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　ドラッグラグという聞きなれない言葉が、最近報
道されるようになりました。「ドラッグ:drug」とは
薬のことで、「ラグ:lag」とは遅れることの意味で
す。日本では、外国に比べて新薬が患者さんに使わ
れるようになるまでに要する時間が長いといわれ
ます。このことによって、新しい薬剤による治療を
必要とする人が不利益をこうむることがありますが、
このことをドラッグラグといいます。
　日本では新薬の使用承認が遅れ、既に外国では多
くの患者さんに用いられ有効な治療成績が報告され
ている薬にもかかわらず、日本では使うことが出来な
いという状況があります。特に抗がん剤は、生命の
予後に直接大きく影響することから、がん患者さんの
団体から、ドラッグラグの問題が提起されています。
　新薬の使用申請がなされて日本で使用されるよう
になるには、国内で薬の治療経験（治験）を行い、
その安全性と有効性が証明されなければなりません。
新薬の治験には4つのフエイズがあって、基礎的な
使用量を決めることから始り、実際に薬の効果があ
るか否かについて多くの患者さんで使用してその効
果や安全性を検討することが必要となります。その
ためには、多くの時間と労力・費用が必要となりま
す。富山市民病院でもこの治験を行っており、すで
に経験された方もおられるかと思います。しかし、
日本ではこれまで治験の必要性についての説明が十
分に行われてこなかったこともあって、治験体制が
十分に整っているとはいえません。また、申請を審
査する体制が人的資源を含めて十分ではないといっ
た現状もあります。
　情報化の時代となって、多くの医療に関する情報
もインターネットや内外で行われる学会を通して私
達にもたらされるようになりました。そして、この
情報は医師などの医療関係者のみならず、一般の方

も手に入れることが可能な時代となりました。その
ために新しい薬を求める方の声が多くなっているこ
とも事実です。
　そのような社会の変化の中で、より有用な薬によ
る治療を望む人が増えることは当然であるのかもし
れません。日本でもインフルエンザ治療薬が開発さ
れるなど多くの新薬がつくられていますが、グロー
バルな展開の中で活動が行われる現代では、治験も
国内のみだけではなく広く世界で行う必要がでてき
ています。そのために、大変な労力と費用が新薬の
開発に必要となっています。
　一方、薬の効果は服薬する人の環境や遺伝子的な
背景に影響されるともいわれます。例をあげるなら
ば、大腸がん治療薬の副作用は特定の遺伝子を持つ
人には強く認められるといわれ、また、治療効果も
異なるといわれます。日本民族は、比較的遺伝子構
造が似通った民族であるといわれます。より厳重に
言うならば、国内での治験を十分に行ってから新薬
が使われるべきであるともいえます。
　しかし、このことを厳しく行うと、新薬の使用開
始が遅れることにもなります。厚生労働省は、この
ドラッグラグについての批判をうけ、海外で広く用
いられ、その治療成績が良好なものについて、国内
での治験を省略して使用を認めることになりました。
日本では、国民皆保険制度の中で保険診療が行われ
ています。保険診療での使用が認められない新薬に
ついては、実費を患者さんが負担する必要がありま
す。また、混合診療（保険診療と自費診療が同時に
行われること）が許されない日本では、薬以外にも
検査などにおいて高い負担を患者さんは負わねばな
りません。ドラッグラグをなくすために導入された
この制度によって多くの利益が患者さんにもたらさ
れるとともに、医療が進歩することが期待されます。

ドラッグラグ

Ryouhei Izumi

泉 　 良 平
病院長
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　富山市救急医療センターは、夜間や休日にお
いても、初期救急としての医療を行うことを目
的に昭和48年に開設され、昭和53年に現在の丸
の内に移転改築されて以来、富山市医師会に委
託し運営を行って来ました。
　しかし、施設の老朽化、患者数の増加に伴う
駐車場問題や近年の医療技術の高度化、医療
ニーズの多様化などに対応するため、当院に併
設して「富山市救急医療センター」が移転改築
されます。

　建設場所は、当院の第一駐車場南側に建設さ
れます。本年４月から、第一駐車場の出入り口や
入退院入り口の改修を皮切りに工事が始まってお
り、来年、７月末の完成が予定されています。
　市民病院の高度な医療機器を活用し検査体制
の充実を図ることとしており、通路によって接
続され、救急医療センターからは雨風を気にせ
ずに病院側へ検査に行くことが出来るようにな
ります。

