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今月のイベントと院内の動き

▲

２月３日（木）
小児科病棟で節分の豆まきが行われました。元気よく鬼さんにむかって豆を
まき、今年１年の「元気」という福を呼び込みました。

▲

３月３日（木）
小児科病棟では入院中の子供たちの回復を祈って、
「おひなさま」をつくりました。
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当院の新人看護師です。今後の活躍にご期待ください！

　 表紙の解説［４月４日月 撮影］

•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
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　富山市民病院は富山市が経営する病院ですが、本
年４月から、地方公営企業法の全てが適用されるこ
とによって、病院経営・運営が病院事業管理者に任
されることになります。聞きなれない名前の法律で
すが、この法律によって病院など地方公営企業にか
かる運営規則が定められています。全部適用となる
ことによって、病院事業管理者は、契約を結ぶこと
や職員の任免、給与、勤務条件、懲戒などの身分取
り扱いに関する事項などを掌握することを行います。
その他、病院経営に必要な多くのことが事業管理者
の判断で行われることになります。時代とともに大
きく変化する医療や２年に１回行われる診療報酬改
定などの対応において、より円滑に運営できること
が期待されますが、病院の経営面での責任は重くな
ります。しかし、基本的には、富山市立の病院であ
ることに変化はなく、富山市民病院はこれまでと同
様に運営されますので、市民の皆様には安心して診
療を受けていただきたいと存じます。私は、これま
で富山市民病院の病院長として勤めてまいりました
が、この度、病院事業管理者を兼任することになり
ました。
　富山市民病院の使命は、医療を通して市民の皆様
の健康を守り、豊かな地域づくりに貢献することで
あり、そのためには、病院の健全な経営が求められ
ます。健全な経営があってこそ、病院は適切な医療
を提供できることになります。
　病院の使命を果たすためには適正な利益が必要で
す。新しい医療器械を購入し、研修によって新たな
医療技術を獲得するためにも費用は必要です。無駄
を省き、効率的な医療を提供し、市民の皆様にご理
解いただけるように病院を運営してゆかねばなりま
せん。医療は時代とともに変化し、その速度は次第

に早くなってきています。高齢化や在宅医療の推進
などの医療の変化に対応する病院経営の柔軟性が求
められます。医療の質を向上させ、地域完結型の医
療を提供することが富山市民病院の使命です。この
使命を達成できるよう、病院経営の効率化・安定化
のために病院事業管理者としての役割を果たす所存
です。
　医療は市民の皆様にとってなくてはならない社会
的共通資本です。市民病院が安定的に経営され、地
域医療支援病院として、また、地域がん診療拠点病
院や災害拠点病院などの地域に必要な医療を提供す
るという役割を十分にはたすことによって、市民の
皆様は安心して富山市で生活できるのではないで
しょうか。今回の東日本大震災において、被災した
地域の医療機関が奮闘している姿を見るたびに、私
たち市民病院が国民の皆様の生命を守る上で大きな
役割を果たすことが求められていると思います。今
回の震災では、市民病院から発災直後に、D-MAT
（Disaster medical assistant team）が厚生労働省の
要請を受けて、福島県で活動しました。その後、避
難所での医療支援のために救護チームが岩手県釜石
市において活動しました。この後も医療救護チーム
を派遣いたします。
　自治体病院の大きな使命は市民の皆様の健康を守
ることです。そのためにも市民の皆様により信頼さ
れる富山市民病院をつくり、富山市の医療を安定さ
せ、安心してすごすことができる富山市とすること
が病院事業管理者の使命と考えています。皆様のご
支援が病院を元気にします。市民のご意見を伺いな
がら、病院運営を行ってまいります。これまで以上
に富山市民病院へのご支援をお願いいたします。

安心して暮らせる
富山市の医療を目指して

Ryouhei Izumi
泉 　 良 平
病院長



れから片頭痛について説明をします。この頭
痛は機能性頭痛と呼ばれ症状がないときは全

くの正常でＣＴ、ＭＲＩなどの脳の画像検査や血
液検査などでは異常は見出せません。（これに対し
て器質性頭痛：脳腫瘍や脳動脈瘤や細菌性髄膜炎な
どが原因で生じる頭痛は検査で異常が出ます。これ
は診断・処置が遅れると命に関わる頭痛のことで
す。）

