より高度な整形外科医 療 を 志 す た め に
日本医療機能評価機構
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整志会
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新湊旧漁港 射水市新湊地区にある旧漁港から撮影しました。右端に見える新湊大橋は、富山新港に架かる日本海側最大の２層構造の斜張
橋で、海王丸パークとともに新湊地区を代表する観光名所です。富山湾越しに見える3000ｍ級の山々が連なる北アルプス立
山連峰の壮大な景色は、世界では富山、チリ、イタリアの３か所にしかないと言われる希少な景色で、県民の自慢と誇りと言え
ます。この立山連峰からの雪解け水が富山湾に注ぎ、
「天然の生簀」
と呼ばれる漁場として、春は白海老やほたるいか漁で活気に
あふれます。
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高岡整志会病院

基本理念

1.市民の健康・医療・福祉の向上を目指し、
明るい豊かな生活の実現に貢献します。
2.職員が生き生きとして豊かにその使命を
発揮する場を作り、患者さんが迅速に社
会復帰できるように努めます。
3.整形外科専門病院として、すべての患者
さんの尊厳と権利を尊重し、最先端の技
術で患者さん中心の治療を実践します。

日本医療機能評価機構認定病院
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巻 頭 言
The greeting of the beginning of a book

富山大学麻酔科学講座と「チーム整志会」
麻酔科・痛み緩和診療部長

神谷

和男

2022年３月22日富山大学麻酔科学講座（以下、富大麻酔科）第２代目教授山崎先生の退任講演会が
開催され、多くの関係者が出席した。当院からも川岸院長、佐藤根副院長と私が出席した。講演の中に
当院との関わりの話もあり、とても懐かしい思いをした。
当院と富大麻酔科の関係は深く長い。当院の手術簿を見ると第一例目は、1984年11月19日に局所
麻酔の手術が行われた。以後局所麻酔手術が続き、第６例目の胸椎黄色靭帯骨化症手術で初めて全身麻
酔で施行され、その麻酔科医は現在の佐藤根副院長（当時は富山医科薬科大学手術部副部長）であった。
以後出張麻酔の形で主に富大麻酔科から麻酔科医が派遣されたが、その資格は指導医（現在の専門医）
の取得が必要であった。当時の当院での出張麻酔は、一種のステータスでもあり、私自身1994年４月
１日に指導医を取得し、その後の一年間は月一回の割合で出張していた。2000年４月１日初代富大麻
酔科教授伊藤先生が、当院の初めての常勤麻酔科医として赴任された。以後徐々に増え、現在では４名
の常勤麻酔科医が、全症例の麻酔管理を行っている。
私が麻酔科医となった1988年当時は、北陸４大学麻酔科による野球対抗戦が毎年開催され、親睦を
図っていた。翌年だったか記憶は曖昧だが、必勝きたした富大麻酔科野球チームは川
岸院長を医局員として迎え、エースとしての活躍により、チームは優勝することがで
きた。決勝戦で私はセカンドを守っていたが、エラーをしてしまい、９：２と圧勝状
態にもかかわらず、Ｓ監督より「セカンド神谷交代」と無情の宣言を受けたことが、
今でも傷心として残っている。勝負は非情也！
野球にエラーはつきものだが、医療界でも「To err is human（誰にも過ちはある）
」は、普遍の要
素である。またドクターズルール425医師の心得集に「普通、患者が恨みに思うのは最初に犯したミス
に対してではなく、さらにミスを重ねたことに対
してである」とある。よって過ちのカバーと再発
の防止が重要であり、それを成し遂げるのが「チー
ム」によるチェックである。川岸院長はセカンド
エラーで交代させる非情な監督ではない（はずだ）
。
しかし、結束を乱す行為は許されない。巻頭言の
締めくくりとして、次に示す本年度当院の目標が
相応しい。
お互いに尊重し合い、感謝の気持ちをもって
「チーム整志会」さらなる発展を目指す。

