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 市民の皆様に富山市民病院の情報をお知らせ

し、また、皆様からの病院に対しますご意見を頂

く機会を作ることを目的としまして、富山市民

病院マガジンを、これから毎月１回発行致しま

す。これまでも、「院長への手紙」などにて、多

くのご意見をいただき、心より感謝いたします。

また、病院の情報につきましては、院内に掲示す

るなどの方法でお知らせして参りましたが、十

分に皆様と交流できていないのではないか、と

いう思いが強くございました。これから、より多

くの皆様に富山市民病院マガジンをご利用いた

だき、ご意見をうかがう機会が増えましたら、病

院は、より良いものに変わっていけるのではな

いかと考えております。 
 

 医療は、本来、患者の皆様と我々医療者が共に

傷病に立ちむかい、健康を回復していただくこ

とを目的とするものです。それには、患者様と

我々医療者がお互いに信頼し合い、病を治すた

めに情報を共有することが大切だと考えます。

そして、市民の皆様、患者の皆様が医療に参加し

ていただくことによりまして、よりよい医療を

ご提供できる環境を造ることができます。 
 

 医療には多面性があります。病から回復して

頂くには、身体の不調を治して頂くことのみな

らず、心・精神的な回復も必要となります。情報

が不十分であるために、不安の中で医療を受け

られますと、回復が遅れることにもなり、また医

療者・病院への信頼をいただけないことにもつ

ながります。富山市民病院マガジンを通して、

様々な医療情報や病院の情報を受け取っていた

だき、そして病院へのご意見を頂くことにより

まして、市民の皆様と

我々医療者・病院関係者

との間により良いコ

ミュニケーションを作

ることができ、本当に望

ましい医療が展開され

るものと思います。 
 

 また、富山市民病院

マガジンには、病院に

てご活躍いただいてい

ますボランテｲアの方々の活動につきまして

も、掲載致します。病院には、皆様のお世話

をしていただくボランテｲアの方々だけではな

く、さんぽ図書館のお世話や、正面玄関２階

に常設いたしましたギャラリーを彩っていた

だいていますボランテｲアの方など、多くの

方々のご協力をいただいています。ボランテｲ

アの方々が行われています日頃の活動の内容

や思いにつきましても、お知りいただく機会

になると思います。皆様のご利用とご意見

で、富山市民病院マガジンを育てていただき

ますようお願いいたします。 
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■病院長からのメッセージ 
「かかりつけ医」のお勧め 病院長 泉 良平 

 皆様の中には、「かかりつけ医」という言葉をお

聞きになられた方も多いと思います。普段から、お

近くの診療所の医師を「かかりつけ医」とすること

によって、日常的な健康上の問題をご相談できる医

師を持つことは、健康を維持する上で大変重要では

ないかと思います。 

 

 家庭医という概念が欧米では一般的です。特にイ

ギリスでは、家庭医の診療なくては、公的な医療機

関への診療が許されない場合もあります。この方法

が良いというわけではありませんが、日頃より家族

全員の健康状態を知っていただいている信頼でき

る医師を持ち、ご相談出来る環境を造っていくこと

は、不安をなくする上で大切なのではないでしょう

か。 

 

 今、医療機関の中では「病診連携」あるいは「病

病連携」という言葉が良く使われます。これは、病

院と地域の診療所とが連携する「病診連携」と、大

きな病院と中小の病院、あるいはいわゆる老人病院

などが連携する「病病連携」のことを言います。「連

携」することによって、医療の中で役割を分担しよ

うというものです。病院では、主として入院診療を

行い、診療所では外来診療を行うという意味での役

割分担です。また、老人病院などでは、療養型の医

療を提供し、病状が悪化したような「急性期」の疾

患となられた方は、病院で治療するというもので

す。 

 

 日頃は、診療所で治療をうけていただき、入院治

療あるいは詳しい検査を要する場合には病院を紹

介していただくことが「連携」です。富山市民病院

には、地域の医療機関の医師が優先的に利用でき

る「開放型病床」が３０床あります。入院設備を持

たない診療所医師が、入院治療を必要と考えたと

きに利用されるのが、この「開放型病床」です。こ

の開放型病床へは、登録医である診療所あるいは、

他の病院医師の判断で、優先的に入院することが

出来ます。そして、かかりつけ医と病院医が一緒に

なって治療することになります。このシステムを

ご利用頂くことによって、円滑に入院治療を行う

ことが出来ます。 

 

