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Hospitality
Excellent
Amenity
Relationship
Trust 

　本院は、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
院と医療交流を行っています。この交流は、高岡市とフォートウェーン市の姉妹都
市提携35周年を契機に、平成25年に開始しました。交流は交互に1年おきの訪問
で行い、今回は、平成28年10月23日から5日間の日程で、パークビュー病院から、
医師や経営メンバーを迎えました。
　今回の医療交流では、循環器疾患、地域医療、病院経営、患者満足度の向上な
どをテーマに情報交換を行い、パークビュー病院からは、循環器治療に関するアメ

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】

パークビュー病院から
医療交流団を迎えて

♡Heart心のかよいあう医療を

リカの最新医療、パークビュー病院における循環器治療と救急医療、医療の質と安全、患者満足度の取り組みが紹介されました。
また、パークビュー病院では、「ベストのケアを継続的に全ての患者に提供する」をモットーに、病気の治療だけでなく心のケアや、病
院で生じた利益の地域社会への還元に取り組んでおり、その事例を学びました。
　日本とアメリカでの医療制度は異なりますが、医療分野で目指す治療は同じであり、この医療交流の取り組みを、本院の医療の
質と安全の向上につなげていきます。
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医療事故を防止するためには患者の安全を最優先
し「人の注意には限界がある」という前提で対策

を立てなければなりません。医療安全管理室では、エ
ラーに至った潜在的な要因を分析し、事故を未然に防
ぐ業務の統一化・標準化に取り組んでいます。医療安
全委員会を毎月開催し、改善策を67名の医療安全推
進員を通じて職員へ啓発活動しています。医療安全の
入り口は現場からの情報です。当院でのインシデント・
アクシデントの報告は年間約800件ですが、病院規模
からみて報告数が少なく、小さな事例を含め積極的に
報告するよう全職員に働きかけています。また、満足

できる医療を行うためには患者と医療者との信頼関係
が大事であり良好なコミュニケーションが不可欠です。
医療者の専門的な言葉は患者、家族には理解を得るこ
とは難しいと認識した上で両者の距離を縮めていくこと
が大切です。何かおかしいなと気がついたときは躊躇
することなく指摘できるような職場環境にしていかねば
なりません。「高岡市民病院は安全で、患者中心の医
療が受けられる病院」として評価されるように、組織と
して安全性の向上に取り組んでいきます。本年も皆様
方のご指導とご協力をよろしくお願いします。

私がチーム医療と連携を意識したのは、20数年前
です。院内の多数の職種と共に患者教育や患

者指導体制を議論して手作りの地域スタッフ研修会や
患者会支援などを行いました。しかし振り返ると当時は
狭い範囲の連携に過ぎなかったと思います。近年、我々
に求められるのはもっと大きなチーム医療であり、一層
広範囲の連携です。換言すれば、医療圏内の医療・

福祉と地域住民意識の一体化（地域は一つのホスピタ
ル）です。これからは、急性期・回復期・慢性期・診
療所・在宅における双方向性の流れを如何に円滑に創
出するかが医療福祉の充実と住民の安心安全を決定
付けます。医療の流れの潤滑油として日々活動を続け
ている方 と々共に地域医療の方向性を示せる市民病院
にしたいと思います。

がん診療連携拠点病院である当院では、がん患
者の診断、治療以外にも、予防医学、がん検診、

緩和医療、在宅医療への係りが重要です。昨年3月
には緩和ケア病棟を開設し、10月には外来化学療法
室、緩和ケア外来、がん相談室、看護専門外来など
を1か所に集約した包括的がん医療センターをオー
プンし、患者さん、地域の医療関係者の皆様から好

評を得ています。
施設面での充実とともに、本年はがん医療に携わ
る職員のスキルアップを目指していきたいと考えて
います。地域の医療機関の皆様にはこれまで以上の
連携をお願いいたしますとともに、ご指導、ご協力
をよろしくお願い申し上げます。

