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本院では、高岡市の姉妹都市・アメリカ合衆国インディアナ州フォート
ウェーン市にあるパークビュー病院と、2013年に医療交流を開始しまし
た。今回は“がん治療”をテーマに、薮下医療局長（外科）、円戸研修医、
河上看護師、村本薬剤師が、10月26日から5日間の日程でパークビュー病
院を訪問しました。
最初の2日間は、日本とアメリカの医療事情やがん治療・看護について相
互に発表し、医師、看護師、薬剤師、事務職員とディスカッションを行い

ました。後半の3日間は、クリニカル・シャドウ研修として、パークビュー病院の医療スタッフに同行して、手術や調
剤、外来がん化学療養室、がん病棟等の施設や、患者のベッドサイドを訪れ、アメリカの医療の現状を学びました。
パークビュー病院では、医師はもちろんのこと看護師や薬剤師の専門性が高く、各職種に医療の権限がかなり譲渡されて
おり、スタッフが自分の業務に誇りとやりがいを持って医療に取り組んでいる様子が伝わってきました。本院でも、職種
間の役割分担や専門性の確立を推進し、質の高い医療の提供に努めてまいります。

患者の皆様の権利を尊重します
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。
1．平等で最善の医療を受ける権利
2．個人の尊厳が守られる権利
3．説明にもとづき医療行為を選択する権利
4．診療情報を得る権利
5．プライバシーが守られる権利

Hospitality こころのこもった接遇

Excellent 良質な医療で健全経営

Amenity 快適な療養環境

Relationship 人材を育成しよりよい人間関係

Trust  地域との信頼関係の構築

【題字について】

♡Heart心のかよいあう医療を

フォートウェーン市
パークビュー病院との
医療交流事業
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関係医療機関の皆様方には、医療連携の推進
にご協力いただきありがとうございます。昨年

と同様に本年もよろしくお願いいたします。
産婦人科におきましては、さらに腹腔鏡下手術が
増え感謝しております。昨年10月には、産婦人科医
5人中3人が日本婦人科内視鏡学会技術認定医（腹
腔鏡）となりました。富山県では県立中央病院の4人

に次いで2番目に多い人数ですし、本年中には、4
人に増える予定です。また、本年中には同内視鏡学
会認定研修施設に登録されます。
子宮がん手術も腹腔鏡下で行っており、今後は、
技術認定医の養成も行う予定です。そのためには、
皆様方のご協力によりさらに手術件数を増やしたいと
考えております。よろしくお願いいたします。

医療事故調査制度が昨年10月1日から施行さ
れました。医療の安全を確保するために、

医療事故の原因の究明と再発防止を目的に法制化
されました。「予期せぬ死亡事故」が起きた場合、
院内調査を行うとともに、第三者機関である日本
医療安全調査機構に届け出ること、調査結果を遺
族に説明することを義務付けています。医療安全
委員会は病院の医療安全体制の統括的役割を担
い、医療安全部会と各部署の医療安全推進員が中

心に組織的な医療事故防止活動を行っています。
医療事故を未然に防止する取り組みとして、イン
シデント（偶発事故）、アクシデント（医療事故）の
すべての事例を集計、分析し、再発防止のために
必要な情報を病院全体で共有し、さらに職員への
医療安全講演会、研修会を企画しています。職員
一人一人が安全管理を常に意識し安全で質の高い
医療を受けていただけるよう取り組んでまいりま
す。

2 025年に向けた医療提供体制の改革が行わ
れ、地域包括ケアシステムの構築が進められ

ています。患者さんに一番近い位置にいる看護師や
専門性の高い認定看護師等がチーム医療の調整役
として、チーム医療連携の強化を図ることで、患者さ
んにより良い医療が提供できるように取り組んでいき
ます。また、地域の医療・保健・福祉施設との連携
を密にすることで、患者さんが安心して地域で生活で

きるよう支援していきたいと考えております。
さらに、本院では、平成26年度より職員みんなが、
やりがい感をもち、働きやすい職場となるようワークラ
イフバランスの推進を行っております。取組みを進め
ることで、患者さんや地域の皆様だけでなく、職員か
らも選ばれる病院となるよう尽力していきます。
本年も皆さま方のご支援、ご協力をよろしくお願い

