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　医療は決して確実なものではなく、当初望まれた
治療結果が得られないことは、決して少なくありま
せん。診療を受けられる皆さんは、病が治癒し、健
康を回復することを願って病院を訪れ、診療を受け
られます。患者さんの身体状況は、年齢や環境など
によって一様ではありません。また、病気の進行状
況も決して同じではありません。従って、医療を受
けられた結果が同一でないことについてはご理解い
ただけると思います。無論、私達医療者は医療知識
や技術を駆使して、皆さんの治療にあたっているこ
とは言うまでもありません。ＣＴやＭＲＩ・内視鏡
などの医療機器を用いて診断をし、投薬や手術に
よって、健康の回復を図ります。
　医療は、本来身体に侵襲・影響を与えるものです。
採血を行う手技一つをとっても、危険がないわけで
はありません。当然手術や検査には危険が伴いま
す。最近では、内視鏡手術や血管内治療といわれる
治療がありますが、いずれも大きな危険と隣り合わ
せの治療となります。しかし、これらの治療は比較
的身体へ与える影響が少ないために、これまで行え
なかった高齢者の方にも治療を行うことが出来るよ
うになりました。検査や手術などの診療を行う前に
は、十分にご説明し同意をいただいて診療を行いま
す。このことは、既にご存知のインフォームドコン
セントとよばれるものです。皆さんには十分に説明
をお聞きいただき、理解していただいた上で同意し
ていただくようにお願いします。
　しかし、いかに説明をお聞きいただき、同意して
いただいても、本来期待される結果とは異なったこ
とがおきるのが医療です。このような場合、診療を
受けられた皆さんには不安、不満が残ることになり
ます。このことについて十分にご説明いたしますが、
それでもご納得いただけないことが生じることがあ

ります。このような場合に、富山市民病院では、医
療メディエーションという方法を用いて、皆様にご
理解していただくように努めています。
　メディエーションという本来の意味は、調停や仲
介です。裁判所で行われる調停では、抗争となって
いる案件について裁判になる前に当事者間で解決を
図ろうとするものです。医療メディエーションはこ
のこととは本質的に異なります。患者の皆さんから
の訴えや苦情をより積極的に病院がお聞きして、患
者さんの権利を守るために行うものです。従いまし
て、医療に対する苦情や不満を私達にお知らせいた
だくことが目的となっています。富山市民病院には、
専任の医療メディエーターが病院内に勤務していま
す。患者アドボカシ－室に医療メディエーターであ
る池原和子さんが勤務しています。池原さんは、以
前は当院で看護師長をしていた方です。医療や病院
の事情に詳しく、皆さんの思いにかなう対応をして
くれると思います。
　先日、当院においてこの医療メディエーターの研
修が２日間にわたって行われました。私も、この研
修に参加して、医療メディエーターの初期の資格を
いただきました。十分に理解をしているわけではあ
りませんが、この医療メディエーションの意義に触
れることが出来ました。まずは、様々な思いをもっ
ておられる患者さんやご家族のお気持ちを十分にお
聞きすることから医療メディエーションは始まりま
す。心に寄り添うことで、皆さんの苦痛を少しでも
軽くすることが医療メディエーションです。是非、
皆様の思いや苦情、ご不満を私達にお知らせくださ
い。そして、このことによって富山市民病院は皆さ
んの権利を守る病院として努めてまいりたいと思い
ます。ご理解を宜しくお願い致します。

