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11月10日
「ふれあい健康フェスティバル」
を初開催！
地域住民の皆さんに、本院が担う役割や紹介・逆紹介

お笑いトークショーのほか、健康チェックや普段は

の必要性を知っていただくとともに、
「高岡ふるさと応

立ち入ることのできないところを見学する「親子バッ

援特使」であるお笑いコンビ「母心（ははごころ）」にもご

クヤード探検隊」、歯科口腔外科による石こう手形づく

協力いただき、お笑いを通じて健康に関心を持ち、健康

りなどの体験コーナーを用意し、当日はたくさんの方

意識の向上を図ることを目的に初めて開催しました。

が来場され、
大いに盛り上がりました。

【題字について】

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

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

新年のご挨拶
新

2020

年あけましておめでとうございます。皆様方

持を目標に掲げてまいりました。昨年は地域がん

におかれましては、健やかに新年を迎えらえ

診療連携拠点病院の更新、日本医療評価機構によ

たこととお慶び申し上げます。

院長

藪下 和久

いっそうの充実を図ってまいりました。しかしな

療制度が求められていると考えます。団塊の世代

がら今後は、地域の医療機関の皆様方との連携を

全員が後期高齢者となる 2025 年を目前にし、地域

保ちながら、急性期から回復期、慢性期へのスムー

医療構想に基づいた病床編成が問われています。

ズな移行、医療から介護への連携を今まで以上に

急性期医療を必要とする患者が減少し、回復期、

推進していかなければなりません。自治体病院と

慢性期のニーズが増えてくることが予想され、そ

して、また地域医療支援病院として、地域包括ケ

れに応じた病床再編、病院再編が本医療圏におい

アシステムの旗振り役になるべく努力し、病院完

ても求められてきます。また医師の働き方改革に

結型医療から地域完結型医療を目指して、地域住

伴い、救急医療への従事方法等も大きな課題となっ

民、地域医療機関から信頼される病院づくりに邁

ています。

進してまいりたいと考えております。地域医療機

当院は高岡医療圏の基幹病院として、急性期病
院としての機能特化、政策的医療を担う役割の堅

令

和」への改元と時を同じくして、本院は地域
医療支援病院に承認されました。

日本の新しい時代への門出は我々の新たな旅立ち

への祝福のように感じます。

理事・副院長

蜂谷 春雄

山川 義寛

米山 美智代
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すよう、よろしくお願い申し上げます。
携促進、医療機器の共同利用、救急医療の提供、地
域の医療従事者に対する研修の充実」を一層促進さ
せ、令和 2 年が私の地域医療観である「地域は一つ
のポスピタル」を築き上げる礎の年となるよう祈り
たいと思います。
「地域は our hospital、病院は our

う大きな課題を前に、
「身近な地域での医療の提供」

home、人材は一番の宝」
、医療関係者だけではなく

という至極当然な啓示を得たように思います。
支援病院として、
「紹介・逆紹介を介する医療連
院は高岡医療圏の中核病院として、救急や高
度急性期医療、がん医療をはじめ精神科疾患、

地域の皆様にとっても医療・福祉を考える契機の年
となることを望みます。
さらに、昨年末よりダ・ヴィンチによるロボット
支援手術を泌尿器科と産婦人科において本格的に稼