いしたします。

新年あけましておめでとうございます。皆様
方におかれましては、健やかに新年をお迎

えになられたことと、お慶び申し上げます。
さて、国民医療費は40兆円を越え、今後の社
会保障給付費はますます高騰することが予想され
ております。国では、医療改革を進めるため、地
域の将来的な医療ニーズの見通しを踏まえ、医療
機能の分化と連携を推進する「地域医療ビジョン」
を医療圏毎に策定することとしており、2025年
を見据えた医療機能別必要病床数の協議が高岡医
療圏でも開始されました。また、高齢者の皆様が
住み慣れた地域で暮らし続けるために医療・介護
がそれぞれの機能を明確にし、連携して支える「地
域包括ケアシステム」が進められています。
高岡市の高齢化率は30％（全国平均25.1％）を

越え、地域でいかにして高齢者を支え続けられる
かが大きな課題であり、本院が自治体病院として
地域の医療をどのように支えていくか真価を問わ
れています。高岡市民病院は、引き続き高岡医療
圏の急性期医療を担う中核病院として、地域住民
の皆様にとって望まれる医療は何かを常に考えて

まいります。高岡医療圏の回復期、慢性期、在宅
医療を担う医療機関の皆様と密接に連携し、地域
全体で患者さんの様態に応じた質に高い地域医
療・在宅医療が提供できる「地域包括ケアシステ
ム」の推進に努めるとともに、地域住民の皆様に
信頼していただける病院を目指し努力を続けてま
いります。
また、本院は、地域がん診療連携拠点病院とし
てがん医療の充実に努めてまいりましたが、その
一環としてCureと共にCareに重点を置いた医療
をさらに推進するために、本年3月に県西部初の
緩和ケア病棟を開設いたします。緩和ケアは切れ
目のない医療が重要です。緩和ケア病棟に入院さ
れた患者さんも、症状が安定しご希望があればご
自宅に帰っていただくことにしています。その時
はかかりつけ医をはじめとする地域医療機関の皆
様のご協力と連携が欠かせません。
患者さんを中心として、地域の医療機関の皆様

との連携を図ってまいりたいと考えておりますの
で、本年も皆様方のご指導、ご協力をよろしくお
願いします。
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専門性向上を目指す機能分化」と「協力体制を深化さ
せる地域連携」は今や地域医療における金科玉条で

あり、折しも本院は特化の方向性として急性期を選択しま
した。「分化と連携」を道標に、地域医療を担う市民病院ら
しい地域住民の安心感、幸福感に直結する基幹病院を目指
しています。ところで、「特化する」ということは他の医療
機関との連携があって始めて成り立つことに他なりませ
ん。医療連携を深めることが本院の最も重視すべき取り組
むべき課題であると気付きます。
本院では、地域における医師会の先生方との合同カ

ンファランスを、地域を守る同志としての一体感を構
築していく重要な機会と位置付けています。また、医
局のみならず全職員参加型の集まりにし、多方面で活
躍しているメデイカルスタッフの取り組みなども地域
の先生方を中心とする医療関係者の皆様方に紹介して
いきたいと思います。地域全体から興味深い症例や相
談症例を互いに持ち寄り、またその際には紹介患者や
スタッフに気軽に声を掛けていただいたりする中で、

本院職員と地域先生方、スタッフの皆様との交流、連
携を深めていく機会となれば幸いです。
毎月第3水曜日（8月、12月を除く）の午後7時から
本院講義室で開催中です。
事前申し込みは不要です。ぜひ、一度ご参加ください。

平成27年11月24日（火）に、東京医科歯科大学大学
院教授の川渕孝一先生をお招きして、「経営戦略セ

ミナー」を開催しました。
「地域医療構想とこれからの病院経営」と題して講演
いただいたところ、医師や看護師、事務職員など約70
名の職員が聴講し、今後の病院経営を取り巻く情勢な