専門：日本麻酔科学会麻酔科指導医
日本ペインクリニック学会専門医
日本集中治療医学会集中治療専門医
ICD 制度協議会 インフェクションコントロールドクター

手術部長

はたけやま

畠山

のぼる

登

この度４月１日付けで着任致しました畠山登と申します。出身は富山県富山市で、大学
院修了までずっと富山で過ごして参りました。その後、富山、米国マサチューセッツ州ボ
ストン、新潟県長岡市と愛知県長久手市などでの勤務を経て現在に至っています。専門は
手術医学、麻酔科学、集中治療医学、疼痛医学です。前任地であります愛知医科大学にお
きましては集中治療室（ICU）を担当するとともに疼痛緩和外科・痛みセンターも担当し、
とくに慢性の痛み治療に取り組んで参りました。慢性の痛みはその原因が不明なことも多
く、また周囲の理解も得られにくいことから身体的な症状のみならず心理的にも追い詰め
られ、より強い痛みを感じてしまう可能性があります。また、治療方法などが確立してい
ないために、いわゆる根拠に乏しい民間療法に頼ってしまうことで、さらに患者さんをさ
まざまな面で追い詰めてしまうことにもなりかねません。今後私は、当院において科学的
根拠に基づく慢性の痛み治療にチームを作って取り組んで参りたいと考えております。ま
た、手術医学とは手術を受けられる患者さんに対して周術期（手術前〜手術中〜手術後）
を通して、安全・安心な医療を提供するための学問で、医療技術だけではなく痛み対策、
心配・不安対策、感染対策など多くの要素を含んでいます。当院はすでに高いレベルの安
全性を有しておりますが、さらに最新の知見を駆使して患者のみなさまに安心して手術を
受けて頂ける環境を作って参りたいと考えております。私自身、このような素晴らしい病
院にご縁があって着任できたことを大変嬉しく思われます。みなさま、どうぞよろしくお
願い申し上げます。

2022年５月より畠山医師の「慢性の痛み外来」
が始まります。
診察は毎週火曜日の
午後２時〜６時（予約制）です。

たかおか整志会
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小山

一茂

令和４年４月より整形外科医師として勤務致します小山一茂
と申します。出身は青森市で、地元の高校を卒業した後に、弘
前大学へ入学いたしました。初期研修修了後は弘前大学整形外
科学講座へ入局し、青森県や秋田県の病院に従事しておりまし
た。将来は、整形外科の中でも脊椎脊髄外科を専攻したいと考

えており、脊椎脊髄手術の業績が全国屈指の高岡整志会病院で勤務できることに、ワクワクと緊張が止まりませ
ん。小学校から大学まで野球をやっており、趣味としてアウトドア全般（キャンプ、山登り、スキー・スノーボー
ド、カヤックなど）を広く浅くやっております。お酒も好きです。高岡整志会病院を受診された患者様を少しで
も幸せにできるように、情熱をもって仕事に励んで参りたいと思います。医学のみならず、様々な面でもご指導
をいただくと思います。何卒宜しくお願いいたします。

新人職員紹介
看護師

看護師

不慣れなことも多いですが、先輩方のご指導のもと、
１日でも早く力になれるように精一杯努力していきた
いと思います。よろしくお願いします。

４月から入職させていただき、２病棟に配属になりました。
プリセプターの方や、先輩看護師の方に多くの事を教えていた
だきながら学びを深めていきたいと思います。「患者様の心に寄
り添える看護師」になるために、学習を怠らず努力し、成長し
ていけるよう頑張っていきますので、よろしくお願い致します。

京田 凌河

小川 亜津子

看護師

社会福祉主事

４月より入職させていただいております。わからない事が多い中、プリ
セプターさんや先輩看護師の方のご指導のもと、日々勉強に励んでいま
す。患者様の些細な事にもすぐに気づき、心に寄り添い接することができ
るよう看護へ真摯に取り組み、努力していきたいと思います。ご迷惑をか
ける事もたくさんあると思いますが、ご指導のほどよろしくお願いします。