医療メディエーション

Ryouhei Izumi

泉 　 良 平
病院長
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■ お知らせ ■ 

～下痢や吐き気が強いとき、
                  　腸炎かもしれません～

感染管理に関する出前講座

●インフルエンザにかからない！
　うつさないための感染対策
１

●腸炎にかかったときの感染対策２

　当院では、市民の方を対象とした市役所の出

前講座の中に、医療に関する講座を設けていま

す。また、地域の病院や施設へ職員が出向いて

研修を行う出前研修も行っています。感染管理

も出前講座や出前研修を積極的に行っています。

　感染管理って何？と思われる方も多いと思い

ます。まずは、感染管理の説明をさせていただ

きます。

　私たちは感染から『患者を守る！自分を守

る！仲間を守る！』をモットーとしてＩＣＴ

（感染対策チーム）や感染対策看護エキスパー

トナース（病院認定）とともに活動しています。

具体的には、患者さんや職員を感染から守るた

めのシステム作りやマニュアルの整備、研修な

どの教育を行っています。また、サーベイラン

スを実施し、感染状況を把握、感染率を低下さ

せるための対策を考え、実施してします。その

他、患者さんにとって安全であり、職員が安心

して働けるような療養環境を確保したり、問題

発生時には相談役となって解決のお手伝いをし

たり、など様々な活動を行っています。

　先日、地域の病院より依頼があり「組織的な

感染管理活動について－富山市民病院での活動

の実際－」と題して研修を行ってまいりました。

また、当院ではＩＣＨＧ研究会代表で当院感染

対策顧問である波多江新平先生をお迎えして、

感染予防対策学習会を年間５回開催しています。

地域の病院や施設のスタッフの方々も多く参加

され、当院職員とともに学んでいます。

　市民の皆様には「インフルエンザにかからな

い！うつさないための感染対策」と「腸炎にか

かったときの感染対策～下痢や吐き気が強いと

き、腸炎かもしれません～」というテーマで出

前講座を準備しています。感染管理は１人では

できません。また、病院や施設のみで行うもの

ではなく、市民の方々の日頃からの感染対策が

とても大切です。正しい知識を知り、基本を踏

まえた「手洗い」や「咳エチケット」が大切で

す。正しい感染管理が実践できるよう、出前講

座をご利用ください。出前講座のご相談やお申

し込みは、当院経営管理課へお申し出ください。

　

