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新年あけましておめでとうございます。
皆様におかれましては、お健やかに新年を迎えられた
ことと、心よりお慶び申し上げます。
昨年2021年も、新型コロナウイルス感染症に終始した
一年でした。感染が急拡大した８月には、当院でも新型コ
ロナウイルス感染症患者様を受け入れしました。担当した
職員には大きな負担をかけることになりましたが、院内感
染を発生させることなく患者様の診療が適切におこなわ
れ、職員には大変感謝しているところです。現在、新型コ
ロナウイルス感染症は落ち着いている状況にありますが、
今後は、新たな変異株（オミクロン株など）の感染拡大も
懸念されており、2019年末から始まった新型コロナウイ
ルス感染症は、いまだ終息にはいたっておりません。患者
様、ご家族の皆様には、感染予防対策の一環として、入館
時の検温・手指消毒・マスク着用、面会制限等、大変ご不
便をおかけしているところでありますが、状況を鑑み、今
後ともご理解・ご協力いただきますようよろしくお願い申
し上げます。新型コロナウイルス感染症に対しては、ワク
チン接種がさらに進み、また、経口治療薬モルヌピラビル
が承認されるなど、さらなる予防・治療体制が確立される
ことにより、いずれ日常のウィルス感染症として扱われる
ようになる時が到来すると想定されます。しかし、感染予
防対策は普遍的なものであり、今後も引き続き、職員全員
で感染予防対策を実践・徹底し、安全・安心な医療を提
供して参ります。
当院は、地域医療構想に応じて、2020年11月から一
般急性期病棟1棟を地域包括ケア病棟に変更し、急性
期、回復期の各病床がバランス良く機能する体制（一般
急性期病棟1棟51床、地域包括ケア病棟1棟49床、回復
期リハビリテーション病棟1棟48床、精神科病棟1棟51
床）に再編しました。これにより、高度急性期医療機関
や他の急性期医療機関と、慢性期医療機関・診療所や
介護福祉施設との中間に立って、‘双方向性’の医療を調
整・仲介するハブ的な機能を担い、治す医療（急性期・亜
急性期）から支える医療（回復期）まで、切れ目のない
「治し支える医療」をこれまで以上に患者さんに提供
し、地域密着型の病院として近隣の医療機関・介護福祉

施設や行政との連携をさらに強化して参ります。
診療体制に関してですが、2021年4月に、富山大学附
属病院との連携により、乳がん先端治療・乳房再建サテ
ライトセンターと、上市・地域医療支援学講座の二つの
事業を新しく開設しています。乳がん先端治療・乳房再
建サテライトセンターとしては、外科 関根慎一先生と、
10月から森山亮仁（もりやま まこと）先生の2名が常勤
医として担当しています。上市・地域医療支援学講座とし
ては、河合皓太先生（客員准教授）、関島梓先生（客員
助教）が担当しています。この二つは、今後の当院の新た
な診療の核として、上市町だけでなく周辺の地域医療に
大きく貢献できるものと確信しています。さらに2022年
には、富山大学附属病院と医療連携協定を締結し、当院
の診療体制をより一層充実させて参ります。
病院経営に関しましては、新型コロナウイルス感染症
の影響により、令和2年度前半の経営は大変厳しいもの
でありましたが、後半は、職員の大変な尽力により回復
の兆しが見え、令和2年度決算は黒字決算となりました。
今後も、収支改善に向けて、全職員一丸となって取り組
んで参ります。
次に当院は、2021年8月に、日本医療機能評価機構に
よる病院機能評価を受審し、高評価で更新認定を受ける
ことができました。医療の質と安全に関して当院が一定
の水準を満たしていることの評価であり、地域に根ざ
し、安全・安心、信頼と納得の得られる医療サービスを
提供すべく、日常的に努力している病院として評価され
たものであります。次回の受審時にも高評価で認定され
るよう、職員全員でがんばって参ります。また、当院は
2021年3月24日に開院70周年を迎え、11月に記念講演
会を開催しました。多くの住民の皆様にご列席いただき
まして、厚く御礼申し上げます。
新型コロナとの戦いはまだ続きますし、病院経営もい
まだ厳しい状況ですが、医療を通して住民が安心して生
活できる地域づくりに少しでも貢献し、皆様の御要望・
御期待にお応えできるように、地域に必要不可欠な地域
密着型の病院、病院の規模は小さくてもきらりと光り輝
く病院として、病院の理念と8つの基本方針のもと、病
院全職員が一丸となってがんばっていく所存であります。
引き続き皆様のご支援・ご協力をよろしくお願い申し上
げます。
結びに、2022年も皆様全員が健やかに生活し、皆様
にとりまして、より良き一年になりますことをご祈念申し
上げまして私の新年のご挨拶とさせていただきます。
本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