４月より地域医療福祉連携室で勤務させていただい
ています。不安もありますが、少しでも早く仕事に慣
れるよう、日々努力していきます。ご迷惑をお掛けす
ることもあるかと思いますが、ご指導のほどよろしく
お願い致します。

草嶋 蛍耶

堺 美桜

医師事務作業補助者

医事課

４月より医師事務として勤務することになりました。
不慣れなこともあり、至らない点もあると思いますが、
少しでも早く皆様のお役に立てるように努力してまい
りますので、よろしくお願い致します。

４月から働かせていただきます、今泉佳奈と申しま
す。医療事務の仕事は初めてで分からない事ばかりで
すが、専門学校２年間で学んだことを活かして頑張り
ます。体調管理をしっかりして笑顔を忘れずに仕事に
取り組みます。よろしくお願い致します。

大西 優美

今泉 佳奈

医事課

調理員

４月より医事課で勤務させて頂いております。患者
様に寄り添った対応が出来るよう頑張りたいと思いま
す。仕事を早く覚え、皆さんから頼りにされる人とな
れるよう日々、努力していきますのでご指導の程よろ
しくお願い致します。

４月より栄養管理科で勤務しております。異業種か
らの入職ですが、一生懸命頑張ります。ご指導のほど
よろしくお願い致します。

小西 里奈

駐車場係員

今村 和英

３月７日より勤務しています。まだまだ何もわかり
ませんが、挨拶だけは元気にしていきたいと思ってい
ます。よろしくお願い致します。

木本 和美

整 志 会 トピックス

Seishikai Topics

地域医療福祉連携室 室長あいさつ
室長

金粕

浩一

４月１日から地域医療福祉連携室の室長を拝命しました金粕です。地域医療福祉連携室は患
者さんを中心として当院と他施設をつなぐ部署です。患者さんが当院での治療を受ける際には、
他の病気などで治療を受けている病院や診療所（かかりつけ医）と連携して安全に治療を受け
ることができる共同診療を行う前方支援業務、および後方支援業務と呼ばれる様々な医療総合
相談を行っています。具体的には、患者さんの退院後の暮らしについての相談を受け、福祉施
設や介護サービス機関と連携し、在宅療養や施設入所、転院などへのサポートを行います。患
者さんが退院となった際に、かかりつけ医等へ当院での治療経過を報告する退院時逆紹介など
で連携することも業務の一つです。介護相談では介護保険や福祉制度に関する相談を受けてア
ドバイスを行い、ケアマネージャーなど関係医療福祉機関相談担当者からの連絡窓口ともなっ
ています。国が推進する地域包括ケアシステムの一つと言われていますが、他の病院と異なる
点として、当院を利用される患者さんの半数が県外在住者で、北陸地方のみでなく新潟県や岐
阜県など遠方から来られていますので、なるべく患者さんやご家族の負担とならないよう、当
院への受診回数が少なくなるように配慮しています。
また最近では、新たな入退院支援業務として、入院を予定している患者さんと家族が、入院
生活中にどのような治療経過をへるのか、また退院後の医療継続やケアなどを入院前にイメー
ジでき、安心して入院治療を受けられるような体制を構築中です。すなわち入院中に行われる
治療の説明、入院生活に関するオリエンテーション、服薬中の薬の確認、栄養スクリーニング
等を入院前の外来において実施することを目標としています。
このことは患者さん情報の院内共有化による業務の効率化と医療の質向上、病棟看護師等の
業務負担軽減につながることが予測されますので、チーム整志会として職員の全員参加が必要
です。よろしくお願いします。

前列左から
後列左から

金粕地域医療福祉連携室長
松岡主任（社会福祉士）
室川主任（看護師） 堺社会福祉主事
坂田看護師

たかおか整志会
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神谷和男医師講義 「BLS から ACLS へ」
令和４年２月18日（金）12時45分〜