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。
地域医療構想が本年度中に策定され、それに合わ

せて各医療機関の病床機能の見直しが行われており
ます。今後は「地域連携から地域統合」に向けた再編
がますます進んでいくものと思われます。
地域医療構想では、急性期医療の見直しや病床数

の削減ばかりに目が行きますが、その本質はいかに
慢性期の患者を在宅に移行できるかが鍵となります。
医療区分1に該当する70％の患者を在宅に移行させ
るとされており、これがまさに地域包括ケアシステ
ムと言われております。高岡医療圏で地域包括ケア
システムが円滑に行われるためには、すべての医療
機関が相互に連携し合い、「地域の医療機関全体がい

わば一つの総合病院」となる必要があります。
本院は、引き続き地域の医療機関と密接に連携し、

高岡医療圏の急性期医療を担ってまいります。昨年
3月には緩和ケア病棟を開設し、10月には包括的が
ん医療センターならびに患者支援センターを開設し
ました。そして地域の医療機関の皆様には登録医療
機関となっていただき、さらなる病病・病診連携の
強化を図りました。今後とも医療圏全体で質の高い
地域医療・在宅医療が行われるように積極的に取り
組んでまいります。
高岡市民病院は、地域に根差した信頼される病院

を目指し一層努力していきますので、本年も皆様方
のご指導、ご鞭撻、ご協力をよろしくお願いいたし
ます。
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芭蕉が本質を捉えるための理念として提起した
「不易流行」の「不易」とは、時代がいくら変

わっても不変なもの、また変えてはならないもので
す。「流行」とは、時とともに移り変わっていくもの、
また変えていかなければならないもののことだそう
です。本院にとっての「流行」は、少子高齢化が進み、
地域包括ケアシステムの構築が進められる中で、急
性期病院として地域連携を含む医療提供体制を強化

することだと考えております。しかしその一方で本
院の基本理念である『心かよいあう医療の提供』は、
「不易」です。この医療・看護の心は、不変なもの
であり、最も大切な核として、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
取り組んでまいります。本年も皆様方のご支援、ご
協力をよろしくお願いいたします。
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診療科案内　―皮膚科・歯科口腔外科―

自分で見る・触ることができる皮膚は疾患の早期
発見・治療をしやすい反面、大量の情報に翻弄

されることの多い臓器です。無治療でよいのに心配し
すぎる方、逆にcommon skin diseaseをこじらせた方、
複数の医療機関を受診するいわゆるドクターショッピ
ングの方もおり、当科ではたとえ治療の必要のない方
でも、一人ひとりの診察・説明に時間をかけて丁寧に
行うように心がけています。
なかでもアレルギーに関しての思い違いが目立ち、

「蕁麻疹やアトピー性皮膚炎の原因はすべてアレルギー
である」などは典型です。蕁麻疹の原因は非アレルギー
の側面からも当然探す必要があります。アトピー性皮
膚炎では「乾燥してバリアー機能の低下した皮膚に様々
な外的刺激が加わって発症する皮膚炎であること、治
療の本質は皮膚炎の改善と保湿などのスキンケアによ
る予防にあること、さらにそれにより皮膚からアレル
ゲンの浸入を許さず他のアレルギー疾患の発症を抑え

ることが可能であること」を納得してもらい治療を行っ
ています。
高齢化や住宅の高気密・高断熱化、洗浄剤の使い過

ぎや入浴時のナイロンタオルで強くこする習慣などで
悪化する皮膚の乾燥は、アトピー性皮膚炎に限らず様々
な皮膚炎の発症や悪化に関与しています。当科では保
湿の重要性を様々な機会に説明・指導・実践し、皮膚
炎のコントロール、さらに新生児・乳幼児期でのアト
ピー性皮膚炎の発症の予防にも実績を上げています。

