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　富山市民病院は市民の皆様に、医療のことを知っ
ていただくための様々な催しを行っています。秋に
行います「ふれあいセミナ－」には、毎年大変多く
の方のご参加をいただいています。このセミナーで
は、講演やクラシック演奏を行うほかに、健康相談
コーナーを設けて皆様からのご相談にお答えしてい
ます。講演では、がんや生活習慣病などの予防や治
療について専門的な立場からお知らせしています。
昨年は大腸がんの治療についてセミナーを開催し好
評でした。
　また、昨年から、新しい試みとして私達病院ス
タッフが皆さんのもとへ出向き、皆さんと一緒に健
康や病気のことについて学ぶ出前講座を行っていま
す。昨年は、「がんの予防と治療（胃がん･大腸がん
･乳がん）」「生活習慣病の予防と治療」「肺がんの
診断と治療」「緩和ケアについて」の４講座を行い、
８回の出前講座を開催しました。私自身、皆さんの
お近くの公民館や会社に４回出向いて、がんのお話
を致しました。地域の皆様には大変熱心に講演をお
聞きいただき、皆さんにお話できることの喜びを感
じているところです。
　今年は、さらにこの講座を増やしました。これま
でのがんや生活習慣病だけではなく、お子さまの病
気や感染対策について新たに講座を設けました。小
児救急の認定看護師（以前にお知らせした看護協会
が認定する看護師）が行う「こどもの病気と家庭看
護」「こどもの事故予防策」「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」の他に、感染管理
認定看護師が行う「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」「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～」、がん・なんでも相談室の看護師が行
う「がんについて悩むこと…」が加えられました。
出前講座を希望される方は、病院（経営管理課）に
直接お申し込みください。
　この出前講座のほかに、市民公開講座「がんにつ
いて学ぶ会」を一昨年から開催しています。これは、
６回に分けて、がんに関する多くの問題にお答えし
ようとするものです。これまでは１年に１回でした
が、大変ご希望者が多くなってきたこともあり、本
年は２～３回の開催を予定しています。この講座で
は、医師や看護師、管理栄養士、ソーシャルワー
カーなどが、がんに関する様々な事柄についての講
演を行っています。私も、がんの予防と治療につい
てお話しました。緩和ケア認定看護師は「がんと上
手に付き合う方法」を、薬剤師は「癌の痛みを和ら
げる方法」を、管理栄養士は「がんと食事」につい
てお話しました。その他、在宅でのがん医療に必要
な医療・生活支援サービスや、医療費控除の仕組み
についてお知らせしました。病と闘うには、多くの
力を必要とします。病院は病と闘う皆様を支援する
体制を整えています。がんで悩んでいる方、ご家族
で闘病している方には、是非、この「がんについて
学ぶ会」を受けていただくことをお勧めします。こ
のことについては、「がん・なんでも相談室」の看
護師にお聞きいただくか、院内の掲示･案内をご覧
ください。
　このように、富山市民の病院として、私達は市民
の皆様が正しい医療を受けていただくことができる
ように努めています。富山市民･地域の皆様の健康
を守ることを病院の使命としています。病院の内外
で行われますこれらの催しを是非ご利用いただきた
いと思います。

病院出前講座と市民がん講座
（がんについて学ぶ会）

Ryouhei Izumi

泉 　 良 平
病院長



　  第一駐車場出入口
　  改修工事
平成22年４月20日㈫～５月31日㈪

　  第一駐車場ゲート移設
　  及び関連工事
平成22年４月20日㈫～６月15日㈫

　  入退院出入口渡り廊下
　  増築工事
平成22年５月10日㈪～７月15日㈭

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のご案内

1

2
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　平成23年度に開設予定の「富山市救急医療センター」の建設が当院敷地内（第一駐車場
南側）で始まります。
　つきましては、建設に先立って事前に次の工事を予定しており、第一駐車場が混雑した
場合は、係員の誘導に従い第二駐車場をご利用いただきますようお願い申し上げます。
　ご来院の皆様にはご不便・ご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解いただきますようお願
い申し上げます。