〈教育委員会〉

当院では、毎年 BLS 講習や救急シミュレーションを行っています。スタッフから、急変時の対応についてさらに学
びたいと要望があり麻酔科医の神谷医師による「BLS から ACLS へ」と題しての講義が開催されました。全職員対象に
わかりやすく実践的な内容での講義をしてくださり大変勉強になりました。質疑応答も活発で有意義な時間を過ごす
ことが出来ました。私たちは今後も助かる命を助けるために日々学習していきたいと思っています。
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透視撮影装置が新しくなりました！
２病棟Ⅹ線室にある透視撮影装置を更新しました。この装置は最新の画像処理技術と、被ばくを効率よく低減でき
る機能を搭載しているため、以前の装置に比べ、患者さんの被ばく線量を抑えつつ、良好な画像を得ることができます。
また、従来の透視撮影に加え、１回の撮影で数十枚の断層像が得られる特殊断層撮影（トモシンセシス）と、骨粗しょ
う症の診断に用いられる骨塩定量検査（骨密度測定）もできる１台３役の装置です。前腕骨の骨密度を測定する装置
が１病棟Ｘ線室にありますが、この装置は腰椎と大腿骨の骨密度を測定することができます。骨密度測定を希望され
る方は、診察時に医師にご相談ください。

腰椎は肌着１枚でこの姿勢で測定します

測定結果です。
若年成人と比較
した値がグラフ
に表示されます。

整 志 会 トピックス

Seishikai Topics
たかおか整志会

富山 GRN サンダーバーズ
2022年２月某日、富山 GRN サンダーバーズの投手陣に対して、2021シーズン
よりチームドクターを務める、当院の瀬川貴洋医師と2020年よりチームトレーナー
を務める荒木佑介理学療法士による肩肘のチェックが行われました。
柔軟性や筋力などの課題はあるものの構造と機能自体に問題のある選手はおらず、
瀬川医師からはお墨付きをもらっていました。
松原快投手は「過去にこの病院で手術をしました。もちろんケガの予防は大切ですが、ケガをしてもリハビリやトレー
ニングを続けて、NPB を目指して挑戦できる立場にいます。ケガをしていたりリハビリをしていたりする少年たちも
あきらめずに頑張ろう」とエールをくれました。
今シーズンは４月２日滋賀彦根球場にて石川ミリオン
スターズとの開幕戦よりスタートです。試合は感染対策
をして有観客で行います。富山で行われるホームゲーム
はぜひ球場で応援してください。

2022シーズンも
富山 GRN サンダーバーズ の
応援よろしくお願いします！
富山 GRN サンダーバーズの情報は
Facebook、Twitter、
Instagram、TikTok の
各 SNS か ら 発 信 し て い
ます。ホームページはこ
ちらの QR コードから。

左から荒木 PT ＃14若野愛矢世 ＃29小井手和宏
＃13松向輝 ＃12松下勇輝 瀬川 Dr

令和４年度

＃20松原快

新規採用者研修会

令和４年４月８日（金） 於

大会議室

今年度の新規採用者研修会は、看護師２名、調理員１名、社会福祉主事１名、医師事務
１名、医療事務２名、駐車管理１名、合わせて８名が出席しました。
院長から「朝の明るい挨拶と笑顔を忘れず、医療人として専門職として、知識と技術が
必要で、プロとして誇りを持って仕事に取り組んでほしい。また、先輩方を見習って、人
間性を磨き、患者さんや同僚に
対しても謙虚な姿勢が大事であ
る」と話されました。
他には、病院概要、各部署紹介、
倫理、個人情報、防災、安全衛生、
服務、接遇のほか、医療安全、感染対策、医療情報システ
ムについて研修を行いました。約２時間の有意義な研修会
でした。