頭痛の原因は未だに不明ですが、あるストレ
スが誘引となって脳血管が強く収縮した後に

今度はそれが拡張してしまうことで頭痛が発生し
ます。脳血管が拡張しても脳は痛みを感じませんが、
脳を包んでいる硬膜の血管は脳の血管ともつながっ
ており、痛覚神経を伴っていますので、片頭痛では
これも一緒に拡張することになり頭痛として感じる
わけです。片頭痛は頭を振ってみると痛みが酷くな
り、そうでない頭痛との鑑別が容易につきます。い
つも同じところがズキンズキンと脈打つように痛み
ます。名前のようにこの頭痛は片側だけとは限りま
せん、両側の人もいます。

頭痛は発作が起こる４～５時間前にまず予兆
という現象があります。頻回の生あくびや甘

い物をやたらと食べたくなることや水の多飲などが
認められ、発作の約３０分前には前兆とよばれる光過
敏、音過敏、臭い過敏（いずれもこれらの刺激が不
快感となります。）などが生じます。片頭痛の患者

の１割近い人に視野にはきらきら光ったギザギザし
たものが見えたりします。頭痛の起こる側の反対側
の腕にしびれを感じたり、同側の頚筋（主に後頭部
の筋肉）が異常に張ったりします。肩こりの酷い状
態と似ています。同側の目の奥や額の中心が鈍痛に
見舞われることが多いのも特徴です。吐き気を伴う
場合もあります。このあとズキンズキンと拍動性の
頭痛が生じてきます。持続時間は４～５時間、更に
は３日間も続くことがあります。大方一般の頭痛薬
を飲んでじっとしていると眠気が来て２時間ぐらい
眠りますが、起きたときには頭痛は治まっていま
す。そして、体全体が運動会のあとのように妙にし
んどいのが特徴です。頭痛がいつ起こるかは決まっ
ていませんが、種々のストレスから開放されたと
きに起こる傾向があります。なにがストレスとなる
かは人それぞれで色々あります。仕事や学業、対人
関係、集中力がいる戦闘的スポーツやゲーム等、さ
らに睡眠不足、睡眠過剰、人ごみの環境の中、低血
糖状態、女性では生理の前後、最中、排卵期：女性
ホルモンが関係など。ＯＬさんの週末の発作は典型
例です。金曜日の夜まで残業などを一生懸命にかた
づけて明日から旅行に行く計画だったとしましょう。
帰宅した晩や翌日早朝から酷い頭痛発作や吐き気に
襲われて計画は中止というパターンです。

伝性が強い場合は小学校の低学年から頭痛が
始まりますが、だいたい女子は生理が始まる
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小学校５・６年生ごろから、男子は中学校あたり
から段々と回数が増え、思春期にはその人なりのパ
ターンが決まってきます。月に１・２回あたりの発
作回数から時には毎日、１０日間以上つづくタイプも
あります。社会人となり甘えが効かない環境下での
仕事上のストレスが頭痛を起こしている状態が一番
問題になります。年齢的に頭の血管が動脈硬化で拡
張しなくなるころの６０歳台には自然治癒します。こ
のように片頭痛による実生活の阻害・時間的経済的
損失は思春期から働き盛りも含めて莫大なものとな
ります。

て、診断は頭痛の専門医に診て貰い丁寧な問
診で殆ど確定できます。治療ですが長期間に

なる服薬が必要ですのできちんとした指導を受けて
ください。予防が最も大事でこれだけでも発作が月
に１度ぐらいに減ります。先ほどのストレスを如何
に回避するかが重要です。規則正しい日常生活を維
持することが重要なポイントです。決まった時間に
起床し、食事は必ず栄養バランスの取れた３食を摂
り、血糖値を維持します。過食はやはりストレスと
なるため、活動する時間が多い場合、必要なら分量
を考えて６食などにします。日常の仕事は自分の能
力のキャパシティを考えてたくさん抱え込まないこ
と、計画性を持たせること、無理をしない事につき
ます。学生さんの場合は日ごろから勉強をしていく
しかありません。就寝時間が来たらさっさと床につ
くこと、寝床では考え事や読書やメールなど興奮す
る作業はしないことです。試験勉強による徹夜のよ
うな行為は頭痛を誘発します。戦闘的なスポーツや
ゲームの集中は終了後に発作を誘発します。また、
喫煙や飲酒はしないこと。飲酒では赤ワインによる
片頭痛の発作誘発は有名です。頭痛予防の点からも
避けるのが賢明です。食べ物での発作の誘発はチョ
コレートやチーズが挙げられますが大量に摂取しな
ければ問題はありません。コーヒー・コーラなどに
含まれるカフェインは治療薬にもかつて使われてい
ましたので飲用はかまいません。ただし大量の摂取
はカフェインによる頭痛を生じる可能性があり注意
して下さい。