 また、高額の医療機器を診療所で維持・管理す

ることは医療経済上、不利なことです。病院の医

療機器を、診療所医師の紹介を介して地域の皆様

にご利用いただくことによって、より高度で効率

的な医療の展開が望めます。皆様には、是非、

「かかりつけ医」をおもちになっていただくこと

をお勧めします。 
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今月のふれあいギャラリー 

ふれあいギャラリー（玄関ホール２階）： 

４月２２日より５月３０日まで，写真｢万葉線｣（関井

邦子さん作）を展示しています．待ち時間などに気

軽にお立ち寄り下さい．３月３１日より展示していま

した写真「さくら」（中村 勇さん作）は終了しまし

た．ありがとうございました．次回は６月１日より写真

｢バラと緑と言葉のハーモニー｣（村沢京子さん作）

の予定です． 

ふれあいギャラリー（玄関ホール２階） 



■診療科紹介 

乳腺外科 

 日本でも乳がんは年々増加してきて

おり，女性の死亡原因の上位を占める

ようになっています．当院には乳がん

をはじめとする乳房の病気を診断・治

療するための診断装置や，外科・放射線

科・形成外科・病理科などの治療スタッ

フがすべてそろっています．乳房に異

常を認めたときには，ためらわずに外

来を受診してください．乳腺外科では，

月曜日から金曜日（祭日を除く）の午前

中に診療を行っています．また毎週木

曜日の午後から専門外来で診療を行っ

ています．これは予約制の外来ですが，

初診の方も受診していただいて結構で

す． 

 胃癌などと同様に乳がんでも早期発

見が重要です．最近，マンモグラフィー

や超音波検査で症状のない乳がんが発

見されることが増えてきています．マ

ンモグラフィーは乳房のレントゲン撮

影のことで，マンモグラフィーを併用

した乳がん検診がさかんに行われるよ

うになってきました．乳がんの早期発

見にマンモグラフィーが非常に役立つ

ことがわかってきたからです．当院で

は平成１２年３月より乳房内の小さな

病変も見つけることができる最新鋭の

乳房専用レントゲン撮影装置（LORAD M

-IV）を導入しました．マンモグラ

フィーで認められた病変のなかには，

触診や超音波検査でもわからない乳が

んが含まれている可能性があります．

このような場合，当院ではマンモトー

ムという専用の機械を使い，短時間で

負担のかからない病理検査を行ってい

ます． 

 

 乳腺外科では、月曜日から金曜日

（祭日を除く）の午前中に診療を行っ

ています。また毎週木曜日の午後から

専門外来で診療を行っています。これ

は予約制の外来ですが、初診の方でも

受診していただいても結構です。 

 

 ４０才以上の方は，１年に１回この

ような検査を受け，乳がんの早期発見

に務めることをお勧めいたします．詳

しくはホームページをご覧下さい． 
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今月のイベントと院内の動き 

○4月より地域医療連携部が新設されました．地域

医療連携室と医療相談室が含まれます． 

○放射線部門システム(ＲＩＳ)が運用開始しまし

た． 

○医事課文書受付窓口が運用開始しました． 

○今年度より全員協議会が始まりました．4月28日

に第１回目の全員協議会が開催されました． 

○富山市立看護専門学校の移転新築に向け，工事が

始まります．現在の五福の校舎は昭和48年に建てら

れたもので，築30年を過ぎ老朽化が激しいためで

す．平成18年4月，病院第２駐車場南側に新築開校

予定で，新しい教育課程にも対応できます．今後，

工事に伴い，周辺道路や第２駐車場では工事規制が

行われると予想されます．皆様にはご迷惑をおかけ

しますが，ご理解とご協力のほどよろしくお願いい

たします． 

入退院入り口横の桜（ソメイヨシノ）．３月末に満開となりました． 

創刊号（１・２合併号） 

マンモトーム装置． 

マンモグラフィーは女性専門技師が

撮影します． 



■診療科紹介 
小児外科 
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「こどもはおとなのミニチュアではない」 
 