結核・特殊感染症対策、災害医療など地域住民の多

働し、より高度で、安全性も高い手術を提供できる

様化するニーズに応えていく体制を整備していま

ようになりました。本年も地域から信頼される病院

す。また、昨年には地域医療支援病院に承認され、

を目指して安全・安心の医療を提供できるよう努力

地域における医療の確保のために必要な支援を行う

して参りますので、今後ともご指導・ご協力のほど

ための体制の整備も始めました。

よろしくお願い申し上げます。

患
看護部長

関の皆様方には、本年もご指導ご協力いただきま

同時に、
「市民」病院とは本来どうあるべきかとい

本

副院長

る病院機能評価の更新を受け、急性期病院として

令和の時代となり、今新しい時代に対応した医

者さんによい看護を提供するには、看護職員

たり、見つけたりすることは難しいでしょう。

自身が元気であることが大切です。

「 A さんの体をきれいにできた」
「心配そうな B さ

昨年は、超過勤務削減や有給休暇取得促進に取

んに寄り添えた」など、ちょっとした喜びを実感す

り組み、労務環境改善を図ってまいりました。し

ることが、元気の源になります。そのためにはチー

かし、労務環境が良くても、仕事にやりがいがな

ム力が重要です。

ければ、元気に働くことはできません。
毎日、たくさんの患者さんを担当し、その日の

みんなが力を合わせれば、1+1 以上の力が生ま
れます。「誠実・安全・温もり」の看護を目指して、

予定に追われ、一日があっという間に終わってし

チーム一丸となって取り組んで参りたいと思いま

まうというだけの中では、仕事のやりがいを感じ

す。本年もどうぞよろしくお願いいたします。
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New
face

新任医師紹介
蓮本 祐史

消化器内科 部長
10 月 1 日入職
専門領域・得意分野：消化器病一般
資格・学会：日本内科学会総合内科専門医／日本
消化器病学会専門医／日本消化器内視鏡学会専門
医／日本プライマリ・ケア連合学会プライマリ・ケ
ア認定医／日本心身医学会
外来診療：水・木
（午前 8 時 30 分〜 11 時 30 分）
内視鏡：月・火・金

Doctor's Side
専門分野を教えてください。

胃や大腸などの消化管の疾患が専門です。早期
がんへの内視鏡治療 ESD（内視鏡的粘膜下層は

く離術）なども行います。
これまでのご経歴など簡単に教えてください。

高岡圏域ですと、厚生連高岡病院や高岡ふしき
病院での勤務経験があります。

医療を提供するにあたってのモットーは。

病気によって普段の生活が障害されるわけです

が、できるだけ病気がないときの状態に戻れる
ように治療することを心がけています。また、患者さ
んが納得できるような治療を心がけています。

谷口 千尋

小児科 医長
7 月 1 日入職
専門領域・得意分野：小児科一般、内分泌疾患
資格・学会：日本小児科学会小児科専門医
外来診療：木
（8 時 30 分〜 11 時 30 分）
午後 予約制 火
（BCG 接種・予防接種）
・木
（乳児入園健診・1カ月健診）

Doctor's Side
専門分野を教えてください。

小児科一般ですが、特にはホルモンなど内分泌
疾患が専門です。

これまでのご経歴など簡単に教えてください。

富山県、石川県のいくつかの病院での勤務経験

があります。
どうして小児科医になろうと思ったのですか。

こどもの成長していく過程を追いかけていける
ことと、医師として長い期間、お付き合いでき

ることに魅力を感じ、小児科医になりました。

小児科医として心がけていることは何ですか。

ご家族様はもちろん、お子さん本人にも理解し
てもらえるような対応や説明を心がけていま

Another Side
休日はどのように過ごされますか。

以前ですと、冬といえばスノーボードで、1シー

ズンで10 回以上は行っていました。最近は休
みといえば、
もっぱら「こどもの相手」です。スノーボー
ドも2 回くらいいければいい感じですね。
Q 個人としての「座右の銘」はありますか。

す。甲状腺異常や糖尿病、低身長などでお困りのケー
スがありましたら、気軽にご相談ください。

Another Side
趣味やリフレッシュの方法などありますか。

趣味はマラソンです。昨年は金沢マラソンを完

走し 4 時間を切ることができました。普段のト

あえて挙げれば、幕末から明治に活躍した山岡

レーニングで走っているときなどは、走りながらその

鉄舟の「晴れてよし曇りてもよし富士の山 も

日の仕事のことをゆっくり振り返ったりしています。

との姿は変らざりけり」ですかね。父親が書道の師範と

また、大学時代から登山が好きで、年に数回は登ります。

いうこともあって、この言葉を自分で書いてみたこと

無心になってリフレッシュすることができます。まだ、

があります。ただし、書道はすっかりご無沙汰なので

白山に登ったことがないので、ぜひ早めに行きたいと

今は自信がありません。
「自分自身の軸をぶらすことな

思っています。

く、富士の山のようにどっしりとかまえていよう」的な
意味なのですが、人生いろんなことがあると思います
が、しっかりと自分というものを持ち続けていたいと
思っています。
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こ こでは、令 和元年度の途中で、
高 岡市民病院 に 加わった新しい先生方を紹介します。
尾崎 弘典