工事予定 既設第１駐車場（現状及び工事箇所）
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平成22年度診療報酬の
　　　　　　　 改定について
平成22年度診療報酬の
　　　　　　　 改定について

■救急、 産科、 小児、 外科等の医療の再建

■病院勤務医の負担の軽減
（医療従事者の増員に努める医療機関への支援）
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　現在、市民のみなさんが、診療所や病院な
どで診療を受けたときには、医療費の７割～
９割程度を医療保険で負担し、患者さんの負
担が軽くなる仕組みになっています。この医
療保険から病院などに支払われる報酬につい
て、国が、手術や検査など一つひとつの診療
行為に対し、１点＝10円の点数で定めており、
「診療報酬」と呼ばれています。診療報酬は、
診療所や病院が、医療の提供を続けていくた
めの大切な収入源ですが、物価や人件費など
の変動や医療現場の実情に合わせ、２年に１
度のペースで改定されています。

　今回は10年ぶりに、全体としての改定率が
引き上げられました（＋0.19％）が、重要課
題としているのが、

の２つです。

　ここ数年来、救急患者や妊婦などのいわゆ
る「たらい回し」による診療の手遅れが問題
になっていますが、これは主に全国的な医師
不足などにより、救急患者を受け入れる病院
などの診療体制が不十分なことによるもので、
今回の改定では、地域の医療機関と病院の連
携による救急患者の受入れの推進や、小児や
妊婦を含めた救急患者を受け入れる医療機関
に対する評価などに手厚く点数が配分されて
います。

　また、病院勤務医の安定的な確保のため、
高度な手術についての点数が引き上げられて
医師の技術が適切に評価されたほか、医師の
負担軽減策として、医師の事務的な作業を肩
代わりする「医療事務作業補助者」の配置に
ついても配慮されました。当院におきまして
も、昨年度までに９名の医療事務補助者を配
置しておりましたが、この４月に新たに６名
増員して更なる医師の負担軽減につとめ、患
者さんへのより良い医療の提供に集中できる
ように努めております。

■ 特集「診療報酬改定」 ■ 



充実が求められる領域を適切に評
価していく視点

➡がん、認知症、感染症、肝炎等への対
策の推進や、手術以外の医療技術や先端
的な技術への適切な評価

1

効率化余地があると思われる領域
を適正化する視点

➡後発医薬品の使用促進、医薬品、医療
材料、検査等の適正な評価

2

医療と介護の機能分化と連携の推
進等を通じて、質が高く効率的な
医療を実現する視点

➡回復期リハビリテーション、在宅医療、
訪問看護等の推進、介護関係者を含めた
多職種間の連携の評価

3

患者からみて分かりやすく納得で
き、安心・安全で、生活の質にも
配慮した医療を実現する視点

➡医療の透明化や医療安全対策の推進に
対する評価、患者一人ひとりの心身の特
性や生活の質に配慮した医療の実現に対
する評価

4
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　更に、今回の改定の基本方針として、次の
４つの視点が挙げられており、それぞれ具体
的な項目を挙げて支援策が盛り込まれています。

　この４月から目立って変わったのは、患者
さんからみて分かりやすく、安心・安全な医
療を実現するため、受けた処置や検査・薬の
内容、費用などの内訳がわかる診療明細書を、
原則すべての人に無料発行することが一部の
医療機関を除き義務づけられたということで
しょう。

　当院ではこれまでも、患者さんの求めに応
じ、無料で診療明細書をお渡ししていました
が、この４月からは、すべての患者さんにお
渡ししております。

　今回改定の点数引き上げに伴って患者さん
の窓口負担も、平均的な外来受診（３割負担）
で月7.8円程度増えるとの試算もされていま
すが、今後とも地域医療の中核的な役割を担
う病院の一つとして、患者さんが安心して最
適な医療を受けていただけるよう努めてまい
りたいと考えておりますので、よろしくお願
いいたします。
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■ お知らせ ■