薬に関してですが、まず予防薬があります。
脳の血管を拡張させておき容易に収縮させな

いような働きを目的としています。毎日服用します。
効果は服用し始めてから１０日ほどで出てきます。２
～３ヶ月服用して頭痛が月１回程度に治まったら休
薬します。頭痛の発作の頓挫薬は２０００年から日本で
漸く使用できるようになったトリプタン系薬剤主流
です。現在５種類が発売されています。これらの薬
には人により相性があり、効果が出るものとそうで
ないものもあります。その場合種類を変えたりして
専門医の指導を受ける必要があります。この薬は服
用のタイミングが大変重要です。頭痛の前兆：目の
奥がじわっと痛い、頚筋がバンバンに張ってきた、
視野にきらきらしたもの（閃輝暗点：必ずしも白色
ではなく、黒い点の場合もあります。もや状の場合
もあります。）が出てきたときに服用します。痛み
は消失したけれど頭がボワッとしている場合には市
販の頭痛薬を通常量の半分試してください。すっき
りすればＯＫです。もし、頭痛に吐き気が伴う場合
には、一般の制吐薬を必ず併用します。そうしない
と経口するトリプタン製剤は効果がありません。早
朝に頭痛で目が覚めたときは要注意です。頭痛と吐
き気が伴っており、服薬のタイミングが遅れている
ため専用点鼻薬のみ有効です。また、今まで効いて
いたトリプタン製剤が全く効かなくなった場合は当
院の麻酔科に時間を問わず連絡してください。相談
や麻酔科ならではの特殊な処置を行います。完全に
頭痛が消退します。

こで一般の頭痛薬は何故第１選択とならない
かについて説明します。頭痛発作を焚き火に

よる火事にたとえるならば一般の頭痛薬は焚き火の
周りの類焼を止めることはしますが、焚き火の火種
を消すことは出来ませんので、何度も頭痛発作を繰
り返します。これに対しトリプタン製剤は焚き火そ
のものに作用し火種を基から消火します。また、頭
痛を起こしている拡張してしまった血管部分（非細
菌性血管炎を起こしているといわれています。）の
内側の壁：血管内皮では血小板が活性化され微小血
栓が生じており、これが繰り返されると血栓が融解
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されずに脳の奥深いところに飛んで脳血栓を起こす
といわれており、中年を過ぎた慢性片頭痛患者の脳
ＣＴには旧い脳梗塞のあとが多数認めることがあり
ます。このように頭痛の発作の頓挫薬にはトリプ
タン製剤を第１選択として血栓を生じないように
することが大切です。もうひとつ一般の頭痛薬を
推奨しない理由にこの薬の乱用による頭痛「薬剤乱
用頭痛」を起こす可能性があるからです。薬の効果
が切れてくると片頭痛に似た拍動性の頭痛を生じる
ため毎日大量にこれらの頭痛薬（消炎鎮痛剤：副作
用も馬鹿にはなりません。）を服用するといったこ
とになります。「頭痛薬が頭痛を生じるという」お
かしなことが起こります。トリプタン製剤でも正し
く服用しないと同様な頭痛が起こります。頭痛専門
医師による正しい服薬指導が必要とされる所以です。
「薬剤乱用頭痛」の治療は頭痛の専門医の領域です。

能性頭痛のもう一つの代表に緊張性頭痛があ
ります。同じ姿勢での作業、パソコン操作、

デスクワークなどをつづけることで首筋肩がパンパ
ンに張り、頭痛は頭の周り特に額のあたりから周囲
にバンドを巻いたような圧迫感と頭重感、ジュワッ
と痛い状態が一日中続きます。うつむき加減で嘔気
や嘔吐もします。朝は良いが夕方には酷くなる。風
呂に入っているときは一番気持ちが良いし痛みは取
れる。逆にクーラーの風にあたると酷くなるといっ
た症状で遺伝性はありません。スポーツ中には痛み
はありません。スポーツ後に体が冷えてくると症状
がでることもあります。