 小児外科を説明するときによく使われる言葉ですが，これほど適切に小児外科の

特質をあらわした言葉はありません． こどもはおとなに比べてからだが小さく，

とくに新生児・未熟児では非常に繊細な手術のテクニックが必要です．おとなの手

術と同じ方法ではこどもの手術は行えません． 

 しかしもっと大事なことは，こどものからだはおとなのように完成したものでは

ないことです．肺・腎臓・肝臓など身体のあらゆる臓器が発育の途中にあり機能が

未熟です．また，身体の機能の調節のしかたもうまくありません．しかも，発育に

伴ってこれらの機能はどんどん変化してゆきます．このような子供の特徴を十分に

知った上で手術前後の治療をしなければなりません．薬の使い方・点滴のしかたな

どあらゆる面でおとなの常識は通用しません．これが小児外科が独立した大きな理

由です．また身体の発育だけでなく，こどもは精神的・心理的にも発育の途上にあ

り，この点も十分に考慮しなければなりません．手術という，こどもにとっては大

きな試練を無事に乗り切るための精神・心理的な援助も小児外科医は考えていま

す． 

 

 当院は小児外科学会認定の小児外科専門医が診療を行っており，富山県内で唯一

独立した診療科として小児外科を有しています．以下，小児外科の診療内容につい

て紹介します． 

 

 症例数・治療・成績：当科での年間入院症例数は平均380例、全手術数は平均320
例となっています★最も多い疾患は外鼠径ヘルニアで年間約180例、過去10年間で

の再発は２例。手術は未熟児も含めて修正月齢３ｹ月からマスク麻酔下に行ってい

ます。入院日数は乳児4日間、３才未満3日間、3才以上2日間で、日帰り手術は行っ

ていません。その他小児虫垂炎（年間平均20例）、腸重積（10例）、幽門狭窄（10
例）、腫瘍性疾患（10例）など消化器系疾患を中心に診療していますが、小児外科

では緊急手術が約1/4を占めています。また、近年小児胆石症や腹部腫瘤などに対し

て腹腔鏡下手術も行ってます★新生児では、鎖肛・ヒルシュスプルング病・腸閉塞・

胆道閉鎖症などの先天性疾患を中心に年間平均15例、定数14床の新生児集中治療

室で治療しています★泌尿器外科疾患では、停留精巣（20例）、精索・陰嚢水腫（45
例）、包茎（10例）、尿道下裂（5例）などの他、最近では胎児超音波診断によっ

て水腎症（15例）や膀胱尿管逆流（10例）の症例が増えてきています。それにとも

ない膀胱尿道鏡・尿管造影、経皮的腎盂形成術や経尿道的手術などの内視鏡検査・

手術は新生児・乳児から積極的に行ってます★外来疾患では、習慣性便秘、遺糞症・

遺尿症、肛門周囲膿瘍、臍ヘルニア、外傷などの患児が多いようです★このように

小児外科で扱う疾患は先天性奇形が多く、患児の成長発達も重要な要素であり、治

療にあたっては疾病の根治性のみならず社会生活に適応できるように患児の機能

性やQOLに重きをおいた診療を心がけています。 

 

http://www.tch.toyama.toyama.jp/main/shinryo_info/shonigeka/index.html 

岡田 安弘（おかだ やすひろ） 

小児外科医長 

平成２年富山医科薬科大学医学部卒 

 