　平成21年12月から子宮頸（しきゅうけい）がん予
防ワクチンの使用が可能となりましたので、ご紹介
します。このワクチンは海外ではすでに100カ国以
上で使用されています。
　子宮頸がんは、ほとんどが性交渉によるハイリス
ク型ヒトパピローマウイルス（ＨＰＶ）の感染が
原因です。この予防ワクチンは子宮頸がんの患者さ
んから多くみつかるＨＰＶ16型と18型の感染をほぼ
100％予防します。それによりがんを予防します。
　その予防効果を十分に得るためには、３回の接種
が必要です（初回、その１ヶ月後と６ヶ月後）。11
歳から14歳が最も効果的ですが、45歳までは有効と
されています。
　ワクチン接種の主な副作用は注射部位の疼痛・発
赤・腫れなどでありますが、比較的安全な注射薬と
されています。
　なお、妊娠している女性に対しては接種しないこ
とになっています。授乳している女性には接種可能
です。
　予防接種は現段階では、全額私費となります。全

体で約50,000円です。
　予防ワクチンを接種しても、定期的な子宮頸がん
検診は必要です。子宮頸がんは数年～十数年かけて
発症する病気であり、がんになる前の状態など早期
に発見すれば後遺症のない治療が可能です。

■子宮頸がんとは？
　子宮は、女性にある特別な臓器のひとつです。こ
の子宮の入り口付近にできるがんが子宮頸がんです。
子宮頸がんが進行してみつかった場合は、治療によ
り後遺症が残り、場合によっては生命そのものに重
大な影響を及ぼすおそれがあります。子宮頸がんは
20から30歳代の女性のがんの中では最も多いとされ、
増加しています（図１）。これは性交開始の低年齢
化も原因の一つとされています。また、全年齢でみ
ると日本では年間15,000名の女性が発症しています
（上皮内癌を含む）。
　しかし、子宮頸がんは原因やがんになる過程がほ
ぼ解明されている、予防が可能ながんです。また、
定期的に検診を受けることで、がんになる前に発見

「子宮頸がん予防ワクチン」
の接種が可能となりました。

産婦人科部長　三輪　正彦

（人）

（年）

国立がんセンターがん対策情報センター（乳がんと子宮頸がんには上皮内がんを含む）
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（図１）20～39歳日本人女性における女性特有のがん発症率の推移
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し、子宮を失わずに治療することが可能です。
　なお、赤ちゃんが育つ子宮体部にできる子宮体が
んもありますが、原因や特徴、治療法が異なります。

■子宮頸がんの原因について
　子宮頸がんの原因は、ほぼ100％がヒトパピロー
マウイルス（ＨＰＶ）というウイルスの感染である
ことが明らかになっています。子宮頸がんの原因で
あるＨＰＶは、多くの場合、性交渉によって感染す
ると考えられています。ＨＰＶは、すべての女性の
約80％が一生に一度は感染していると報告があるほ
ど、とてもありふれたウイルスです。このため、性
行動のあるすべての女性は子宮頸がんになる可能性
があります。

■ＨＰＶとは？
　ＨＰＶは皮膚や粘膜に感染するウイルスで、100
種類以上のタイプがあります。このうちの約15種類
は子宮頸がんの原因となることが多いため、ハイリ
スク型ＨＰＶと呼ばれています。中でも、ＨＰＶ16
型とＨＰＶ18型と呼ばれる２種類は、子宮頸がんを
発症している20～30歳代の女性に約60から70％の割
合で見つかっています。
　しかし、ハイリスク型ＨＰＶに感染しても90％以
上は体内から排除され、自然消失するため、子宮頸
がんに進展するのはごくわずかです。また、子宮頸
がんになるまでには、通常、数年～十数年と長い時
間がかかるので、定期的な子宮頸がん検診を受けて
いれば、がんになる前（前がん病変）の状態で発見
し、治療することが可能です。
　ハイリスク型ＨＰＶの有無を調べることも可能で