皮膚の保湿の重要性

大 人の口腔内細菌数は、
歯をあまり磨かない人

では4000～6000億個、ほと
んど磨かない人では1兆個も
生息していると言われていま
す。近年、糖尿病と口腔の関
係や誤嚥性肺炎など口腔が全

身の健康に及ぼす影響について研究・報告されていま
す。
また、周術期※1がん※2骨粗鬆症※3の治療や緩和ケ

アに際して、口腔衛生状態は悪化しやすく、口腔の有
害事象が発生しがちです。
呼吸器と消化管の入り口である口腔に発症しがちな
有害事象を（ゼロになることは難しいですが）可及的
に軽減・防止して、結果的には早く退院して頂くため
に、治療開始前から口腔状態・機能の改善（口腔ケア
や感染源の除去）することは大事と考えております。
現在、病院内外の様々な診療科より多くのご依頼を頂
いております。

周術期口腔機能管理

歯科口腔外科主任部長

杉
すぎうら
浦　正

まさし

専門：歯科・口腔外科一般、
顎関節症

皮膚科主任部長

服
はっとり
部 邦

くにゆき
之

専門：皮膚科一般

※1： 周術期における口腔の有害事象：気管内挿管時の歯牙破折・脱落やカフ損傷、手術後
の誤嚥性肺炎・人工呼吸器関連肺炎、頭頸部・上部消化管手術後の術後創部感染（SSI：
Surgical Site Infection）、心臓血管手術や臓器移植手術における術後感染

※2： がん治療における口腔の有害事象：骨髄抑制期の歯性感染症の急性化や血小板数減少
による出血傾向、口腔粘膜炎、あるいは放射線性顎骨壊死、味覚障害、カンジダ等の感
染症、唾液分泌の低下とそれに伴う口腔乾燥

※3： 骨粗鬆症やがんの骨転移において投与される骨修飾薬（ビスフォスフォネート製剤や抗
ランクル抗体）と関連した顎骨の炎症・壊死（MRONJ）が注目されています。

ベッドサイドにおける献身的な口腔ケアによりきれいな口腔内

プレドニン投与→前立腺癌にてホルモン療
法・ランマーク投与　MRONJ発症（口腔
は皮膚瘻孔を介して外部と交通している）

前立腺癌・多発膀胱腫瘍・転移性骨腫
瘍　ゾメタ・ランマーク投与　MRONJ
発症（下顎骨が露出している）
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連携医療機関の紹介

当院は、開業してから20年になります。当初は消
化器系の内科として、胃透視・腹部エコーなど

もしていましたが、最近は在宅診療などに力を入れ、
一般内科が主体となっています。高度な検査が必要の
場合は地域連携している高岡市民病院でお願いしてい
ます。
また、当院には、病院のシンボルとしてフクロウを
マークにしましたところ、いつの間にか置物のフクロ
ウが沢山集まりました。どうぞ見に来てください。

たみの医院

民
たみ

野
の

　均
ひとし

 院長

〒933-0065
高岡市江尻白山町51-1
TEL.0766-21-8880

診療時間 月 火 水 木 金 土
9:00～12:30 ○ ○ ○ ○ ○ ○
15:00～18:30 ○ ○ ○ × ○ ×

診療科：内科、消化器科、胃腸科
休診日：木曜日・土曜日午後、日曜日、祝祭日

Clinic data

専門は整形外科です。急性期から慢性期疾患まで
幅広く運動器の外傷・障害を診ています。超高

齢社会に入り、外来通院患者さんの過半数を高齢者が
占めています。中でも特に骨粗鬆症の方が多く、転倒、
骨折を予防する治療薬をはじめ、運動器セラピストに
よる四肢の機能訓練などを取り入れて、様々な患者さ
んの生活様式に応じた治療を行っています。
また、病院そして近隣の診療所の先生方と連携しな
がら、最善の治療を行えるように努めています。