感染管理認定看護師　安　田　　恵



打越　　学
内科（循環器）主幹

平成８年卒

地域医療に、微力ではありますが、お役に立てるよ

うがんばりたいと思います。よろしくお願い致しま

す。

うち  こし まなぶ

先生 加藤　貴士
整形外科嘱託医師

平成20年卒

整形外科医として、４月から働かせていただきます。

まだ、若輩者ですが一つでも多くを学び、患者さん

に役立つよう努力いたします。

か  とう たか し

先生

皮膚科医師

平成13年卒

満足して頂ける説明と治療がモットーです。

先生

画像診断という限られた領域ですが、どうぞ宜しく

お願い致します。

誠意ある医療がモットーです。 丁寧な診療を行います。

齊藤　　敦
あつしとうさい

放射線診断科医長

平成９年卒

先生柴田　義宏
ひろよしたしば

外科医師

平成19年卒

先生真橋　宏幸
ゆきひろばししん

形成外科医師

平成17年卒

先生瀬戸　彩乃
のあやとせ
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■ 新任医師紹介 ■ 



どうぞよろしくお願い
申し上げます。

五 十 音 順

一緒に頑張りましょう。

内科（内分泌・代謝）医師

平成15年卒

先生髙櫻　明子
こあきざくらたか

地域に根ざした病院の一職員として、地域の患者さ

んのために精一杯頑張りたいと思います。宜しくお

願いします。

放射線診断科医師

平成19年卒

先生戸島　史仁
ひとふみしまと

患者さん・ご家族と相談しながら、つらい症状が緩

和し穏やかな生活が送れるよう援助していきたいと

思います。

緩和ケア内科医長

平成11年卒

先生舩木康二郎
ろうこう じきふな

院内では一番若い内科医なのでまだまだ未熟です

が、患者さんの声をよく聞くように心がけたいと思

います。

内科（腎・高血圧）医師

平成18年卒

先生宮本真由美
みゆまもとみや

富山は、とっても好きな町です。富山市民病院にて、

しっかり経験をつんで、地域医療に貢献したいです。

臨床研修医

平成22年卒

先生森尻　昌人
ひとまさじりもり
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　以前は急性心筋梗塞にかかると厳重な安静
が第一と考えられていました。しかし、現在
は、医師の指導に基づいた適切な運動療法が安
全かつ早期の社会復帰、再発防止および長期予
後の改善に有効であることがわかり、広く行
われています。心臓の運動療法は心臓リハビリ
テーションと呼ばれていますが、近年は急性心
筋梗塞のみならず、慢性心不全に対しても行わ
れるようになりました。その他、心大血管手術
後患者、末梢動脈閉塞疾患なども対象になって
います。運動療法による運動耐容能改善、心拍
数減少、血圧低下、体脂肪減少、血清脂質改善、
インスリン感受性改善、抗血栓効果、虚血プレ
コンディショニングによる心筋傷害リスク低減、
血中カテコラミン減少、致死的頻脈性不整脈発
生リスク低減、うつ状態の改善などにより予後
の改善が認められ、３年間で心血管系死亡が20
～25％減少すると報告されています。病気の再
発予防と質の高い生活維持のためには、運動指
導だけでなく心理相談、危険因子是正のための
栄養指導、禁煙指導、復職のための生活指導、
疾病に対する教育などが必要であり、心臓リハ
ビリテーションは多職種による包括的リハビリ
テーションとなっています。
　本年４月に、専従理学療法士の配置が可能と
なったことと施設基準の改訂により、当院は心
臓リハビリテーションの認定施設となりまし
た。西８階の旧ナースセンターを心臓リハビリ
テーション室に改装し、心肺運動負荷試験装置
１式、自転車エルゴメータ５台が装備されま
した。運動療法は毎日実施されており、人員は

１名の専従理学療法士、１名の専任看護師（救
急外来、ＩＣＵ、循環器病棟からのローテー
ション）および１名の専任医師（循環器医５名
でローテーション）です。急性期は病室でのリ
ハビリテーションを行い、病状が安定してから
は検査技師と医師の監視下での心肺運動負荷試
験による運動処方が決定されます。その処方に
従い、主に自転車エルゴメータを用いた監視型
の有酸素運動療法を20～40分行います。筋力増
強を目的としたトレーニングも織り交ぜていま
す。運動前の身体状態チェック、準備体操や整
理体操（クールダウン）を含め１時間で終了し
ます。退院後は外来でのリハビリテーションに
なります。病院でのリハビリテーションは150
日間で終了するため、その後の自宅での運動指
導が必要となります。在宅での運動療法継続の
ために地域医療機関やスポーツ施設との連携が
今後、必要になるものと思われます。

心臓リハビリ
テーション
副院長　余　川　　茂
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はじめまして
　心臓の病気にかかると、以前は安静を余儀なくされましたが、近年医師の指導に基づいた適切な運動の実施

で病状の改善･再発予防に効果のあることが証明されてきました。このことから、当院では本年４月に心臓リハ

ビリテーション室を開設し、患者さんの社会復帰に向けた様々な事業を展開していくこととなりました。

心臓リハビリテーションってなぁに？
　運動による治療（運動療法）を中心に、栄養指導・薬物管理を含めた教育的指導、更には、心臓病にかかっ

たことでもたらされる抑うつや不安に対するサポート等を実施する『一連のアプローチ』のことをいいます。

最後に
　病気を一人で乗り越えることは、なかなか困難です。このことから、心臓リハビリテーションスタッフ

一同が皆様を全力でサポートいたしますので、どうかよろしくお願いいたします。

心臓リハビリテーションの効果
①心筋梗塞の再発や突然死が減るとともに、死亡率が減少します（３年間で約20～25％の死亡率低下）。
②動脈硬化のもととなる危険因子（高血圧、高脂血症、糖尿病、肥満＝死の四重奏）が軽減します。
③狭心症や心不全の症状が軽減します。