発 熱 外 来 の お 知 ら せ
診療時間：月曜日（祝日除く）午後１時〜２時
予約電話番号：０７６６−２２−２４６８

＊予約受付は当日分のみです。ご了承ください。

（確認する内容） 診察券番号、氏名、生年月日、症状、ワクチン接種歴など
＊簡潔にお話しください。
受診時のお願い
＊当院の発熱外来はかかりつけ患者のみです。
＊当日予約制のため、必ず事前にお電話でご連絡いただくようお願いします。
＊無症状の方に対する新型コロナウイルス感染症の検査は原則実施しておりません。
＊受診の際は基本、自家用車内で待機していただきます。なるべくお車でお越しください。到着後、係員が発熱外来
指定駐車場へ誘導します。

7

基本方針

5S
地域における「かかりつけ医」から整形外科専門病院として、

Safety
【安全】

Speed
【迅速】

Spirit
【情熱】

■ 患者さんの権利

1. プライバシーと尊厳が守られ、差別なく公平な医療を受けることができます。
2. 十分な説明と情報提供を受けたうえで、治療方法などを自らの意志で決めることができます。
～個人情報保護法について～
当院では、個人情報保護管理委員会を設置し、患者さんの個人情報保護に全力で取り組んで
います。ご意見、ご質問は総合受付へお気軽にご相談下さい。

■ 外来診療担当医師のお知らせ
川岸

整形外科

火
水
8：00～12：00

田中
金粕

川岸

2022年5月1日より
金
土
8：30～12：00 7：30～12：00

木

川岸
第 2・4 木曜日
8：00～9：20

川岸

澤田
小山

（第1・2・3・5土曜日）

金粕

（奇数月 第4土曜日）

田中

中野（予約制）

9：30～12：00 第 1・3 金曜日
9：30～12：00

午前 関節外科 9：30～12：00
整形外科一般
瀬川

瀬川

瀬川（予約制）

側弯外来

田中

2：00～6：00

2：00～6：00

澤田

2：00～6：00

2：00～6：00

澤田

2：00～6：00

畠山（予約制）

痛み緩和
診療外来

2：00～6：00

2：00～5：00

股関節外来

慢性の
痛み外来

1：30～2：00

澤田（予約制）

金粕

発熱外来

関

神谷（予約制）

金粕
田中

髙橋（予約制あり）
第1・2・4・5 水曜日
3：00～5：00

神谷（予約制）

1：00～2：00

休診
2：00～6：00

神谷（予約制）

川岸利臣（予約制）

※中原医師の診察は、しばらくの間休診となります。
●午後の診察の受付は午前より行っています。
●午前
（月～木）
の診察は、手術により12時以降は他の医師の診察となる場合がありますのでご了承ください。
●担当医師が学会等で不在や診療時間が急に変更になる場合がございますので、事前にお問い合わせください。
ホームページにもご案内しております。 電話によるお問い合わせ 月～木 9：00～17：00、金・土 9：00～12：00
◆あいの風とやま鉄道で高岡駅下車

病院周辺図

古城公園口（北口）より約 700m 徒歩約 8 分

万葉線

◆北陸新幹線で新高岡駅下車

発行・編集／医療法人社団 整志会・沢田記念 高岡整志会病院 広報委員会

2：00～6：00

午後

第 2 土曜日
9：00～11：00

第 2・4 金曜日
9：00～11：40

痛み緩和
診療外来
整形外科

（偶数月 第4土曜日）

2022 春号 No.65

月

たかおか整志会

Speciality
【専門】

Smile
【笑顔】

広報誌

高岡整志会病院

新高岡駅より約 3km タクシーで約 10 分

〒933-0039 富山県高岡市大手町 8-31
TEL（0766）22-2468
FAX（0766）26-7948
天狗の肉

城端線

高岡駅

あいの風とやま鉄道
クルン高岡
約2km

新高岡駅

北陸新幹線

編 集 後 記
今年も多くの新職員を
迎えました。一日も早
いコロナの終息を願い
つつ、チーム整志会と
して 力 を 合 わ せ て 頑
張っていきましょう。
（Ⓜ＆Ⓣ）

ホームペ ージに
アクセスできます

http://www.takaoka-seishikai.jp/

※新高岡駅～高岡駅間は、
城端線で約 5 分、バスで約 15 分