●専門領域 小児一般外科、新生児外科  

●資格・学会 日本小児外科学会及び日本

外科学会専門医申請中  

やQOLに重きをおいた診療を心がけていま

す。  

宮本 正俊（みやもと まさとし） 

副院長 

小児外科部長 

専門領域 小児一般消化器外科及び小児泌

尿器外科  

●資格・学会  日本小児外科学会指導

医・専門医、日本外科学会指導医・終身認

定医、麻酔科標榜医  

●モットー 患者さんへの一言……患児の

成長発達も治療の重要な要素であり、病気

の根治性のみならず機能性やQOLに重きを

おいた診療を心がけています。  

８階からの景色 

左：南側立山連邦を望む 

右：北側富山市の街並み 



■連載企画 
○シリーズⅠ：検査値の見方 コレステロールが高いといわれたら 

 コレステロールが高いといわれたことはありま

せんか？コレステロールは本来なくてはならない

物質ですが，過剰のコレステロールは血管に沈着

し，動脈硬化を引き起こし，血管が詰まる原因と

なります．食事が欧米化したため，このような高

コレステロール血症の患者さんが増えてきまし

た．よく悪玉コレステロールとか善玉コレステ

ロールとか耳にします．悪玉コレステロールは

LDLコレステロールのことで，血管壁に沈着しや

すく，動脈硬化や狭心症，心筋梗塞を引き起こす

原因になります．140mg/dl以上であれば高コレス

テロール血症と判定され，120mg/dl以上の方も要

注意です．一方，善玉コレステロールはHDLコレ

ステロールと呼ばれ，血管壁に沈着したコレステ

ロールを肝臓に運ぶ働きがあります．男性では35
～60mg/dl，女性では41～70mg/dlが基準値（正常

範囲）ですが，これより少ない場合は低HDL血症と判

定され，高コレステロール血症の場合と同様に動脈硬

化が進行します．ですから，コレステロールが高いと

いわれたら増えているコレステロールが善玉か悪玉か

を採血して検査する必要があります．家族の方が高コ

レステロール血症といわれた場合も，家族性（遺伝

性）のこともありますので検診をお勧めします．家族

性の場合，アキレス腱にコレステロールが沈着して太

くなりますので，レントゲン写真を撮ります．甲状

腺，副腎，腎臓，肝臓などの病気で高コレステロール

血症となる場合もありますので，追加検査が必要なこ

ともあります．また，高コレステロール血症では動脈

硬化の程度を調べるために，運動負荷心電図，ホル

ター心電図，心臓超音波検査，頸動脈超音波検査など

を行います．（臨床検査専門医，齋藤） 
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■連載企画 ○シリーズⅡ「病棟だより」 西病棟８階 