④運動を行うことで症状が軽減し、体力の回復を図れます。

⑤体力に自信を取り戻すことで、精神的負担が軽減し快適な生活を送れます。

⑥適切な運動量の把握ができます（オーバーワークを防げます）。

　以上のことから、心臓リハビリテーションを確実に行うことにより、動作が楽に行え、精神的にゆとり

が出来、長く快適に暮らすことが可能になります。

ご利用の流れ
①運動前に簡単な問診とメディカルチェック（血圧、体重測定など）を行います。
②心電図モニターを装着します。（運動中の事故防止のため）

③ウォーミングアップ（準備運動：ビデオ体操）を行います。
④主運動（主に自転車エルゴメーター、軽い筋力トレーニング）を行います。
⑤必要に応じ、レジスタンストレーニング（筋力強化運動）を行います。

⑥クールダウン（整理体操）を行います。
⑦メディカルチェックを行い、心電図モニターを外します。
　おおむね、一時間程度で終了です。

心臓リハビリテーションの定義
　心臓リハビリテーションとは、「医学的な評価、運動処方、冠危険因子の是正、教育およびカウンセリ

ングからなる長期にわたる包括的なプログラムである。このプログラムは、個々の患者の心疾患に基づく

身体的・精神的影響を出来るだけ軽減し、突然死や再梗塞のリスクを是正し、症状を調整し、動脈硬化の

過程を抑制あるいは逆転させ、心理社会的ならびに職業的状況を改善することを目的とする。」
［米国医療政策研究局（AHCPR）の臨床診療ガイドライン（1995）より抜粋］

心臓リハビリテーション室開設にあたり 心臓リハビリテーション室
理学療法士　前 根 正 一



健康チェックおよび健康相談

その

１
その

２
ふれあい看護体験

看護の日・看護週間に合わせて
２つのイベントを開催しました

■ お知らせ ■ 

08 富山市民病院マガジン「きよら」57号 



栄養科

食と健康の
たより

「脱水症」

豆腐と枝豆の冷製白ごまポタージュ

　梅雨があけると、暑い夏がやってきます。夏には海山でのレジャーやスポーツをする

機会が多くなります。何かに夢中になると、水分補給が疎かになったり、十分でなかっ

たりと知らず知らずのうちに水分不足に陥りやすくなります。

　そこで気をつけたいのが脱水症です。脱水症とは、体の中の水分量が不足した状態を

いいます。成人では体重の60％が水分でできており、乳幼児だと水分の占める割合が高

くなります。その分、水の出入りが激しく、脱水を起こしやすくなります。また、高齢

になるとのどの渇きが感じにくくなります。水分補給をより意識して行いましょう。

4
3
2
１ 枝豆に塩を振り、よくもみ、お湯で３分ほど茹でる。

①の粗熱が取れたら、さやから取り出す。

ミキサーに絹豆腐、白練りごま、めんつゆ、水を入れ、ミキサーにかける。

③が滑らかになったら器に注ぎ、②の枝豆を加え、上から白ごまを散らす。

材料（４人分
）

●絹豆腐……………………
●白練りごま……………………
●めんつゆ……………………………
●水……………………………………
●枝豆(さやつき)…………………
●白ごま………………………………

１丁（300ｇ）
大さじ２
40ml
90ml
200g
少々

作り方

食事からも水分補給

（１人分） エネルギー：117kcal 水分：184ｇ

こんなときは気をつけましょうこんなときは気をつけましょう
□ チェックしてみましょう
□ 全身の倦怠感や頭痛、めまいの症状がある。
□ 下痢や嘔吐をしている。
□ 運動をして大量に汗をかいた。
□ おしっこの回数が少ない。