あり、近年、細胞診による子宮頸がん検診と組み合
わせてより精度の高い診断が行われています。

■予防ワクチンについて
　予防ワクチンは、発がん性ＨＰＶの中でも特に子
宮頸がんの原因として最も多く報告されている、Ｈ
ＰＶ16型と18型の感染を防ぐワクチンで、日本では
2009年12月より一般の医療機関で接種することがで
きるようになりました。このワクチン接種の普及に
より、子宮頸がんが最大で７割減少することが期待
されます。
　しかし、このワクチンは、すでに感染しているＨ
ＰＶを排除することはできません。子宮頸部の前が
ん病変やがん細胞を治す効果はなく、あくまで接種
した後のＨＰＶ感染を防ぐものです。できれば、性
交渉の経験のない時点での接種が望まれます。（図
２）に示されるように、世界の各国では12歳前後の
女児を中心にワクチン接種が行われています。接種
の機会を逃した人にはそれ以降も有効と考えられて
います（キャッチアップ接種対象）。
　また、他の型のハイリスク型ＨＰＶ感染を防ぐこ
とはできませんので、全てのがんを予防できるわけ
ではありません。
　子宮頸がんを完全に防ぐためには、予防ワクチン
の接種だけではなく、定期的に子宮頸がん検診を
受けて前がん病変のうちに見つけることが大切です。
欧米の子宮頸がん検診受診率は欧米の70～80％であ
るのに比べ、日本では20％前後です。特に若い女性
の受診率が低いと指摘されています。ワクチン接種
後も、１～２年に１回は子宮頸がん検診を受けるよ
うにしましょう。

オーストラリア

（図２）世界各国のワクチン接種の現状

HPV Today No.14,2008から引用
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■ お知らせ ■ 