　救急医療は、軽症患者などの初期救急を行う
１次救急、入院治療を必要とする重症患者に対
応する急性期救急医療を行う２次救急、二次救
急医療では対応できない複数診療科にわたる特
に高度な処置や重篤な患者への対応を行う３次
救急に機能分担されています。
　近年、軽症の患者が二次救急を提供する救急
指定病院に休日や夜間に集中し、病院が本来の
機能を果たせないという、いわゆるコンビ二受
診の問題が全国的に問題となっており、富山医
療圏でも例外ではありません。
　今後も救急医療体制が機能を発揮していくた
めには、救急医療を担う公的病院の負担を軽減
し、本来の二次救急に専念できる体制整備が求
められています。
　初期救急と二次救急との役割を明確にし、初
期救急医療を充実することが必要であり、初期
救急の拠点となる「新救急医療センター」への
期待は非常に高いものがあります。
　工事期間中、工事現場や駐車場で患者さんや
ご家族、お見舞いなどに、ご不便をお掛けいた
しますが、何卒ご理解いただきますようお願い
いたします。

富山市救急医療センター移転改築工事が始まりました。
富山市救急医療センター完成予想図

建設場所と完成予定２

施設建設による効果３建設の目的１
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　胃がんは今でも死亡数が二番目に多いがんです。
早期胃がんは多くの方で、特別な症状がありません。
　胃がんの中でも早期胃がんとよばれるもの中には、
内視鏡（胃カメラ）で胃の内側から粘膜を切り取る
ことで治癒できるものが、沢山あります。実際胃を
取ってしまう訳ではないので、術後に負担は少なく、
今までと同じような生活が可能です。内視鏡を使っ
た早期胃がんの治療は、内視鏡的粘膜切除術（ＥＭ
Ｒ）として、これまで広くおこなわれてきました。
しかし一度に切り取ることができるのはせいぜい２
センチまでの比較的小さな病変で、これより大きな
病変になると外科手術をするか、内視鏡で切除して
もいくつかの断片としてしか切除できず、病理検査
（顕微鏡）での治癒の判定が不確実となることもあ
りました。しかし平成16年から新しい治療法として
内視鏡的粘膜下層剥離術（ＥＳＤ）と呼ばれる方法
が保険適応になりました。ＥＳＤでは大きな病変も
一括で取れるため、取り残しや再発の心配が少なく、
また病理検査での正確な診断にも役立ち、より確実

な治療であると言えます。
　ＥＳＤの対象となる方は、早期胃がんです。早期
胃がんとは浸潤が胃の粘膜下層までのもので、リン
パ節転移の有無は問いません。ＥＳＤでは、リンパ
節に対する治療はできませんので、早期胃がんのう
ち、臨床的にリンパ節転移の無いと考えられるもの
が対象になります。
手技としては、まず病変を観察し、がんの範囲を決
めます。その周囲に印を付け、さらに印の外側を特
殊な電気メスで切開していきます。全周切開の後、
今度は病変を剥離していきます。こうすることで、
胃の中で胃がんを取り除いていきます。
　偶発症としては、穿孔（穴があくこと）や出血な
どが起こりえますが、その頻度は高いものではあり
ません。
　ＥＳＤは現在食道癌でも保険適応になっています。
また今後、その治療手技として更なる発展（胃や食
道以外の臓器への適応や、外科手術との組み合わせ
なども）が予想されています。