 最上階の８階に位置し、何といっても【自慢】は

景色と心配りの行き届いた看護です。 

景色！！ 

 ナースステーションと個室側からは、富山市役

所・109ビルが多病室やディルームからは、雄大で

冠雪の美しい立山連邦がそびえ、とても心洗われる

素晴らしい景色です。 

病棟！！ 

 看護師たちは心やさしい笑顔で応対することを

誓い合い、日々努力をしています。病室・カルテがオレ

ンジ色のトレードマークで統一された開業医の先生と

病院の先生が連携している病床が30床あり、各科が同

居しているカラフルな病棟です。また、暖かくお迎えす

る為にエレベーターホールとナースステーション・カ

ウンターには時節のデコレーションを心掛けていま

す。 

 『 ほっ とする暖かでやさしい病棟 です。』 

創刊号（１・２合併号） 

○シリーズⅡ「病棟だより」 東病棟８階 

 ♪仰ぎ見～る 立山連邦 朝空に輝くところ～♪ 

そんな歌が聞こえてきそうです。 

 まだ夜も明けぬ頃、立山連邦の輪郭の蒼さは、赤ん

坊が体内で外界の音にじっと耳を傾けているような

静けさを思わせます。病棟で加療中のおよそ５０名

の患者様も、個々の思いを胸に抱いてお休み中です。 

 そして、日の出。淡い色から徐々に濃い色へと街を

染めていく様は、毎日生まれ変わる地球の生命力を

感じます。東病棟８階は、循環器と神経内科の病棟で

すが、患者様は、リハビリへの意欲を掻き立てられる

かもしれません。 

 晴れた日には、立山連邦が見事に聳え立ち、その険

しさからは生きる厳しさや強さを、その美しさから

は、生きていることの素晴らしさを教えられるよう

です。日勤の時間帯になり、看護師の人数も、夜勤の

２人から約８人に増え、一気に病棟全体が活気づき、躍動

感が感じられます。 

 夕刻には、富山平野を東の空から夕日が照らし、橙色や

桃色に染められたビルはどこかロマンチックで、今日と

いう日に対する感謝や、１日の終わりに対する寂しさを

覚えます。患者様も１日の業にお疲れになって、早めに休

まれる方もおられます。看護師たちは、今日の患者様との

関わりを胸に、１日を振り返って、記録に勤しみます。 

 東病棟８階の１日を、立山とお天道様の１日と一緒に見

つめてみました。 

おひとりお一人の命の輝きを尊び、 

ひとつひとつの関わりを大切に、 

お世話させていただけるご縁に感謝しながら、 

日々、躍進の理想に燃えて看護を提供したいと看護師一

同思っています。 



■連載企画 
○シリーズⅢ｢ボランティア・エッセイ｣ 

Ｎｏ．１ 「命の尊厳を考えよう」 病院ボランティア 石森 貞夫 

 みなさんこんにちわ 

｢みょうらくもの｣の～ぼら

んキロー石森～です。自由

に自分の時間を過ごす人の

ことを、富山では｢身楽者｣

みょうらくものとも言いま

す。 

 さて高齢社会を｢自分ら

しさ、生きがい｣を求めて定

年退職した人たちは、充実

した人生を送るためには、

何をしたらよいのでしょう

か。毎日何事もなくブラブラするもよし、ときにはボ

ランティアで自分を試そうとすれば、次の心がけはど

うでしょうか。私自身考えてみましたが、あなたはど

うでしょうか。 

 今や男性は７６歳、女性は８７歳とかの寿命は統計

上の気休めで、病院通いの昨今は｢生老病死｣、まさに

ままならぬ世相ではないでしょうか。医療の専門家で

ない私たちは、患者さんの苦しみを少しでも理解でき

たら、また心の癒しに協力できないものかと、命の尊

厳の一端を次のごとく、生意気に考えてみました。 

≪朝には紅顔ありて、夕べには白骨となる身なり～≫

私たちの生は、脆くかつ、はかない。人はそれでも、

なぜ生きようとするのでしょうか。本能のためかも知

れませんね。 

 生：人は誰でも幸せを願い、生きる ｢男の子～女の

子｣だとか染色体？ＤＮＡ．遺伝子．臓器移植、死の判

定基準．出生前診断．体外受精．などなど、生命倫理と

は何だろうか。 

 老：歳をとることが悪い～｢老いるとは～味わいを

生む力｣まさに大きな大きな古時計を刻む音かも。人間

の本能的な願望は、｢死にたくない、長く生きたい、歳

を取りたくない。｣ 

 病：病気は肉体的には治療できても、病人を癒すこ

とは困難だ。現代医学の課題でしょうか。｢病名告知｣～

心筋梗塞／がん／エイズ／ＡＬＳ／アルツハイマー／

分裂症／進行性治療不能も告知されたくない～しかし

あなたは病に対するストレスをどうしますか。 

 死：今日では｢始まる生命よりも、終わる時こそ｣ひ

とり一人の人生のフイナレーで、付き添うことのでき

る医師や看護師さんの仕事は、とても素晴らしい天職

と、いつも波多江伸子先生の人生論に感銘しました。 

 あらゆる命が、その命のままに尊ばれて、ともに等し

くひらかれる社会を目指そう。 

 全残された余生は自分をうなずける『限られた人生

のなすべき事はなにか』 

 汝の命根は～臨終の自覚をもって過ごせますか。 

              ―悟りの言葉より―  
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Ｎｏ．２ 『あなたにとって大事なことは』 病院ボランティア 石森 貞夫 