　当院では２月５日から３月12日までの毎週金曜

日に、患者さんやご家族、市民の方を対象とした

市民公開講座「がんについて学ぶ会」を行いまし

た。６回の講義を１クールとして、泉院長、緩和

ケア認定看護師、社会福祉士、薬剤師、管理栄養

士、看護師が講師となり、それぞれの専門分野か

らがんに関するお話をしました。

　各講義には10人前後の参加者があり、「少人数

で緊張せず講義を聞けたし、気軽に質問もするこ

とができた」「講義内容は『なぜがんになるのか』

という初歩的なことから、がんになってからどの

ような経過をたどって最期を迎えるのかなど、私

たち一般のものにも分かりやすかった」「講義時

間は長すぎず、疲れなくてよかった」と、ご感想

をいただきました。

　講義の様子は、当院のホーム―ページ『いまい

ずみ通信』で紹介していますので、ご覧ください。

たいへん好評でしたので、６月にもう一度計画し

ています。５月ごろに院内やホームページにご案

内を掲載いたしますので、次回も多くの方々にお

越しいただきたいと思います。

　新しい試みとして、相談室の前にいろいろな情

報が掲示してあります。例えば、大腸がんは早期

発見で完治できる「大腸がん検診の勧め」、テレ

ビコマーシャルでおなじみの「がん予防12カ条に

ついて」、がんの痛みは我慢しない「医療用麻薬

について」などです。『がん』は辛くて怖いとい

うイメージがありますが、なるべく皆さんが『が

ん』に対して前向きで気持ちが楽になるような内

容をこれからも掲示していきたいと思います。

　また、身近なところから情報を得られるように、

最近放送予定のがんに関するテレビ番組について

も掲示してありますから、知りたい内容をご自宅

でゆっくりご覧いただきたいと思います。さらに、

放送された番組（見逃してしまった番組）も相談

室で視聴できるように、録画した番組を掲示して

あります。お気軽に声をお掛け下さい。

がん・なんでも相談室
相談員　島田　真理子

がん・なんでも
相談室



栄養科

食と健康の
たより

「肥満症」

芽ヒジキの甘辛煮

　肥満とは、単に体重が多いということではなく、体の脂肪組織が過剰に蓄積

した状態をいいます。

　肥満は病気の温床です。運動不足や食べすぎ、飲みすぎの結果、肥満を招き、

糖尿病や高血圧などのさまざまな病気につながります。

7
6
5
4
3
2
１ 乾燥芽ヒジキは、たっぷりの水につけて柔らかくもどし、ザルに上げて水洗いする。

人参は、せん切りにする。レンコンは人参に合わせて切り、水に放つ。

油揚げは油抜きをして、縦半分に切り、細切りにする。

ブロッコリーは小房に分け、熱湯で茹でて水気を切る。

鍋にごま油を熱し、①～③を炒める。

全体に油がまわったら、調味料Ⓐを加えて炒め、だし汁を加える。

煮汁がほとんどなくなるまで中火で煮て、仕上げに④を加える。

低エネルギーで食物繊維たっぷり！

材料（４人分
）

●乾燥芽ヒジキ……
●人参……………
●レンコン………
●油揚げ………………
●ブロッコリー…
●だし汁…………

20g
1/4本

2～3cm
1枚

1/4株
250ml

●調味料
　　酒……………………
　　砂糖………………
　　しょうゆ……
　　刻み赤唐辛子…………
　ごま油………………

大さじ2
大さじ2

大さじ1・1/2
1本分
大さじ1

Ⓐ

作り方

①１日３食、よく噛んで食べましょう。
②腹八分目にして、ゆっくり食べましょう。
③薄味を心がけましょう。
④肉料理より魚料理を食べましょう。
⑤野菜や海藻を十分に摂りましょう。
⑥間食（甘いもの）、お酒は控えましょう。

「食事のポイント」 食事量を極端に減らさず、食べ過ぎの原因をチェックしましょう。

あなたの肥満度をチェックしてみましょう
ＢＭＩは、世界的に用いられている肥満度を知る計算方法です。
ＢＭＩが22のとき、疾病がもっとも少ないとされています。

18.5未満
18.5以上  25未満
25以上

や　せ
正　常
肥　満

≪判定基準≫

体重　　　kg  ÷ 身長　　　ｍ  ÷ 身長　　　ｍ  ＝

エネルギー112㎈・食物繊維3.5g（１人分）
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■ 連載 ■ 

　平成21年11月にインフルエンザ
で富山市民病院へ入院された時の
随想をまとめ、ある団体の「メー
ルマガジン」に６回シリーズで掲
載されたものをご紹介します。

患者の目❶ （Ｋ.Ｋ.）

　生まれて初めて入院生活を経験した。
母が入院でお世話になっていた時も感
じてはいたが、今回ほど看護婦さんの
優しさが骨身に沁みて有難いと思った
ことはない。常日頃、当協会の保健師
さんに「皆さんの声は天使の声」と言っ
ているが、看護婦さんの一言は患者に
とってはそれ以上である。強まる頭痛、
繰り返す高熱、毎晩の寝汗。自分は一
体どうなるのだろうか。快方に向かっ
ているのだろうか。ドクターの診立て
は間違いないのだろうか。そんな心細
い思いも、看護婦さんの明るい笑顔と
優しい心遣いが吹き飛ばしてくれた。
私の眼を覗き込みながら「食事全部食
べる元気がありゃ、大丈夫だちゃ」「○
○先生に任せときゃ、心配ないちゃ」
「検査の数値が良うなっとるがやから、
もうチョットだちゃ」の一言が元気を
与えてくれた。また、通りすがりの「今
日は調子どうけ？」の声掛けに安らぎ
を覚えたのである。
　言葉の持つ力を実感した次第であり、
退院後には機会を捉えてこの経験をみ
んなに話したのは言うまでもありませ
ん。（注：実体験に基づき、あえて看
護師さんを「看護婦さん」と記載させ
ていただきました。）