御　挨　拶
院長 浦  風  雅  春



　当院では、乳がん検診や乳腺外来へ足を運びやすく、乳がんになっ
ても安心して治療を受けることができるように、乳がん先端治療・乳
房再建サテライトセンターが2021年4月に設立されました。
　また、今年10月には、外科 森山先生の赴任に伴い、消化器外科専
門医・がん治療認定医の常勤が2名となりました。これにより、胃が
ん・大腸がんをはじめとした消化器がん診療に関しても、当院で手術
や化学療法などの治療が受けられる体制が整いました。
　外来診療では、女性医師・スタッフによる乳腺外来を開設し、24時間
インターネット予約も可能です。
　健診センターでは、検査後の医師診察・結果説明・相談・定期ケアなど含めた総合的な乳腺ドックを開設し、
ご要望にお応えし現在増枠しております。

日本対がん協会が、新型コロナウイルス感染症の流行でがん検診の受診者が減少している実態を調査したとこ
ろ、2020年に実施した5つのがん検診（胃、肺、大腸、乳腺、子宮頸）の受診者は約395万人で、2019年の567万
人から172万人減少、前年比30％以上の大幅減でした。コロナ流行下でもがんは変わらず発生しているため、多く
のがんが未発見となっている可能性があります。是非、定期的ながん検診の受診をお願いします。特に、乳がんは
日本女性の９人に1人が乳がんにかかると言われ、女性の65歳以下のがん死亡原因のトップとなっています。

これからも、総合病院としてのニーズに応えるべく、がん診療を中心に、外科診療体制の充実を図って参りま
すので、当科に安心してご相談ください。

乳がん先端治療・乳房再建サテライトセンター長　関根　慎一

中新川郡・県東部地域のがん治療（外科診療）
体制の充実について

月 火 水 木 金
AM

（9：30～ 12：00） 関 根 関 根 関 根 関 根 富山大学女性医師
（金谷）

PM
（13：30～ 16：00） 関 根 富山大学女性医師

（荒木）
富山大学女性医師
（柄戸）

森 山
13：30 ～15：00

お電話でのご予約は、電話受付時間：月～金　13：00～ 17：00　076-472-1212（代表）
インターネットからのご予約は、HP　　　　　　　　　からお願いします。

ご
予
約 乳腺外来Web予約

森山　亮仁
外科医長

もりやま　まこと

基 本 理 念
「住民が安心して地域で暮らし続けるための医療の砦として私たちの病院が存在する。」

基 本 方 針
１　患者さんへの思いやりを第一とし、患者さんの尊厳と権利を尊重し、十分な説明と同意のもとに患者さんと共に創出する医療を提供し、患者
中心の全人的医療を行います。

２　職員一人一人が「病院の顔」であることを自覚し、医療倫理を守り、真摯な態度で医療に取り組むことで安心・安全・良質な医療を行います。
３　専門職としての誇りと目標を持ち、常に研鑽を重ね、知識・技術・医療水準の向上に励みます。
４　全ての職種が互いに信頼し協働して、多職種連携による充実したチーム医療を行います。
５　地域の基幹病院・在宅療養支援病院として医療・福祉・介護・保健分野と連携を促進し、地域包括ケアシステムの一翼を担う地域完結型医療
を目指します。

６　住民との交流イベントや啓蒙活動を通じて、地域住民の健康増進と町づくりに貢献する地域に開かれた病院を目指します。
７　職員が働く喜びと誇りを持ち、安心して働ける充実した職場環境を整備し、明るい病院づくりと人材育成に力を入れます。
８　自治体病院としての公共性を担いつつ、経済性を考慮した健全で効率的な病院経営に努めます。



　2021年 4月より当院には、富山大学附属病院が上市町の寄附により開設した上市・地域医療支援学講座
（通称 “寄附講座”）ができました。寄附講座の目的としては、①診療体制の充実　②上市地域における医師
の確保　③人材育成　④へき地医療体制の構築に向けた取り組み　⑤大学病院との患者さんの紹介・逆紹介
の円滑化　などが挙げられますが、私自身は特に ③人材育成 が重要と考えています。
　我々医師は患者さんなどから「先生の専門は何ですか？」と聞かれますが、私は「家庭医療・総合診療が
専門です。」と答えています。総合診療医の役割はいくつかありますが、特に「病気だけでなく、その患者
さんの生活や背景状況（家族構成や地域特性など）にも目を向けて診療を行っていく」ことを重点的に考え
ています。世の中には病気が治っても生活ができない人や幸せになれない人は多いですし、高齢者が増えれ
ば増えるほど複数の病気を抱える人も多くなります。なぜその治療をするのか？治療だけでなく目の前の患
者さんに必要なケアは何か？などといったことを患者さん、家族、他職種スタッフと一緒に考えていくこと
で、患者さんの幸せに繋がれば良いと考えています。
　このように総合診療医は周囲の人々との関係性の中で成長していく側面も持っています。我々だけでなく、
患者さんを含めた病院・地域に関わる全ての方々の力で、地域で働いてくれる医師を育てていただければと
思っていますので、ご理解・ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