の緊張性頭痛と片頭痛を両方持っている患者
さんも大勢います。この場合、今の頭痛はど

の部類に属するのかと本人が適格に判断して服薬す
る必要があります。片頭痛の場合は頭を振ると痛み
が増しますのでスポーツや入浴も症状が酷くなり出
来ません。緊張性頭痛の場合では症状の軽快が観ら
れます。この頭痛に関しての予防は１時間ごとの同
じ姿勢からの開放とデスクワークをする環境の見直
しが必要です。パソコンの位置、机と椅子と体格と
の調整作業、照明環境や空調環境の見直しなど。肩
を冷やさないこと姿勢をよくすること、視力の調整

などが重要です。風呂は片頭痛の発作でない限り、
寝る前にできれば毎日入ります。湯船の温度が重要
で４１から４２度Ｃのお湯に半身浴、少なくとも１０分間
は入り、お風呂からあがったらできるだけ早く床に
入ります。シャワーは汗などの汚れは落とせてもリ
ラックスは出来ません。お風呂の効果とは異なりま
す。枕も自分にあったものを選択します。この頭痛
に対する薬は副作用の少ないものから選択しますが、
漢方薬の葛根湯、西洋薬の筋弛緩薬、ビタミン剤、
マイナートランキライザーの服用を勧めます。肩が
張ってきたら服用することで症状が軽減すればＯＫ
とします。

れらの頭痛関連薬はいつも携帯と同様で必ず
持ち歩いてください。持ち歩くことは安心感

につながりますのでストレスや発作の不安が消え発
作の回数が減ります。忘れたときは逆に不安をあお
りますので注意を。

後に頭痛日記について説明します。これは自
分の周りにおきた日々のイベント（試験が

あったこと、旅行をしたことや変わったエピソー
ド）を記入すると同時に頭痛の発生状況や痛みの程
度、服薬の効果などを記入します。女性の場合は生
理の始まりや終了をも記入します。この日記は自分
の大事なカルテ（記録）ですから、キチンとつけて
保管し、受診時に頭痛の治療効果のアドバイスを貰
う手段とします。自分で分析し何が頭痛発作を誘発
しているか、またうまくコントロールできたことな
ども記入して後に参考とします。また、片頭痛の発
作は慣れてくると初期にトリプタン製剤で頓挫でき
るようになりますが、発作回数が多い場合はこの記
録の状況を見て反省点を見出すときにも利用します。
睡眠時間や起床時の睡眠に対する満足度、１００点満
点で記入も忘れなく。睡眠不足や過剰睡眠、さらに
質の悪い睡眠も片頭痛発作の大きな誘引になります。
以上にわたって大方の片頭痛に関しての説明をしま
したが、更に質問がある方は富山市民病院麻酔科に
ご相談ください。　　　　　　

医療トピックス
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NZ地震、東日本大震災の救護、災害医療を
経験を振り返って… 樋口　正樹看護師

ニュージーランド地震、東日本大震災に、被災された皆さまに心からお見舞い申し上げます。
被災地域の一日も早い復旧・復興をお祈りいたします。

ニュ―ジーランド地震及び
　　　 東日本大震災への災害派遣

D-MATとは…

ニュージーランド地震

東日本大震災

「災害が起こった直後に活動できる機動性を持った、トレーニングを受けた医療チーム」と定義されて
おり、医師、看護師、業務調整員（医師・看護師以外の医療職及び事務職員）で構成され、大規模災害や多傷病者が発生し
た事故などの現場に急性期（おおむね48時間以内）に活動できる機動性を持った、専門的な訓練を受けた医療チームです。
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　さらに、平成２３年３月１１日（金）１４時４６分ごろ、
日本の太平洋三陸沖を震源とした地震が発生しま
した。
　この地震は、日本の三陸沖で発生したマグ二
チュード９．０の西北西―東南東に圧力軸を持つ逆
断層型、太平洋プレートと北アメリカプレート境
界域における海溝型地震といわれています。
　この地震では、本震及び余震によって建造物の
倒壊・地すべり・液状化現象などの直接的な被害
のほか、津波、火災、その後起こった、福島第一
原子力発電所事故に伴う放射性物質の漏れや大規
模停電などが発生し、東北地方を中心とした壊滅
的な一次被害のみならず、日本全国さらには世界
の経済的な二次被害にまで及んでおります。
　また、引き続き起こっている余震や終息してい
ない原子力発電所の問題など、さらに、復興への
足かせとなっています。
　この中で、当院では、平成２３年３月１２日（土）