●成人では1日体重の2～4％、乳児では10～15％を目安に、定期的に水分を摂る習慣をつけましょう。
●就寝前、起床時、入浴の前後、運動中または前後には水分補給を心がけましょう。
●外出時には水分補給のための飲み物を持ってでかけましょう。
●飲み物は冷たくしすぎず、10℃前後にしましょう。
●運動など大量に汗をかいた時には、スポーツ飲料などでミネラルも補給しましょう。
＊心臓または腎臓疾患がある人は、水分制限がある場合があります。主治医に確認しましょう。

脱水予防のポイント
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「がん・なんでも相談室」には、不安や悩みの相

談ばかりではなく、貴重な体験をお話される方も

いらっしゃいます。今回は、93歳のＨさんが、がん

の告知から現在どのようにがんと向き合っていらっ

しゃるのかをお伺いしました。

現在までの経過を教えてください。

　昨年の正月に下腹部を押さえると痛いので、便秘
でいつも診てもらっている近所の医者に行った。レ
ントゲンの結果から、はっきり大腸がんだと言われ
た。市民病院に紹介されて手術をすることになった。
この年齢と呼吸機能が悪いことで心配されたが、手
術を受けた。手術後に腹壁にもがんがあったと言わ
れステージ４だと言われた。このままでは、肝臓に
も転移するかもしれないと言われ、昨年の４月から
抗がん剤の内服が始まった。

今は毎日どのようなお気持ちでがんと向
き合っていらっしゃいますか？

　娘の婿がすすめてくれた食事療法の本を読み、塩
分を控え、胚芽米を食べ、野菜・くだもの中心の食
事を徹底している。
　50歳から続けている冷水摩擦を「がんに負けるも
のか！」という気持ちで、毎朝行っている。７時に
起きて水を600cc飲み、東に向い感謝してから、拳
で頭を軽くたたいたり、腹式呼吸50回、竹踏み500
回など体操している。それから毎日抗がん剤の副作
用がないかの症状や熱を測り記録している。採血の
データーを見て分からないことは調べるようにして
いる。

がんと言われた時、どのようなお気持ち
になられましたか？

　「切ったら治るかも、腸は半分切っても大丈夫だ
よ」なんて簡単にその医者は言ったが、「とうとう
最期か…」と思った。

辛い告知を受けられてからのお気持ちを
どのように乗り越えてこられましたか？

　私は昭和26年に結核を患い、当時は薬などなかっ
たから医者も諦めていたが奇跡的に治ったこと、今
まで仕事でいろいろなプラント（生産機械）を作っ
てきていろいろしてきた経験から、自分には奇跡を
起こす力を持っているから諦めないという気持ちが
あった。やはり、いつでもどんな時でもだめだと諦
めない気持ちが大切だと思う。

相談室には、「がんの告知後本人とどのよ
うに接したらよいか」という相談が多い
のですが、それについてはどうですか？

　「がんになった」と家族に言ったら、ひ孫までが
会いに来てくれたが、「自分は大丈夫だ」という感
じがしていたのにもう最期だから会いに来たみたい
で、逆にさみしい気持ちがした。でも娘が「じいちゃ
んは大丈夫だよ」と言ってくれたので、「まだまだ
死なれないな」と思った。

現在、がんと向き合っている方がたくさん
いらっしゃいますが、その方々に一言。

　93歳にもなると四季の移り変わりと同じで、自分
の力ではどうすることもできないことがある。何に
でもプラスとマイナスのものがあるように、いいも
のと悪いものが攻め合いをして成り立っている。が
ん細胞もそのひとつ。生きている限りがん細胞と戦
わなければならないし、それに打ち勝つことを信じ
ていかなければならない。今は、「がん細胞が、我々
の身体の中でちょっと強く働いているかな」くらい
に思って、幸せか不幸に思うかは自分の気持ち紙一
重なのである。とにかく大自然の中で生かされて幸
せだという感謝の気持ちを持つことが大切に思う。