眼科 医長
10 月 1 日入職
専門：眼科一般、網膜変性、神経眼科
資格・学会：日本眼科学会専門医、日本神経眼科
学会相談医、日本眼循環学会、
日本臨床視覚電気生理学会
外来診療：月〜金
（午前 8 時 30 分〜 11 時 30 分）

Doctor's Side
専門分野を教えてください。

眼科一般ですが、白内障、緑内障、網膜はく離

などを扱うケースが多くなっています。視神経
が専門です。
これまでのご経歴など簡単に教えてください。

そのほかの
先生方です

津田 竜広

産婦人科 医師
10 月 1 日入職
外来診療：火
（8 時 30 分〜 11 時）
どんな患者さんでも真摯に対応させ
てもらいます。

相馬 大輝

精神神経科 医師
10 月 1 日入職
（8時30分〜11時）
外来診療：火・水・木
精神的な不安をお持ちの患者さんはご
紹介ください。

大学を含め、富山県内のいくつかの基幹病院で

の勤務経験があります。
眼科医として心がけていることは何ですか。

目の病気も他の病気と同様に、予防が非常に大
切だと考えています。そのことをしっかりと伝

えていきたいですね。また、実際に病気になった患者
さんに対しては、患者さんが満足し、安心して治療を
受けられるように丁寧な説明、十分な情報提供をする
ことを心がけています。

Another Side
趣味やリフレッシュの方法など教えてください。

これといった趣味とかはないのですが、緑や
自然が大好きなので、よく散歩をします。

山や海などの雄大な景色を見たりするとゆっ
たりとした気持ちになれます。それらの風景
を写真に撮ったりもします。高岡には海も
山もあり、本当に好きな街です。

4
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小檜山 亮介

外科 医師
10 月 1 日入職
外来診療：火
（8時30分〜11時30分）
患者さんそれぞれに最適な医療を提
供できるよう精進します。

します 。
介
紹
を
来
専門外
産婦人科

産婦人科

産婦人科

山﨑 悠紀

須田 尚美

女性専門外来・
思春期外来

部長

医師

須田：山﨑先生、クリニックのドクターに本院の女

うと、実は心臓の病気だったというケースもありま

性専門外来と思春期外来のことを紹介する機会があ

した。患者さんにとっては他科と連携してご対応で

るのですが、どのように説明すればよろしいですか。

きるのが、やはり総合病院の外来としてのメリット

山﨑：共通して言えることは主に女性医師が対応す

でしょうね。

るということです。女性専門外来は診療科を限定し

須田：女性医師に専門的に相談できる場所って少な

ない女性の心身の様々な悩みに対応するということ。

いですから、クリニックのドクターには、まずは高岡

思春期外来は、主に10 代女性が対象。若い方が気軽

市民病院に女性専門外来、思春期外来があるという

に相談できる場所と言えるわね。

ことを患者さんに伝えていただけるとうれしいですね。

須田：更年期障害の相談も多いですよね。

山﨑：その通り。丁寧にご相談に応じます。

山﨑：そうね。更年期障害をご心配されるケースが
確かに多いですね。それ以外の婦人科疾患に関する
相談や若い世代の方では妊娠・出産を意識しての相
談もあります。
須田：思春期外来では、月経に関わる悩みをよく受
けます。総合病院の外来という視点ではどうですか。
山﨑：
「動悸がする」と相談があり、内科で診てもら

循

女性専門外来：火・木曜日 14 時〜 15 時
思春期外来 ：火・木曜日 16 時〜 16 時 30 分
担当医師
：火曜日／山﨑医師
木曜日（第 1、3、5 週）／山﨑医師
（第 2、4 週）／須田医師
連絡先：☎ 0766-23-0204（代）産婦人科外来

安心してかかれる救急拠点を目指して
環器科は、心臓および血管に関する疾患が対
象となります。心筋梗塞や不安定狭心症など、

総合病院であるメリットを活かした他科との連携
体制も整っています。たとえば、腎機能が低下して

まさに「一刻を争う」緊急性の高い症例は年間 40 〜

いる患者さんの場合、カテーテル検査で用いるヨー

50 件ほどになります。

ド造影剤に腎機能悪化のリスクがあるので、腎臓内

このような虚血性心疾患に対しては、心臓カテー
テル検査・治療ならびに重症例に対する大動脈内バ
ルーンパンピング（IABP ）や経皮的心肺補助（PCPS ）
といった補助循環治療など、高度な医療が常時行え