～３月１５日（火）まで、医師１名、看護師３名、
事務１名のＤ－ＭＡＴチームを福島県へ派遣しま
した。
　続いて、３月２１日（月）～３月２６日（土）、４
月１８日（月）～４月２３日（日）まで岩手県釜石市
に２班を派遣しました。

　平成２３年２月２２日にニュージーランド南島の最
大都市クライストチャーチでマグニチュード６．３
の強い地震で建物や道路が損壊し、大きな被害が
発生しました。
　富山外国語専門学校の学生さんたちが建物の下
敷きになる等大きな被害にあい、多数の犠牲者が
出ました。
　市民病院では、平成２３年２月２５日（金）～３月
３日（木）まで医師１名、看護師２名からなるＤ
－ＭＡＴチームを派遣し、富山外国語専門学校の
生徒さんやご家族のケアと患者さんの日本への受
け入れなどにあたりました。



NZ地震、東日本大震災の救護、災害医療を
経験を振り返って… 樋口　正樹看護師

ニュージーランド地震、東日本大震災に、被災された皆さまに心からお見舞い申し上げます。
被災地域の一日も早い復旧・復興をお祈りいたします。

ニュ―ジーランド地震及び
　　　 東日本大震災への災害派遣

D-MATとは…

ニュージーランド地震

東日本大震災

「災害が起こった直後に活動できる機動性を持った、トレーニングを受けた医療チーム」と定義されて
おり、医師、看護師、業務調整員（医師・看護師以外の医療職及び事務職員）で構成され、大規模災害や多傷病者が発生し
た事故などの現場に急性期（おおむね48時間以内）に活動できる機動性を持った、専門的な訓練を受けた医療チームです。
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　富山市民病院では、昨年ＤＭＡＴチーム
（災害急性期に活動できる機動性を持った
トレーニングを受けた医療チーム：災害派
遣医療チーム）が誕生しました。
　昨年から、必要な医療機器を揃えたり、
訓練に参加して災害に向け備えてきました。
　そして、２月２２日にＮＺ、３月１１日には
東北地方を中心に東日本一帯で大地震があ
りそれらの救護活動を行ってきました
　ＮＺでは、専門学校の生徒、職員の方が
被災され、それらの方の支援に向いまし
た。実際は家族の方と行動を共にし、健康
チェックを中心に活動をしてきました。入
院、怪我をされた生徒、職員の方は、現地
の病院などでしっかり医療を受けていらっ
しゃいました。
　東日本での地震では、当日夜には東北地
方に向け出発し同日、早朝に現地に到着、
福島空港での活動を行ってきました。実際
に、空路にて被災者が搬送され、観察や処
置を行いました。また、空港では、搭乗の
キャンセルを待つ被災者が日々増え、それ

らの方に対し日赤の医療団が開設された救
護所で救護を行ってきました。
　両災害において被災された方、その家族、
友人など多くの方は、心に傷を負い、今も
懸命にその心身の傷と戦っていると思いま
す。本来であれば、自分の生活のこと、家
族のこと、将来のことを考えることで精一
杯になるはずだと思います。しかし、私た
ち、医療スタッフが接すると、「ありがと
うございます」や「大丈夫です」、「おって
もらってよかった、嬉しかったよ」と気丈
に振舞い、周りに気を使い、時には笑顔を
見せたてくれたことがとても強く印象に
残っています。
　両災害において、支援はまだまだ必要で
す。１日も早い復興と心身の回復を祈って
います。
　最後に、今後も、いつ起きるか分からな
い災害時、いち早く、円滑に対応するべく
自己研鑽をし、安心して医療を受けられる
ように取り組んでいきたいと思っています。
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平成22年度富山市民病院経営改善委員会を開催
　平成22年度富山市民病院経営改善委員会が平成23年２月10日（木）に開催されました。
　経営改善委員会は、病院の経営健全化を図るため、委員会が答申した経営改善計画（平成20年度策定）の取組み
状況と実績の評価、助言、指導などを行います。
　今年度は、この計画（３年計画）の中間年にあたり、経営改善状況の取組み、収支の概要に対する評価及び翌年
度の取組みについて審議されました。