患者の目❷ （Ｋ.Ｋ.）

　つくづく人間には「体力・気力・知
力」が大切だと思う。
　体調の悪い時は報告、連絡、相談を
受けてもほとんど上の空。考えようと
いう気力もなく、もうお任せで「良き
に計られたし」である。
　ところが体調が回復してくるにつれ
て、仕事人間が頭をもたげてきて、つ
いメモをしてしまう。目標に対する進
捗状況やら、遅れ気味の実績を回復す
る手立てやら、人事異動やら、人材育
成やら、おもいつくままにどんどんメ

モをする。そのうち、あんまりたくさ
んのメモを見て、これを一度に言わ
れたら消化不良をおこすなあと冷静に
なって、どれを言おうか取捨選択と優
先順位を考える。
　体力があってこそ気力が充実し、気
力が充実してこそ知力が働く。だから
こそベースは健康であると、改めて健
康の重要性を教えてくれた病気に感謝
している次第である。

患者の目❸ （Ｋ.Ｋ.）

　入院中は「１日の摂取量、塩分６ｇ、
熱量1,100Kcal、蛋白55ｇ」の食事が
続いた。この制限のなかで、毎日同じ
ものは「お粥」のみ。おかずは味噌汁
や牛乳を含めて４～６種類。16日間の
うち同じメニューはほとんどなかった
ように思う。よくもまあ、手を変え品
を変え、メニューを考えるものである。
しかも、冷静に振り返ってみると、素
材そのものはかなり限定的であるにも
かかわらず、味付けも良く、さすがは
プロフェッショナルと、恐れ入った次
第であります。
　私たちも○○○○事業を行うプロ
フェッショナルとして、加入者や事業
主の皆さんのご期待に添うよう、知恵
と工夫と努力を惜しまず、保険者とし
ての役割を果たしたいと決意を新たに
したのであります。

患者の目❹ （Ｋ.Ｋ.）

　近頃、時々行き過ぎではないかと感
じることに「個人情報保護」に対する
過剰な対応がある。例えば、住民の情
報が得られないことから、地域におけ
る各種団体構成員数の先細りや、地域
行事の小規模化が挙げられ、お世話役
の方々の苦労話をよく耳にする。例え
ば、青年団や老人会、住民運動会、敬
老会など、名簿入手ができず困ってい
るとのことである。
　一方で、入院患者名の公開・非公開
の選択が徹底されているのは大変あり
がたい。頭痛に耐え病気と闘っている
身にとっては、見舞客に応対している
余裕はない。私の場合、療養専一にし
たいと「非公表」を選択した。結果、
来訪者は家族と姉と会社のＴ氏のみと
いうことで、気遣いすることもなく病
気との闘いに随分プラスとなった。
　もっとも、退院が近付いた頃には時
間を持て余したことも事実である。そ

んな経験を踏まえて一言、「お見舞い
は患者さんの疾病、症状に十分配慮の
うえ」ということをお願いする次第で
す。

患者の目❺ （Ｋ.Ｋ.）

　誕生日までには退院したいと思って
いたが、ついに病院のベッドで○○才
の朝を迎えてしまった。退院日が決
まらず鬱々とした気分でいるところ
へ、朝食のメニュー余白の「誕生日お
めでとうございます。」という赤い文
字が目に飛び込んできた。こうなると
人間卑しいもので、病状も顧みず特別
メニューを期待してしまった。だが、
病人食に特別はあり得ない。当然誕生
ケーキは「無し」である。同様に、昼
食・夕食ともにお祝いのメッセージの
みであり、そのたびに期待が裏切られ
恨めしく思ったのであった。恥ずかし
い話だが、その時の私は、「ありがとう」
という素直な心を失っていたのである。
今、冷静に考えてみると、場所は病院
であり、当然のことである。健康第一
のメニュー作りで御苦労いただいてい
るのに何を考えていたのかと、反省し
きりである。