科の協力を得て安全に行ったり、血管外科と協力し
て治療を行ったりしています。
どの治療においてもレベル高く対応できる体制
が、当院の循環器科の強みだといえます。

る体制が整備されています。
また、高齢化に伴い増加している心不全について
は、薬物療法のみならず、必要に応じて右心カテー
テルやアイソトープ検査、心筋生検などを行い、心
不全の背景疾患を正確に診断するよう努めていま
す。不整脈に対しては、患者さんの病態に応じて薬

内科
（循環器科）

内山 勝晴
主任部長

物治療やペースメーカー植え込み術を行うなど、成
果を上げています。
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連 携 医 療 機 関の紹 介
医療法人社団

双星会

高岡リウマチ整形外科クリニック

元

〒933-0874
高岡市京田 473-1
TEL.0766-29-1800

村院長は、高岡市民病院ほか県内基

幹病院で経験を積まれ、昨年10 月、

本荘リウマチクリニックがあった場所で現
在の名称で開院されました。

「当院は関節リウマチをはじめとする関節

元村

院長

拓

の病気が専門です。一人ひとりにあった最

診療時間

適な医療を提供できるよう努力していま

す」
。患者ファーストを実践するため、ワンストップで診療ができ
るようにとリウマチと整形外科を標榜されています。

月

火

水

木

金

土

9 : 00 〜 12 : 00

○

○

○

○

○

○

14：00 〜 17：30

○

○

○

ー

○

ー

休診日：木曜日午後・土曜日午後・日曜日・祝日

＊予約制
（お電話でお問合わせください）

リウマチでないかと心配されている方やリウマチの治療にお悩

みの方もお気軽にお問合わせください、とのことです。一人ひとりに充分に時間をかけ、丁寧な診察と説明をした
いということから、診察は予約制になっていますので、お電話でお問合わせいただくとスムースです。

ゆう内科クリニック

ゆ

〒935-0005
富山県氷見市栄町 10-8
TEL.0766-73-2811

う内科クリニックは、氷見市の中央
部、海沿いの比美乃江公園からほど

近い栄町に昨年10月開設されました。
加藤夕院長の専門は糖尿病。状態が安定

しているとつい足が遠のきがちな患者さん

加藤 夕
院長

が、できるだけ近くで継続して治療が受け
られる場所をつくりたいという思いから、

開業に至ったそうです。
「いつも地域の皆さんのそばにあって、健康や安全を守る医療が
したい」と考えているので、呼吸器疾患、アレルギー疾患、禁煙外

診療時間

月

火

水

木

金

土

9 : 00 〜 12 : 30

○

○

○

○

○

○

14：30 〜 18：00

○

○

ー

○

○

ー

休診日：水曜日午後・土曜日午後・日曜日・祝日
診療の予約は承っておりません。

来や CPAP 療法による睡眠時無呼吸症候群の治療など、なんでもご相談ください、とのこと。
また、
「スタッフ全員が女性なので、女性の方特有のお悩みなどでも気兼ねせず来院ください」
。

「第 1 回 ふれあい健康フェスティバル」に
600 人以上が来場され大盛況 !!

秋

晴れの光が注ぐ
１階アトリウムに

設置したステージ。若葉保育園の園児による元気いっ

今

回のフェスティバルの目的は、笑って、体験して、
健康力を高めること。参加者は健康チェック、

脳力診断、認知症診断などで自分の健康状態を確かめ

ぱいの踊りと歌が、オープニングを飾ってくれました。

ていました。中でも血管年齢や骨密度、貧血検査のコー

笑ましい演技のあとはスペシャルゲスト“ 母心 ”による

ナーは、普段あまり測る機会がなく人気が集まりまし

お笑いトークショーと続き、会場の盛り上がりは早く

た。今回いただいたご意

もピークに達しました。次に登場した“ 小杉爆笑劇団 ”

見を踏まえ、これからも

は、
「認知症高齢者の接し方」という興味あるテーマの

地域住民の皆さんにこの

寸劇で、会場を巻き込んでおもしろく演じ、劇中の会

ような機会を提供してま

話から学ぶことも多くありました。

いりたいと思います。
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