「胃カメラでがんをとりましょう」 内科　蓑内　慶次　

②剥離終了

難治性潰瘍

狭　　　窄

穿　　　孔

●切除サイズや切除部位の制限が
　少ない 

●手技が複雑である
●他法に比べ偶発症の頻度が高い

長所 短所

出　　　血

①剥離前

粘膜下層剥離術ESDの長所・短所粘膜下層剥離術ESDの長所・短所

●術中出血　必発, 全身状態に影響しなければ, 偶発症に含めない
●後 出 血　2週間くらいは起こりえる. 前庭部や体部小彎前後壁など

●術中穿孔　約4%ほど　クリップで縫縮できれば, 保存的に加療可能
●遅発穿孔　0.1％ほど

●噴門部, 前庭部の広範囲切除では生じることがある. 
　多くはブジーなどで対処可能

●抗潰瘍薬が不能性の症例など

偶 発 症偶 発 症

特集１　あなたと学ぶがん知識 早期胃癌治療の最前線



　近年、内視鏡検査の進歩により早期胃がんの発見
率が向上し、“治る胃がん”が増えています。胃がん
の治療も大きく変化しており、そのひとつに腹腔鏡
下手術の普及が挙げられます。腹腔鏡下胃切除術は、
約20年前に日本で初めて行われ、最近では主に早期
胃がんに対する縮小手術として急速に広がっていま
す。
　早期胃がんであっても、大きさ、組織型、壁深達
度、潰瘍の有無などからリンパ節転移の可能性があ
ると判断された場合、外科的切除が選択されます。
従来の手術では上腹部を20～25cm切開して胃切除と
リンパ節郭清を行っていましたが、腹腔鏡下手術で
はカメラや鉗子を挿入するための数ヵ所の穴と、臓
器摘出・再建のための小開腹だけで同じ手術を行い
ます。傷が小さく目立たない、痛みが少ない、手術
侵襲や癒着が少なく術後の回復が早い、拡大視によ
り緻密な手術が可能となるなどの利点がありますが、
比較的難易度が高い、手術時間が長い、器具にコス
トがかかるなどの問題点もあります。また、上腹部
に癒着がある人、肥満で内臓脂肪が多い人、心肺合
併症の高度な人では一般的に困難です。

　当院は富山県のがん拠点病院として、胃がんに対
する新しい治療法の導入と良好な治療成績の維持を
両立させるため、この手術の導入に向けて慎重に準
備を進めてきました。アニマルラボ（動物を用いた
手術）や他施設への見学などを経て昨年10月に第１
例目を施行し、本年10月までに10例に対してこの手
術を行いました。全例が早期胃がんで（２例に胆石
を合併）、幽門側胃切除術とリンパ節郭清を行って
います。最近の症例では、手術時間は４～５時間、
出血量は100ｇ前後、手術後の入院期間は２週間前
後となっています。術中術後の合併症としては、こ
れまでに吻合部の通過障害（経過観察で改善）を１
例、軽度の創感染を１例に認めましたが、開腹移行
や大きな合併症は経験していません。
　腹腔鏡下胃切除術は、今後早期胃がんに対する低
侵襲治療として確立され、さらに進行胃がんへの適
応拡大や、ロボット手術、ＴＡＮＫＯ（単孔）手術、
ＮＯＴＥＳなどへの応用が期待されます。当院では、
今後も胃がんを早期に正しく診断し新しい技術を取
り入れることで、患者さんにより低侵襲な治療を受
けてもらえるよう努力していきたいと考えています。
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「早期胃がんに対する腹腔鏡下手術について」 外科　天谷　公司　

腹腔鏡下手術の特徴腹腔鏡下手術の特徴

当科における腹腔鏡下手術症例（施行順）当科における腹腔鏡下手術症例（施行順） 術中・術後合併症術中・術後合併症

開腹手術後3週間 腹腔鏡手術後１ヶ月 腹腔鏡手術後８ヶ月

●傷が小さく、目立たない。

●痛みが少ない。

●回復が早い。

※全国集計は日本内視鏡外科学会アンケート調査
による2006, 2007年の症例

年齢･性 病名 術式 手術時間(分) 出血量(g) 術後在院(日)