■平成22年度の評価　　　■平成22年度の取組みに対して
・診療報酬の改定に素早く対応出来ており、市民病院職員の努力の成果である。
　との評価をいただきました。また、
・診療材料比率が伸びていかないよう注意していただきたい。
・病院は、医師を始めとする様々な職種のスタッフの上に成り立っている。医療クラークを導入し医師が働きやす
　い病院にならなければならない、また、他の医療スタッフの充実も必要である。
・古くなった医療機器や設備の更新に対する再投資、人的な資源（医師を始めとした医療スタッフ）の確保にも積
　極的に取組んでいただきたい。
・全部適用になると、事業管理者の責任だけでなく、病院全体となった責任が求められることになります。経営改
　善には、職員全員が経営感覚を持って取組んでいただきたい。
　などのご意見をいただきました。
　これからも、市民病院が“地域から最も信頼される病院”となるため、各部署が協力しながら目標の達成に取組
んでまいります。

年度経営指標の目標と実績

・地方公営企業法の全部適用への移行
・医師、看護師等の採用による稼動病床数の確保
・指導料、実施加算などの診療報酬の算定増
・経費の削減
・「富山市・医師会急患センター」の併設に伴う連携体制
　などの取組みを行ってまいります。

平成23年度経営改善の取組み

経営改善委員からのご意見

■平成22年度の改善計画の取組み状況では、
・平成22年度診療報酬改定に対応して人員配置などの検討・実施
・DPCデータについて更に精査・分析を行い、アクションプランの再設定や対応策の再検討
・医師・看護師の更なる増員、女性の働きやすい環境の充実
・材料費、委託料などの経費削減
・地方公営企業法の全部適用への移行
・実績管理や経営分析などを行う企画管理部門の設置
・富山市・医師会急患センター（旧富山市救急医療センター）の移転に伴う施設改修・連携の充実
　などの目標や課題について、概ね達成いたしました。また、アメニティを充実するため、昨年には、コンビ二の
リニューアル、カフェコーナーの設置、トイレの改修などを進めており、患者さんやご家族にも好評です。

■収支の概況
　平成22年度改善計画の目標では、計画収支▲12,000千円の赤字を見込んでいましたが、収益が大幅に改善したこ
とから、230,000千円程度の黒字を見込んでいます。
　平成21年度の実績から比較しますと、750,000千円余りの収支改善が進んだものと考えています。

今年度の取組みの概要

※上記指標は、それぞれ収支改善が進み目標値を上回る見込みです。

指標（％） 年度

材料費対医業収益比率

医 業 収 支 比 率

経 常 収 支 比 率

22年度実績（見込み）22年度目標値21年度目標値21年度目標値

97.3
88.4
26.01 23.70 23.1

91.987.3
100.095.8 102.8

93.5
22.05
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栄養科

食と健康の
たより

「痛風」

１

2

3

4

5

じゃがいもは皮をむき３mm程度にスライスし、塩を入れて茹でる。
春キャベツは大きめにちぎって、じゃがいもが茹で上がる直前にさっと火を通す。
耐熱容器にバターを塗り、トマトソースを敷く。
③に野菜を並べソースを敷き、数層に仕上げる。
上にチーズをかけオーブントースターで焦げ目が付くまで焼く。