　「大自然の中で生かされて幸せだという感謝の気
持ちを持つことが大切」というメッセージは、病ん
でいる方も健康な方にも共通に言える言葉だと思い
ます。今回は、幸い告知を乗り越え、今も転移して
いるという現実を受け止めながらがんと向き合う勇
気を、Ｈさんに教えていただきました。このような
お話から私も多くのことを学び、一人ひとりの患者
さんのご相談に活かしていきたいと思いました。

注意：今回の体験については、ご本人の了承を得て掲載しました。
　　　相談室での相談内容が漏洩することはありません。

がん・なんでも相談室より

～患者さん体験談～
こ こ ろ の 言 葉
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展 示 作 品 紹 介
■「押花絵作品展」
　中村桂子　【4月2日～4月23日】

テ　ー　マ 氏名・団体名期　　間

５月１４日から７月１６日までの予定

6月25日～7月16日

浅田　臣枝

中村　　勇

山本　勝重

きり絵

写真「朝顔」

きり絵
「趣味を求めてパートＶ」

6月  4日～6月25日

5月14日～6月  4日

■きり絵
　勇　利治　【3月12日～4月2日】

■絵画「はがき絵作品展」
　池田るみ子　【4月23日～5月14日】

「がんについて学ぶ会」を開催中！「がんについて学ぶ会」を開催中！

　第３回市民公開講座「がんについて学ぶ会」を６月18日～７月23日までの金曜日に開催しています。が
んについて正しい知識を持つことはとても大切です。この講座の特徴は、参加者を少人数（10名程度）に
することで講師ととても近い距離を保ち、気軽に質問できるようにしていることです。
　第１回目は、「がんの予防と胃がん・大腸がん・乳がんの治療」と題した院長の講義でした。参加され
た方からは、「がんになりやすい体質はありますか？」など、日頃の疑問を聞いていらっしゃいました。
　すでに第１回と第２回は終了いたしましたが、第３回以降の講座について参加を希望される方は、「が
ん・なんでも相談室」へお問い合わせください。

がん・なんでも相談室　　
がん・なんでも相談室　☎076‐422‐1112（代）
島田真理子 内線2560

場　所

連絡先

相談員

  
がんの予防と胃がん・大腸がん・乳がんの治療

痛みを和らげる方法

がんと食事

高額療養費制度について

在宅で受けられる医療・生活支援サービス

がんと上手につきあう方法

11時～12時 

11時～11時30分

11時～11時30分

11時～11時30分

11時～11時30分

11時～11時30分

６月18日（金）

６月25日（金）

７月２日（金）

７月９日（金）

７月16日（金）

７月23日（金）

開 催 日 時　　間 テ　　ー　　マ
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Toyama City Hospital Magazine

•地域から最も信頼される病院になる。　•地域医療の質向上を牽引する病院になる。
•地域医療情報ネットワーク構築の中心的役割を担う病院になる。

Vision

展望「将来どのような姿を目指すのか」

Value

価値観「我々が何を大切にして行くかのキーワード」

•私たちは医療を通して皆様の建康を守り、豊かな地域づくりに貢献します。

Mission

使命「富山市民病院の存在意義」

富山市民病院の理念富山市民病院の理念

•信頼：安全・安心、満足、透明性　•良質：技術、知識、向上心、科学的　•俊敏：迅速、効率的、的確
•思いやり：やさしさ、やすらぎ、おもてなし、親切　•つながり：連携、チームワーク、わかりやすさ

今月のイベントと院内の動き

▲

５月17日月・18日火・20日木
堀川小学校６年生112名が看護体験をしました。患者さんと初めて
ふれあい、とても貴重な体験が出来ました。

▲

富山市救急医療センター建設に伴う第一駐車場改修工事中ですが、
　患者さんにはご不便・ご迷惑をおかけしております。
　７月15日（木）終了予定です。

５月 ６月

▲

院内保育所子供たちのお散歩途中での撮影。穏やかな新緑の中、
かわいい子供たちの元気な姿です。

　 表紙の解説［6/11撮影］