 昨今は、牛や鳥類は、ご難つづきで吉野家の牛丼類

を含め、家禽類肉加工品(春巻き・肉まん・焼き鳥・空

揚げなど）は、輸入停止処置になると日本の食卓は、

中国・タイ産に依存するので、大変ですね。牛肉はあ

まり食べない老人族は、魚党ですが、若い人たちは何

を栄養源にするのでしょうか、栄養士の先生にアドバ

イスを頂きたいものです。人の力は食べ物にあり、真

剣に考えたいものですね。 

 また山口県、大分県に次いで京都府でも鶏が20万
羽も、高原性鳥インフルエンザの感染で処分されるな

ど、ウイルス（ろ過性病原体）は、今や地球全体の疫

病神なのでしょうか。あなたのコンピューターも、ウ

イルスの侵入する危険性があるそうで、性質は違いま

すが、データー管理には、注意しましょう。 

 昨年は、『中国風邪』でアジアの免疫体制で、市民

病院にも隔離感染管理室を造るなど、大変でしたが、

考えてみると、私たちにとって大事なことは、今何で

しょうか。何か手遅れにならない内に、先手必勝法はな

いものかと、≪年寄りの冷や水≫的な考え、または、で

しゃばりに過ぎないのでしょうか。 

 食べ物は人類を養うものですが、最近主婦の会話で、

｢今日の夕食は何にしょうか｣準備にスーパーの中で

の、材料の吟味が大変だそうで、WHO（世界保健機関）

の言うとおり、熱加工すれば安心ですので、今夜のあな

たの晩酌のつまみは、加工食の食材で、あなたの健康管

理は万全？ですね。 

 『あなたにとって 大事なことは』言うまでもなく、

日常生活からの健康管理でしょうか。過去～今～未来

は、元気な時は“健康”なんか頭にないのですが、“自

分が何のために生きているのか”など、まったく無意識

にしていますが、私たちボランティアは、毎日毎日外来

者と接触して、通院者などの会話などから、改めて健常

者との違いが、身に感じます。笑顔のない人、青い表情

の老人、車椅子の世話で、または杖を頼りに必死で歩く

（玄関ホール受付にて） 



老婦人など、私たちと比較する事は、感情的にもよくな

いと思いますが、病院の任務の必要性が痛感します。人

間は両足が、しっかり大地にあってこそ人並みであり、

不自由になって始めて健康の有難さが、実感されます。

ほんとうですよ。 

 ｢癒し｣は？ 答えを出すのは医者や病院でしょう

か。それよりも大切な事は、病気は自分の体験の中か

ら、自分で気づいて、自分で体得することが、何よりも

大切でしょう。直そうとする意識、気構えがなによりで

す。 

 道元禅師いわく、｢春は花、夏ほととぎす、秋は月、

冬雪さえて、涼しかりけり｣の和歌にあるように、四季

の変化に人間は即せよ、人生の自然は、生老病死であ

り、悲しむことなく自然なままの生活を、暮らす（営

む）のでよい、神と仏が共存する世界は、信ずること

もよし、祈るのも貴方の自由ですから、感動をあらた

に、今あなたにとって、大事なことを感じたでしょう

か。 
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■特別寄稿 
「第一回 ふれあいギャラリー写真は写心」 

「薔薇に魅せられて」展 写真家 村沢京子 

 富山市民病院が２００３年度から安らぎの空間環

境づくりを推進し、その一環として２階壁面を利用

した「ふれあいギャラリー」がつくられました。院長

先生はじめ多くのスタッフの方々の一致団結のチー

ムワークの素晴らしさと暖かいお気持ちの応援をい

ただき、早速私の写真展「薔薇に魅せられて」が７月

中旬から９月中旬まで開催されました。「市民病院ふ

れあいギャラリー」は色とりどりの薔薇とことばで

うめつくされました。 

 

 人生には様々な出会いがあります。 

 

 出会い、場面を美しい薔薇の花に心を託した写真

展を２００３年６月に宇奈月国際会館セレネでいた

しました。遠くからわざわざ見に来てくださり、私と

初めての出会いとなりました方が市民病院図書司書

の高田様でした。写真に添えました言葉一つ一つを

ゆっくり見、写真を見、涙ぐんでおられたのを感じま

した。とても感動され、この思いを是非病院に来られ

る患者さんにもお見せし、心の癒しにしてもらえた

らと熱い口調で語っておられました。山本副部長さ

ん初め、環境つくり関係各位様の暖かい後押しで、第

一回「安らぎの空間環境つくり」のひとつに薔薇に心

を託した写真展「薔薇に魅せられて」展が現実になっ

たのです。 

 

 市民病院での展示は大きな、大きな反響でした。私

の今後の生活にとって、なくてはならない宝、財産に

なったのです。それは見て下さったお一人お一人が

「ご自分の気持ち」をらくがき帳に素直に書いてく

ださったことです。「午後から目の手術です。写真を

見て心が和らぎました」「今、妊娠中でイライラして

ましたが、心が安らぎました・・・」「とても心

がおおらかになりました・・・」「見せていただ

きありがとうございました・・」等。まだまだた

くさんのお言葉が寄せられました。書いてくだ

さった皆様よりも私のほうが励まされ勇気づけ

られ、安らぎました。「見てくださり、本当にあ

りがとうございました」。 

 