67･男 早期胃がん 幽門側切除 270 350 12

59･男 早期胃がん,胆石 幽門側切除,胆摘 435 320 15

74･男 早期胃がん,胆石 幽門側切除,胆摘 345 150 11

58･男 早期胃がん 用手補助幽門側切除 210 100 45

47･女 早期胃がん 幽門側切除 285 170 12

40･女 早期胃がん 幽門側切除 250 少量 15

76･女 早期胃がん 幽門側切除 315 150 16

71･男 早期胃がん 幽門側切除 320 50 16

76･男 早期胃がん 幽門側切除 315 100 11

76･男 早期胃がん 幽門側切除 260 180 15

全国集計 当院

術中出血 86（1.0%） 0（0%）

開腹移行 117（1.4%） 0（0%）

術後出血 39（0.5%） 0（0%）

狭窄･通過障害 249（3.0%） 1（10%）

縫合不全 132（1.6%） 0（0%）

腹腔内膿瘍 57（0.7%） 0（0%）

膵炎･膵液瘻 56（0.7%） 0（0%）

イレウス 44（0.5%） 0（0%）

呼吸器合併症 50（0.6%） 0（0%）

創感染 122（1.5%） 1（10%）



　去る10月23日に「とやま市民病院公開講座　第19回
ふれあいセミナー」が開催されました。当日は絶好の
行楽日和にもかかわらず65名もの方々にご参加いただき
ました。富山市民病院は平成20年10月に富山県では初
めてとなる「地域医療支援病院」として承認され、また
「地域がん診療連携拠点病院」でもあることより、平
成20年からセミナーのテーマを「あなたと学ぶがん知
識」としてシリーズで「がん」をとり上げています。ご
存知のようにわが国の死亡原因で最も多い疾患は悪性
新生物（がん）であり、年間約32万人の方が亡くなら
れています。日本人に多いと言われている胃がんですが、
2009年の胃がんの死亡者数は全体で約５万人と、ここ
数年増加はしていません。しかし、肺がんに次いで第
２位となっており、男性では２位、女性では３位と依然
死亡者数の多いがんの１つとなっています。胃がんの
なかでも早期胃がんの治療は、内視鏡や腹腔鏡による
手術が行われるようになり大きく進歩しています。そこ
で「あなたと学ぶがん知識」第３回の今回は、早期胃
がんにテーマを絞り、「早期胃がん治療の最前線」と題
して３名の講師の先生に御講演をいただきました。
　10時より健康チェックが始まり、その後毎年大好評

のモルフェウス弦楽四重奏団によるミニコンサートが
行われました。とても素晴らしい演奏で感動された方
も多かったのではないかと思います。泉院長の開会の
挨拶の後、栄養科　中嶋和代さんより「がん予防と食
生活」と題してがんを防ぐための日常の生活習慣や食
事につき大変わかりやすくお話していただきました。
続いて内科　蓑内慶次先生より「早期胃がんを胃カメ
ラで取りましょう」と題して内視鏡を用いた新しい治
療法である内視鏡的粘膜下層剥離術（ESD）につきな
かなか見ることのできない動画を用いて説明していた
だきました。最後に外科　天谷公司先生より「早期胃
がんに対する腹腔鏡下手術について」と題してその適
応と利点などを詳細にお話していただきました。こう
して予定されたプログラムはあっという間に終了し、
余川副院長の閉会の挨拶でセミナー終了となりました。
また廊下には17文字メッセージと専門分野の看護活動
報告が展示され、多くの方が見入っておられました。
　ふれあいセミナーは盛会のうちに無事終了すること
ができました。参加下さいました皆様とご協力頂きま
したスタッフやボランティアの皆様方に、改めて感謝
いたします。

　がんの診断、治療技術の進歩はめざましく、早期に
発見、治療をすればこわい病気ではなくなりつつあり
ます。それでも依然として、がんによる死亡者は、総
死亡の約３割を占めています。
　がんの予防として「がん予防12ヵ条」が提唱されて
います。その中で８ヵ条が食事に関するものです。ま
た、がんの発生は、生活習慣にかかわりがあると言わ
れており、ぜひ食生活や食習慣にも気をつけていただ
きたいと思います。
　がんの中では、胃がん、子宮がんは減少傾向を示し
ています。胃がんの減少の理由として食品の保存技術
の向上により、塩漬けから冷蔵・冷凍保存になり、塩
分の摂取量が減った事と、電気冷蔵庫の普及により、
新鮮な野菜・果物が食べられるようになった事の影響
が大きいと考えられています。
　しかし、がんで亡くなった人の数では、胃がんは男
性で第２位、女性においては第１位であり、日本人に
最も多いがんです。また、富山県は男女ともすべての
年代で、胃がんの死亡率が全国値より高い結果となっ
ています。たくさんの塩分が一度に胃の中に入ると、
胃の粘膜を刺激します。これが長期にわたると、粘膜
の傷害や炎症等を起こし、発がんを促進し胃がんにな
ると言われています。塩辛いものを食べないことが、

がんの予防には重要と言えます。
　がん予防の望ましい食生活としては、栄養バランス
のとれた規則正しい食事に心がけ、塩分を控えて、緑
黄色野菜をたっぷりとる事などや禁煙をする事が大切
です。今からできることを見直してみましょう。また
定期的に、がん検診を受診されることおすすめします。