患者の目❻ （Ｋ.Ｋ.）

　退院の朝、朝食の最後に牛乳を飲ん
でいたら、ふと「お酒抜きの日が連続
25日」であることに思い至った。
　私の晩酌は休肝日がない代わりに、
１日お酒１合に決めている（外食時や
記念日は除く）。そのお陰かどうかは
判らぬが、人間ドックでの百点満点を
長年自慢し、「酒は百薬の長」と言っ
てきたものである。だが、それほど好
きなお酒も、体調不良により全く思い
浮かばなかったのである。
　筆者には46歳の時に気管支喘息で苦
しみ、ふと気がついたら、それまで
止められなかったタバコを10日以上も
喫っていなかったことから、そのまま
禁煙生活に入った経験がある。病気の
効能とは言わないが、生活習慣を改め
る良い機会になったことは事実である。
　最近流行りの健康番組では、休肝日
の大切さがよく取り上げられている。
そこで、今回は入院を契機に休肝日を
設ける決心をしたことをご報告して、
シリーズ「患者の目」を終了させてい
ただくこととします。



展 示 作 品 紹 介
■レカンフラワー「花の宝石箱」
　柴山れい子と生徒作品展　【2月19日～3月12日】

■写真「布橋灌頂会」
　宮本　敏久　【1月29日～2月19日】

テ　ー　マ 氏名・団体名期　　間

３月１２日から５月１４日までの予定

4月23日～5月14日

勇　　利治

中村　桂子

池田るみ子

きり絵

押花絵作品展

はがき絵作品展

4月  2日～4月23日

3月12日～4月  2日

■写真「北アルプスの山Ⅱ」
　田村　操　【1月8日～1月29日】

　　　　整形外科看護エキスパートナース　臼田　喜美子

　整形外科疾患は、運動機能障害を引き起こし、その人が、これまで作り上げた生活習慣や様式・

生活リズムを大きく変更しなければなりません。そのお手伝いができれば…と思い整形外科看護エ

キスパートナースを目指し、５年の月日が流れました。現在はエキスパートナースが４名で活動し

ています。主な活動内容は手術前から、家族の協力をもらい生活様式の変更を行い、痛みの無い新

しい生活を取り戻せるよう、人工関節全置換術患者さんを対象に家族を含めた入院前小集団教室

を月２回行なっています。家族に遠慮してしまい、なかなか自分の思いを伝えられない患者さん

や、手術後の社会復帰をどうすればいいかわからず悩んでいる患者さんとご家族を交えて、生活

指導を行い、心配な事柄を整理していきます。そして、手術後の生活がイメージできず、不安を

抱えたまま手術を受ける事がないように手術前から、歩行器の使用方法や移動動作などを体験し

てもらっています。

　退院後、ナースステーションに元気な顔を見せに来てくださる患者さんの顔は、とても輝いてい

ます。「旅行に行ってきたよ」「痛みのない生活ってうれしい」と話してくださる患者さんたちと

共に、自分に出来る事を見つけながら、自分の足で歩くことの素晴らしさを、患者さんたちと一緒

に感じていきたいと思っています。

エキスパートナースを更新して

富山市民病院マガジン「きよら」56号 11



富山市民病院マガジン「きよら」  No.56  2010. 3･4月号　

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・山岸節子・川口宏
　　　　　大杉真澄・谷川祐子
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/ 

Toyama City Hospital Magazine

今月のイベントと院内の動き

▲

３月１日月
当院１階にコーヒーショップ「カフェ  コア」がオープンしました。
おいしいコーヒー、パンが販売されています。
是非一度お越しください。

▲

３月11日木
接遇向上ロールプレイング大会が開催されました。

３月 ４月

▲

•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

当院の新人看護師一同揃って撮影しました。明るくフレッシュなパワー
全開です。どうぞよろしくお願いいたします。

　 表紙の解説［４/６撮影］