どについて理解を深めました。
「地域医療構想」とは、いわゆる団塊の世代が75歳以
上となる2025年を見据えて、都道府県が平成28年度
までに、地域（二次医療圏等）における医療需要の将来
推計や各医療機能の将来の必要量など、その地域にふ
さわしいバランスのとれた医療機能の分化と連携を適
切に推進するための地域医療のビジョンを策定するも
のです。
今回のセミナーでは、その「地域医療構想」に関する
様々なデータの分析結果を解説いただきながら、高岡
医療圏（高岡市、氷見市、射水市）における本院の今後
の経営戦略の在り方について考える、またとない貴重
な機会となりました。
本院では、これまでも職員一人一人が経営感覚を身

に着けるための取り組みとして、時宜に応じた様々な
テーマで「経営戦略セミナー」を開催してきております
が、今後も、良質な医療を提供するため、健全経営を
目指した取り組みを推進してまいります。

高岡市民病院・医師会合同カンファランス

経営戦略セミナー

地域一体型の医療提供体制を目指して 医療局長　蜂谷春雄

健全な経営を目指して
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DMATの活動紹介

D MATとは「災害急性期に活動できる機動性を持っ
たトレーニングを受けた医療チーム」です。本院

では平成22年度にDMATを構成し、現在では2チーム編
成で、医師、看護師、業務調整員合わせて11名で活動し

ています。DMAT車両として救急車を配備し、資機
材・医療品もDMAT用備蓄として院内に準備してお
り、いつでも出動できる体制をとっています。訓練は
年に10回ほどあり、国・県・市や、消防・自衛隊・
警察・他の医療機関などと一緒に訓練を行っています。
昨年は高岡に新幹線が開通し便利になりましたが、事
件や事故の心配も増えました。そのような場合に備え、
新幹線ホームでの毒ガステロの訓練や、多数傷病者発
生時の訓練などを行いました。各医療機関と普段から
訓練でコミュニケーションを取ることにより、高岡医
療圏で統一した行動が取れるようになってきていま
す。
DMAT隊員には救急医療のインストラクターが

おり、本院でもBLS（一次救命処置）やJPTEC（病
院前外傷観察・処置プログラム）などのコースを定期的
に開催しています。本院外の人も参加できますので、
医師・看護師・医療技術職など皆様の参加をお待ちし
ています。

細胞検査士の役割はいろいろありますが、主なものは、
顕微鏡で標本の細胞を隅から隅までみて、「怪しい

細胞（異型細胞）」や「悪い細胞（がん細胞など）」が無いかを
観察します。「怪しい細胞」や「悪い細胞」があると細胞検
査士は問題の細胞に印をつけて、細胞診専門医に診断して
もらいます。そのため、細胞検査士は正常な細胞とそうで
ない細胞をふるい分けるため、スクリーナー（スクリーニ
ング／ふるい分けるという意味）と呼ばれます。
細胞と言ってもいろいろあります。身近なものでは、
子宮頚癌検診で採取された細胞や肺癌検診で出された
痰もスライドガラスに塗りつけ、染色をして顕微鏡で
観察します。塗り方や部位にもよりますがスライドガ
ラス一枚に一万個近くの細胞があります。その中の1
個でも怪しい細胞や、悪い細胞があると見落とすこと
はできないので、とても集中力のいる仕事です。
細胞検査士として、患者さんの「がん」の早期発見と
早期診断に役立てるよう、周りの技師とともに尽力し
ていきたいと思います。

職員紹介
細胞検査スクリーナー

災害時に対応できる環境づくり

検査科主幹

前
まえだ
田 睦

むつ こ
子

細胞検査スクリーナー
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スキルアップセミナーを開催

県内の研修医を対象に、意欲向
上や研修医同士の交流を図る

ことを目的として、平成27年12月

に富山県臨床研修病院連絡協議会と
の共催でスキルアップセミナーを開
催しました。

講師として「誰も教えてくれな
かった『風邪』の診かた」などの著
者として知られる一般社団法人
Sapporo Medical Academy代表
理事の岸田直樹先生をお招きし、
「感染症診療ことはじめ2015」と
題し、講演いただきました。当日
は本院の研修医はもとより、県内
医療機関の医師、看護師、薬剤師、
臨床検査技師も参加し、感染症診
療の最新の知見について学びまし
た。
今後も臨床研修病院として、地
域医療の向上に寄与する研修会を
開催してまいります。