「がん予防と食生活」 管理栄養士　中嶋　和代　

「第19回ふれあいセミナーを終えて」ふれあいセミナー委員長　寺崎　靖　

１．バランスのとれた栄養をとる

２．毎日、変化のある食生活を

３．食べすぎをさけ、脂肪はひかえめに

４．お酒はほどほどに

５．たばこは吸わない

６．食べ物から適量のビタミンと繊維質のものを多くとる

７．塩辛いものは少なめに、あまり熱いものはさましてから

８．焦げた部分はさける－細胞の突然変異を引きおこす恐れが－

９．かびの生えたものに注意　－食べる前にチェックして－

10．日光に当たりすぎない　　　－当たりすぎると弊害が－

11．適度にスポーツをする　　　－いい汗を流しましょう－

12．体を清潔に 国立がんセンター

が ん 予 防 12 カ 条

－緑黄色野菜をたっぷりと－

－胃や食道をいたわって－

－主食・主菜・副菜をそろえた、いろどり豊かな食卓に－

－ワンパターンではありませんか？－

－おいしい物も適量に－

－日本酒なら１合程度で健康的に楽しみましょう－
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　の多い食品
カルシウムカルシウム

栄養科

食と健康の
たより

「骨粗しょう症」

3

５

4

2

１ ブロッコリーは小房に分けて塩茹でし、適当な大きさに切る。
エリンギは適当な大きさにさいておく。
ちりめんじゃこは軽く湯通しし、塩分を抜いておく。
バターで①のエリンギを炒める。
③が炒まったら、ブロッコリー、②、かつお節を加える。
しょうゆを加え、水分をとばす。

作り方

カルシウムの吸収アップ

予防のポイント予防のポイント

材料（４人分
）

（１人分）　エネルギー：77kcal　カルシウム：42mg

●カルシウムを食事にとりいれましょう。
●ビタミンＤ，ビタミンＫを十分にとりましょう。
●適度な運動をしましょう。
●インスタント食品・塩分のとり過ぎに注意しましょう。

　骨粗しょう症予防には、骨量が最大となる20代までに偏食や過度なダイエットを

避けて骨量を高めることが必要です。その後、年を重ねるごとに徐々に減少してい

く骨量を保つためには、カルシウムの摂取が欠かせません。カルシウムはビタミン

Ｄと同時にとることで吸収がよくなり、ビタミンＫは骨の形成を促進してくれる効

果があります。しかし、インスタント食品等に多く含まれるリンや塩分はとりすぎ

ることでカルシウムの吸収を悪くしてしまいます。また、予防には運動も重要に

なってきます。筋肉が鍛えられることで骨折予防にもつながります。

牛乳…………
ヨーグルト…
小松菜……………
いわし………………
木綿豆腐…………

ビタミンKビタミンK

　の多い食品
ビタミンDビタミンD

きのこ　さけ　さんま
きくらげ

納豆　ほうれん草
ニラ　
ブロッコリー

ブロッコリーとちりめんじゃこのバターソテー

（コップ１杯）220mg
（１個100g）120mg
（1/4束）162mg
（１匹）132mg
（1/2丁）180mg

……200g

…………120g

……30g

…………3g

…………20g

……大さじ1

●かつお節

●バター

●しょうゆ

●ブロッコリー

●エリンギ

●ちりめんじゃこ
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特集
２ D-MAT

Disaster  Medical   Assistance  Team

　今年度、念願の日本ＤＭＡＴ隊員になりました樋
口です。
　地震や自然災害による被害は当然無いにこしたこ
とはありませんが、いざという時に早急に医療スタッ
フもその場において救急、救命処置を行うことが重要
となっています。私も、ＤＭＡＴ隊員の一人として少し
でも市民の皆さんや被災者の方の力になれるように
自己研鑽を積んでいきたいと思っています。

■ 樋口看護師
　1995年の阪神・淡路大震災では避けられた災害死
が500名存在した可能性があったといわれていま
す。それを教訓に１人でも多くの命を助ける為に日
本ＤＭＡＴの養成研修があり４日間参加させていた
だきました。
　通常の救急医療と違う面も多い為戸惑いもありま
すが、要請時には医療を提供できるように今後の研
修や訓練に参加していきたいと思います。

■ 嶋中看護師

　DMATは災害の急性期（48時間以内）に自己完
結性を有し独自に活動するが，複数のDMATの連
携，組織的活動が可能である．災害時に他院からの
DMATとの連携を円滑に行うために，DMATの存
在や意義を当院のみならず診療所等に普及するのも
DMATの役割であり，そのためにも更なる隊員養
成を強く望む．