作り方

旬の野菜でヘルシーに

　痛風はプリン体の代謝物質である尿酸が足関節

などに結晶をつくり、激痛を伴う発作を起こしま

す。しかし、放置することで腎機能の低下や、動

脈硬化による心臓病や脳梗塞といった合併症を起

こしやすくなります。

　痛風の原因となるプリン体は、肉や魚介類に多く含まれます。食生活の欧米化や肥満に

よる摂り過ぎには注意が必要です。また、アルコールはプリン体自体の量は多くはありま

せんが、肝臓で尿酸のもとなるプリン体つくり、尿酸値の上昇を助長させます。食べす

ぎ・飲みすぎを避け、適度な運動を取り入れましょう。

春キャベツとじゃがいものラザニア

じゃがいも
春キャベツ
トマトソース
バター
チーズ
塩

…………３個
…………５枚
……150cc

………………10g
………………20g

……………………少々

材料（３人分
）

エネルギー：203kcal
塩分：1.0ｇ     

プリン体：微量      

（１人分）

予防のポイント

•鶏レバー
•いわし
•カツオ
•マグロ
•干ししいたけ
•するめいか

………312.2mg
…………305.7mg
…………211.4mg
…………157.4mg

…379.5mg
……186.8mg

（100g中）

プリン体は１日400mgまでを目安に

❶ ３食バランスよく食べましょう

❷ プリン体の多い食品の摂取を
　 減らしましょう

❸ 野菜をたっぷりととりましょう

❹ 十分な水分摂取を

❺ 塩分のとりすぎに注意しましょう

❻ アルコールは控えめに

富山市民病院マガジン「きよら」61号 0�



高林　裕子
小児救急看護認定看護師

出 前 講 座

です。

を準備し

ます。

　子どもの権利を守り　「子どもの最善の

利益」を考慮した医療・看護を提供し、子

どもとご家族の健やかな成長発達を支援す

ることが、小児救急看護認定看護師の役割

　子育て中の皆さま、毎日の育児の中で、

戸惑うことや分からないことはありません

か。また、お子さまの様子がいつもと違う

とき「病気かな？」と不安になることはあ

りませんか。子どもの発育は、一人ひとり

に違いがあります。病気になった時の初期

対応や突然起こる事故予防の対策など、子

育ての不安や心配を解決するお手伝いや情

報提供を出前講座で行っています。

　出前講座は、「こどもに多い感染症と予
防対策」「こどもの事故予防対策」「こども
の救急はどんな時？覚えて安心「応急手
当」」「こどもが大変！救急車が来るまでに
できる応急手当」の４つのテーマ
ています。その季節に多い子どもの病気と

家庭でできる予防と看護や家庭内の事故

チェックポイントと事故防止、家庭ででき

る応急手当や救急受診に備えたマザーズ

バック、救急車の呼び方と乳幼児の一次救

命処置についてなどが主な内容となってい

　次世代を担う未来ある子どもとそのご家

族をサポートさせていただきます。子育て

中のお母さまやお父さま方、また、子ども

達と関わりが深い保育所や幼稚園の保護者

の方々も、ぜひ一度出前講座をご利用くだ

さい。内容はご希望により変更できますの

で、お気軽にご相談ください。

富山市民病院マガジン「きよら」61号 10



展 示 作 品 紹 介

テ　ー　マ 氏名・団体名期　　間

３月４日から５月27日までの予定

■油絵とイラスト母娘展
　浅野　初子・篠崎　佳子
　【１月４日～１月21日】

■ボールペン絵画展
　横山　治夫
　【３月４日～３月25日】

■あなたも絵を描きませんか
　久米　武
　【３月25日～４月15日】

■日本画
　江尻　栄子
　【４月15日～５月６日】

■石森貞夫・渡邊なおみち遺作展
　渡邊　なおみち
　【２月10日～３月４日】

■石森貞夫・渡邊なおみち遺作展
　石森　貞夫
　【２月10日～３月４日】

■ちぎり絵教室作品展
　粟田　育代
　【１月21日～２月10日】

横山　治夫

久米　　武

江尻　栄子

寺尾理佐子

ボールペン絵画展

あなたも絵を描きませんか　

日本画

写真と短歌のコラボ

3月 4日～ 3月25日

3月25日～ 4月15日

4月15日～ 5月 6日

5月 6日～ 5月27日
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富山市民病院

富山市民病院マガジン「きよら」

富山市民病院マガジン「きよら」  No.61  2011. ２･３･４月号　 Toyama City Hospital Magazine

今月のイベントと院内の動き

▲

２月３日（木）
小児科病棟で節分の豆まきが行われました。元気よく鬼さんにむかって豆を
まき、今年１年の「元気」という福を呼び込みました。

▲

３月３日（木）
小児科病棟では入院中の子供たちの回復を祈って、
「おひなさま」をつくりました。

総編集長：病院長　泉良平
編 集 部：家城岩松・齋藤勝彦・島竹恵美子・筒口睦子・川口宏・上田範子
　　　　　大杉真澄・田知花伸一・吉畑友香子
発　　行：富山市立富山市民病院広報委員会　〒939-8511 富山市今泉北部町２-１
　　　　　TEL０７６（４２２）１１１２　FAX０７６（４２２）１３７１
          http://www.tch.toyama.toyama.jp/ 

月２ 月４

当院の新人看護師です。今後の活躍にご期待ください！

　 表紙の解説［４月４日月 撮影］

•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

▷病院長からのメッセージ P.02　▷医療トピックス P.03　▷震災記事 P.06　▷経営改善 P.08

▷食と健康のたより P.09　▷出前講座 P.10　▷ふれあいギャラリー P.11　▷今月のイベントと院内の動き P.12
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