髙田整形外科医院

髙
たか

田
た

 裕
ひろ や す

恭院長

〒933-0911
高岡市あわら町12-25
TEL.0766-23-5331

診療時間 月 火 水 木 金 土
9:00～12:00 ○ ○ ○ ○ ○ ○
14:00～18:00 ○ ○ × ○ ○ ×

診療科：整形外科、リハビリテーション科
休診日：水曜日・土曜日午後、日曜日、祝祭日

Clinic data
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接遇向上講演会

本院では、職員の接遇向上を目指し、毎年、全職員を
対象とする接遇向上講演会を開催しています。今年

度は、11月に株式会社C－plan（シープラン）代表取締役
である小山美智子先生をお招きし、「患者・職員アンケー
トから～院内コミュニケーションを見つめなおす～」と題
し、講演いただきました。講演では、接遇を向上させる
ための良好なコミュニケーションを促す行動や重要な
ポイントについて、具体例を紹介しながら話していた
だきました。また、職員同士で実際にシミュレーショ
ンを行い、気付きにもつながりました。その中で、「人
は違う」もの、その上で「認める」こと、相手を尊重す
ることや自分も相手も承認することが重要であると教
わりました。
今後も、患者さんのご意見や研修を通じ、職員の接

遇向上に取り組み、患者さんと心がかよいあう医療の
提供に努めてまいります。

新任医師
のご紹介

臨
床
研
修
医

鈴
木
琢
哉

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 600枚 141枚

回収枚数 506枚 125枚

回収率 84.3％ 88.7％

調査項目 施設、接遇、診療、時間 環境、接遇、診療

調査期間 平成28年9月5日（月）～9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

20.9％

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82.1点

まあしたい

52.0％

あまりしたくない
8.1％

空欄不詳
17.9％

全くしたくない
1.1％

© koti - Fotolia.com
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病院ボランティア紹介 ➡ 「あじさいの会」
代表の山元厚子さんに活動について伺いしました。

Q 病院ボランティア活動を始めたきっかけについて
お聞かせください。

A 仕事を退職した翌年に母親が脳梗塞になり、高岡
市民病院に1年間入院しました。そのとき、病院

の手厚い看護に見守られてとてもうれしかったので、6月
からお礼の意味も込めて病院ボランティア『あじさいの会』
として活動を開始しました。

Q 現在の活動について
お聞かせください。

A 毎月第4火曜日の午前9時から午前11時頃まで、
ボランティア室で活動をしています。『入院のご案

内』のセットを作ったり、ガーゼをたたんだり、保冷材を
利用したクーリングシート等をミシンで縫ったり、タオル
を整理したり、その他病院の依頼に対応しています。

Q 活動を続けることで
育まれることは何でしょう？

A ①自分たちの活動が入院されている方々の役に立
てているのを知り、感謝の言葉をいただき、やり

がいを感じること。②毎回、自分自身が健康でボランティ
ア活動に参加できることに喜びを感じられる心を持てるこ
と。③家族が快く送り出してくれることに感謝できること。

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 健康である限り、ずっと病院ボランティアを続け
ていきたいです。

クリスマス会を開催

平成28年12月20日（火）に本院の1階アトリウムでクリスマス会を
開催しました。

このイベントは、患者さんが入院生活をおくる中で、安らぎの時間を感
じていただくために企画している毎年恒例の行事です。
今回は、サンタやトナカイの着ぐるみ姿の若手医師が、ハンドベルで「き

よしこの夜」、「ジングルベル」を演奏して、クリスマスの雰囲気を演出し
ました。
また、高岡の魅力を全国にPRする「高岡ふるさと応援特使」としても活
躍している高岡市出身のシンガーソングライター島香織さんに出演して
いただき、「赤鼻のトナカイ」、「あわてんぼうのサンタクロース」などのク
リスマス童謡メドレーや島香織さんのオリジナル曲「レッツ！まんよう
せん♪」などを楽しく心温まる歌声で披露していただきました。
患者さんからは「クリスマスの楽しい雰囲気を味わうことができた」と

いう声が多数寄せられました。

受付時間 午前8時30分～午前11時
午後2時～午後4時

ところ 産婦人科外来

問い合わせ先 ☎0766-23-0204

平日午後も
妊婦健診を実施

本院では1月から、平日の午前に加
え、午後も妊婦健診を実施しています。
妊婦検診では、早産予防のため、経
腟超音波にて子宮頚管長（産道の長さ）
を測定し、切迫早産の早期発見・早期
治療に努めています。受診には予約が
必要です。詳しくは、産婦人科にお問
い合わせください。