 市民病院ふれあいギャラリーを見てくださっ

た高岡ﾊﾞﾗ会の方々との出会いから講演依頼があ

り、また、苦悩されていたある男性が「どうぞ、

これからも写真と言葉で慰め、励ましてくださ

い」とのお手紙を頂き、１１月末 私、決心しま

した。それは多くの方々の心の慰め、励まし勇気

づけの小さな一環になってほしいとの願いから、

二冊目の写真集「薔薇と森と言葉のハーモニー」

を３月１１日に発刊するはこびとなりました。こ

のこともひとえに市民病院ギャラリーで皆様に

見て頂き、私が頂いた皆様のあたたかい励まし、

たくさんのありがとうの言葉のおかげです。 皆

様、どうぞ心も体も大切になさってください。 

 

 本当にありがとうございました。これからもど

うぞお導きくださいますようにお願いいたしま

す。 

創刊号（１・２合併号） 



■編集コラム 
 今回の特別寄稿は，「ふれあいギャラリー」のくちびをきって出展

してくださいました写真家の村沢京子さんにお願いしました．「らく

がき帳」のご紹介を読み，患者の皆さまの心を癒し，くつろいでもら

うことの意味を教えられたように思います．もちろん「安全」で「質

の高い」医療を提供するのは病院の使命ですが，一方で，患者さまに

「安らぎ」を提供することも実は大切な使命なのです．ほとんどの患

者さまは「安全」で「質の高い」医療よりも，「安心」で「納得でき

る」医療を求めていらっしゃるのです．そういう意味で，「ふれあい

ギャラリー」はすでに富山市民病院になくてはならない医療の一部

となっているように思いました．もちろん，私たち職員は医療技術の

向上に努め，その道のプロとして誇りをもち，質の高い医療を提供し

なければいけませんが． 

 村沢さんをはじめ出展してくださいました方々に心から感謝いた

します．これからもどうぞよろしくお願いします． 

 

総編集長：病院長 泉 良平 
編集部：齋藤勝彦・家城岩松・石森貞夫 

山本和子・森川知俊 

 

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 

電話  ０７６ （４２２） １１１２ 

Fax  ０７６ （４２２） １３７１ 

http://www.tch.toyama.toyama.jp/ 

やすらぎと信頼の医療をお届けします 富山市立富山市民病院 

■編集部より 
富山市民病院マガジン創刊！ 

 富山市民病院のホームページを昨年末にリニュー

アルオープンしましたが，それを機に富山市民病院

メールマガジンを毎月発行してきました．これは

『ウェブ・サポーター』にご登録いただいた方々に，

院内のいろいろな情報や医療の動向を知っていただ

くために電子メールを利用してお送りしている一般

市民向けの広報誌です． 

 私たちはインターネット上で富山市民病院を応援

してくださる方々のことを『ウェブ・サポーター』と

お呼びしておりますが，お陰様でご登録者数も徐々

に増えてまいりました．一方，せっかく盛りだくさん

の記事がメールマガジンに載っているのに，電子

メールの扱えない方やコンピュータの苦手な方にも

ぜひ読んでいただきたい，という声も聞こえてきま

した．そこで，この度，メールマガジンの内容をもと

に編集し直し，「富山市民病院マガジン」として一般

市民向け広報誌として発刊するはこびとなりまし

た． 

 この「富山市民病院マガジン」は院内ボランティア

の方々のご協力を得て手作りで編集発行していま

す．皆様がお読みになって役に立つ情報をお届けし

たいと思っております．何かご希望がございました

ら，どうぞ編集部までお寄せ下さい．また，皆様との

コミュニケーションの場として，院外から見た富山

市民病院の様子をお聞かせ願います．皆様の建設的なご

意見を賜りながら，皆様とともに皆様の望む医療を実践

していきたいと考えております． 

 尚，ウエブサポーターにご登録いただいた皆様には

メールマガジンとしてお届け致しますので，電子メー

ルアドレスをお持ちの方は，この機会にぜひウエブサ

ポーターにご登録ください．お申し込みは富山市民病

院ホームページ（http://www.tch.toyama.toyama.jp/）
下段左のウエブサポーター欄をご覧ください． 

さんぽ図書館：２Ｆ生理機能検査室前 