患者満足度調査結果
患者さんが本院に対して意識・期待することを把握するため、患者満
足度調査を行いました。結果を踏まえ、今後更なる医療サービスの向
上に努めます。

外　来 入　院

配布枚数 646枚 181枚

回収枚数 554枚 160枚

回収率 85.8％ 88.4％

調査項目 施設、接遇、診療、時間 環境、接遇、診療

調査期間 平成27年9月7日（月）～11日（金）

Q  知人に「良い病院を教えて」と言われたら
本院を紹介されますか？

是非したい

25.5％

Q 総合的に本院を100点満点で評価すると
何点ぐらいになりますか？

平均81.4点

まあしたい

53.2％

あまりしたくない
7.7％

空欄不詳
11.6％

全くしたくない
2.0％

© koti - Fotolia.com
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病院ボランティア紹介 ➡ 「ひまわり」
代表の斉藤悦子さんに活動について伺いました。

Q 病院ボランティアを始めたきっかけについて
お聞かせください

A 通院していた会員が薬待ちをしていた時に病院か
らの呼びかけがあったことが活動のきっかけです。

平成4年からボランティア活動を開始し、活動を知った方
達も会員に加わり、高岡市社会福祉協議会に結成登録も行
いました。

Q 現在の活動について
お聞かせください

A 現在、毎週水曜午前9時から11時まで活動をして
います。活動の内容は、診療器具、衛生材料の袋

詰めやベッドに敷くロールシーツのカット、入院時の案内
パンフレットや外来受診のしおりを組み合わせる作業等で
す。その他にも依頼があれば縫製作業も行います。これま
でに緊急災害時に新生児を搬送できるバックや保冷剤を利
用したクーリングシート等を作成しました。

Q 活動を続けることで
育まれることは何でしょう？

A１日の活動が終わると充実感があること、少しで
も地域に貢献できたと思えることです。これらの

ことが自分自身の生活の励みにもなっています。

Q 会の「モットー」と今後の展望について
お聞かせください

A 衛生材料に関する作業が多いので、清潔を第一に
心掛けています。

会員の年齢は、50～80代で構成されています。健康に
気をつけて一回でも多く会員の方と笑顔で楽しく活動を継
続していきたいです。

出前講座
本院では、地域の皆さんに身近な病気や医療についての知識を深めていた

だき、健康づくりのお手伝いをさせていただくことを目的に出前講座を
開催しています。医師、看護師、薬剤師、理学療法士等職員が希望の日時・会
場へ出向いてお話しいたします。
現在、35メニューを用意して皆さんからのご注文をお待ちしています。

【申込み・問合せ先】　
高岡市民病院地域医療部　☎0766-23-0204まで

申込対象
地域住民、市民団体、公益法人、企業等が主催
して実施する、参加人員が概ね 20 人以上の集
会等です。(営利目的の催し等を除きます。)

会場 高岡市内で申込者の指定される会場

開催日時 曜日問わず(8/15・16、12/29～1/3 除く)

時間 午後1時から午後9時までの間で90分以内

経費負担
講師派遣の費用は無料。ただし、会場の準備に
かかる経費(会場借上げ料、設営費用等)は申
込者負担

申込方法

希望日の1か月前まで、申込書に必要事項を記
入し、高岡市民病院地域医療部へ郵送してくだ
さい。申込書は本院または高岡市役所広報統計
課にあります。高岡市民病院ホームページから
もダウンロードできます。
➡http://www.med-takaoka.jp/demae/

昨年度は32回、1349人の利用がありました。本年度
は12月現在、すでに37件の申し込みをいただいて

おり、平成25年10月より開始した本講座の手応えを感じ
ております。これからも地域へ積極的に出向き、健康
に関する情報をお伝えしていきます。

昨年度申込の多かった講座 ベスト3

1位
家庭や職場のメンタルヘルス
～ストレスと上手に付き合って、

うつにならないためには～

2位 今年もやってきた!　～インフルエンザ・
ノロウィルスに感染しないためには?～

3位 意外と多い高齢者の骨折

※日時等ご希望に添えない場合があります。ご了承願います。