■ 打越医師

Ｄ-ＭＡＴ隊員から一言

　DMATとは「災害派遣医療チームDisaster　Medical　Assistance　Teamの
頭文字をとって略してDMAT（ディーマット）と呼ばれています。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。
1995年に起こった「阪神・淡路大震災」で災害医療について多くの課題が浮き彫りとなり、この教訓を生かし、
各行政機関、消防、警察、自衛隊と連携しながら救助活動と並行し、医師が災害現場で医療を行う必要性が認
識されるようになりました。“１人でも多くの命を助けよう”と厚生労働省により、災害医療派遣チーム、日
本DMATが平成17年４月に発足されました。研修は、独立行政法人国立病院機構災害医療センターにて開始さ
れ、平成18年9月には西日本の拠点として兵庫県災害医療センターでの研修が開始されました。
　上記の研修に参加しました富山市民病院の医師１名、看護師3名、事務職員１名からのコメントを掲載します。

DMATとは？
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　私は看護師ではありますが、業務調整員として隊
員登録をしました。職種柄、診療や、看護に携わる
スタッフと同じ目線に立ち、考え、支援する事がで
きるのは、私の特権だと思います。そこを生かした
医療支援が出来るよう、今後も自己研鑽していく事
と、他の隊員と協力して、当院のDMAT体制を整
えていく事を、目標としていきたいです。

■ 川村看護師
　私は、普段事務関係の仕事をしていますが、今
回、調整員としてＤＭＡＴ研修に参加しました。
　研修では聞き慣れない医療用語が多く、ついて行
くのが大変でしたが、災害発生時には、一人でも多
くの被災者を助けられるように、他の隊員のサポー
トができるよう日ごろからの準備を心がけたいと思
います。

■ 藤樫主事
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たぬきの写真を見て貰った○○ちゃんへ！
呉羽山のたぬき 浅田 臣枝
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展 示 作 品 紹 介

テ　ー　マ 氏名・団体名期　　間

９月17日から12月10日までの予定

竹林　益子

村沢　京子

高橋ヤスコ

帳山真実子

押し花サークル「花フレンド」

花 いろいろアート6人展

シャドーボックス「クリスマス

書道

9月17日～ 10月 8日

10月 8日～ 10月29日

10月29日～ 11月19日

11月19日～ 12月10日

■英遠の会作品
　大窪　渉　【8月27日～9月17日】

■わたしの絵日記・６
石金和子　【8月6日～8月27日】

■あなたも絵を描きませんか
　久米　武　【7月16日～8月6日】

緩和ケア認定看護師

市橋　啓子

緩和ケア

富山市民病院マガジン「きよら」59号 11

　がんになったら…あなたはどのように向き

合っていけばよいのでしょうか

　多くの患者さんが、「がん」と知ったときには、

「まさか」「自分がなぜ」というような複雑な気

持ちになります。急なことなので、「頭の中が

真っ白になった」と話される患者さんもいらっ

しゃいます。この時期は衝撃的な段階といわれ

ます。この状態は２～３日続くこともあります

が、１晩くらいで済んでしまうこともありま

す。衝撃的な段階を過ぎますと「病気にならな

ければ」「病気のない自分に戻りたいな」といっ

た思いがでてきます。また「健康診断をうけて

いたのに」「無理して働いたからだ」などと後

悔の気持ちも出てきます。このように、悔んだ

り、悩んだり、さまざまな感情が表れて、気持

ちの不安定な状態が１～２週間続きます。しか

し、このような不安定な状態は通常長く続きま

せん。医師から今後の治療計画の話や入院の時

期が近づいてくるなど、現実的なことが待って

いるため気持ちの切り替わりができて、こころ

も落ち着いてきます。

　多くの方が、治療開始までにこのようなここ

ろの動きを経験されますが、治療中も治療が終

わったとしても、「がん」に対するさまざまな

思いが押し寄せてくることもあります。さまざ

まな思いを抱えながら、がんと向き合うために

は、自分や周囲を責めず、こころの中にあるこ

とを、周囲の親しい人にありのまま話し、自

分を支えてくれる人たちと

のつながりを強くしましょ

う。また、落ち込みが長く

続く場合は、早めに専門的

なこころのケアを受けま

しょう。
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今月のイベントと院内の動き

▲

10月１日金
ボランティアさんを対象にボランティア研修会が行われました。接遇について
講習を受けました。

▲

10月12日火～10月14日木
そば打ち体験が行われました。

▲

10月22日金
職員によるごみゼロ運動が行われました。
病院周辺がすっきりときれいになりました。

▲

10月23日土
第19回ふれあいセミナーが開催されました。たくさんの方々が来場されました。

▲

10月26日火
富山アカデミー女性合唱団による合唱が
開催されました。

▲

11月２日火
ボランティア交流会が行われました。

•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
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•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

ふれあいセミナーにて当病院スタッフがお客様と対応している姿です。

　 表紙の解説［10/23撮影］