上市・地域医療支援学講座の開設
～地域で働く総合診療医を育てる～

健診センター健診センターからのからのお知らせお知らせ
令和3年度

土曜日レディース
健診受診状況報告について
7月～11月の第2・4土曜日　8：30～12：30

子宮 子宮 検診予約検診予約
頚部のみ… 45 件
頚部＋頚体部…  87 件

　　　実施数　計 127

乳房 乳房 検診予約検診予約
MMG1方向…   28件
MMG2方向…106件
（乳線エコー） （97） 件
　　   実施数　計 251

子宮・乳房
合計人数
161

【お問合せ先】かみいち総合病院　健診センター　直通℡076-472-5136
※お問合せ・ご予約等は午後2時から午後4時までにお願いします。

【アンケート集計】 20代…2人／30代…9人／40代…25人／50代…58人／60代…36人／70代以上…20人

毎年、もしくはほぼ毎年… 104
２年に１回……………………17
時間がある時………………… 8
心配な時………………………11
その他………………………… 2

乳がんが心配…………………86
親族に乳がん…………………14
マンモのついで………………18
医師からの推奨……………… 7

高濃度乳房の為……………… 8
受けると安心…………………55
その他………………………… 4

毎年かほぼ毎年……101
２年に１回………… 18
時間がある時………… 7
心配な時…………… 10
その他………………… 8

質問１ 感想 質問2 子宮がん頻度

質問4 乳房超音波検査を受ける理由

質問3 マンモグラフィ頻度

■ 良かった… 136
■ やや良かった… 7

 どちらでもない… 4
■ あまり良くなかった…4
■ 良くなかった… 0

■ 良かった… 136
■ やや良かった… 7

 どちらでもない… 4
■ あまり良くなかった…4
■ 良くなかった… 0

富山大学附属病院　上市・地域医療支援学講座　客員准教授　河合　皓太



　令和3年11月23日（祝）つるぎふれあい館で、かみいち
総合病院開院70周年記念式典を開催しました。
　特別講演では、浦風雅春院長が「かみいち総合病院70
周年・糖尿病センター開設10周年を迎えて」、富山大学学
術研究部医学系消化器・腫瘍・総合外科の藤井努教授が
「上市町に最高の外科医療を」、富山大学医学部富山プ
ライマリ・ケア講座の山城清二客員教授が「地域医療と地
域ネットワーク」と題してそれぞれ講演を行いました。

　当院は令和3年12月23日付で公益財団法人「日本医療
機能評価機構」より病院機能評価（審査体制区分2副機
能あり3rdG:Ver2.0）において、「一般病院機能」と「精
神科病院機能」、「リハビリテーション病院機能」の3種
類の認定更新を受けました。
　当院では、全ての患者さまに、より質の高い医療を提供
できるように、地域における役割を充分に踏まえ、今後と
も医療機能の高度化・サービスの改善に取り組んでまい
ります。

かみいち総合病院開院 70周年記念式典

病院機能評価認定更新

黒田茂語事務局長（左），浦風雅春院長（中央），川岸孝美看護部長（右）

相談を
希望される
方は…

患者サポート相談窓口のご案内
窓　口●患者サポート相談窓口（北館１階）
受付日●月曜日～金曜日（外来休診日・年末年始を除く）
時　間●８：30 ～17：15

当院担当職員が相談内容に対応いたします。
※窓口以外にも、電話や投書箱、E-mailでもお受けいたします。
E-mailアドレス kanri@kamiichi-hosp.jp

相
談
内
容

● 診療内容について
● 転院・施設紹介について
● 医療費・福祉制度について
● 個人情報・情報開示について
● 医療安全について
● 主治医以外の医師の意見（セカンドオピニオン）
● ご意見・ご要望　その他

お問合わせ先 かみいち総合病院　患者支援相談室
電話：076-472-1212（代表）

職員募集
期間に定めのある職員を募集しています。

看護師、助産師、
薬剤師、看護補助者、
管理栄養士　等

職種：

お問い合わせ先
電話：076-472-1212　担当／総務課 人事担当


