰を支援しています。

安全・安心・納得の医療の提供
安全で質の高い医療サービスを提供することで、

患者さんに納得して選ばれる病院となるよう努めています。

チーム医療による最適な医療の提供
患者さんの早期退院を実現するため、多職種によるチーム医療を展開しています。
また、かかりつけ医との連携により、地域完結型の医療を推進しています。
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