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 先月発生した新潟県中越地震では、多くの

方が罹災され、また現在も余震が続くなど、大

変厳しい状況のなかで多くの方が過ごされて

います。余震が続くことによる精神的なダメー

ジは測りしれぬものと考えられます。地震発生

が高率に起こるであろうといわれた場所以外

でのことで、被災者の方の中には十分な心の

準備もないままに、ただただとまどい、疲れて

おられるのではないかと、心よりお見舞いする

ばかりです。 
 
 富山市民病院では、富山県を介した新潟県

の要請に伴い、医師２名・看護師３名・事務職

２名からなる救護班を早速結成し、十日町市

への派遣を予定していましたが、避難勧告が

解除されたことより、現在は待機中です。富山

市民病院には、常時このような救護班が３班

結成されています。今回のような、富山市以外

の災害への派遣以外に、勿論、富山県・富山

市内の災害に対応するよう準備し、様々な訓

練にも参加しています。 
 
 富山県内にも活断層があり、地震発生につ

いても決して油断できないという報道がなさ

れたことをご記憶の方もおられると思います。

病院は２１年前に耐震構造にて建築されてい

ます。このような地震のみではなく、大規模な

災害に対しての対策について、病院に関する

ことをお知らせ致します。 
 
 富山市民病院は「災害拠点病院」に指定さ

れており、災害時には中心的な働きをするこ

とが求められています。災害時に必要なもの

は、多くの負傷者を治療する機能を病院が持

つことです。まず必要なものは、治療を行う医

師・看護師・技師などの人的資源の確保で

す。先にも述べた救護班の準備にとどまらず、

災害時には富山市と共同して、病院職員全

員で救護にあたることになっています。次いで

必要なものは、医薬品です。病院には多くの

薬品が保管されていますが、その他に富山県

から災害時に用いることが許されている医薬

品が配備されています。災害時には、これらの

医薬品をも用いることになります。さらに、負傷

者を収容した際に必要な食事も大きな問題と

なります。病院には、飲用水・粥食・乾パンなど

を５００名分、３日分備蓄しています。最近の災

害では、３日間の備蓄があれば流通の回復に

よってその後の対応は可能ということです。こ

のように、準備は行われていますが、地震以外

にも災害は多岐にわたるために、日頃より職

員は研修を受け、準備しています。 
 
 大規模災害には、地震以外にも水害や航空

機事故・高速道路上での大規模な交通事故・

化学兵器を用いたテロなどがあります。それ

ぞれ対応が異なるため、特徴に応じた対策が

必要となります。特に、化学兵器を用いたテロ

は、対応が大変困難です。本年行われる災害

研修では、化学テロへの対策が行われ、市民

病院からは５名のチームが研修に参ります。

多くの正しい知識を獲得して、災害対策にあ

たります。幸いにして、富山医科薬科大学災

害救急学講座の教授に、信州大学より奥寺 

敬先生が赴任されました。奥寺先生はサリン

事件の際に活躍された医師であり、これから

の富山県の災害救急対策が更により良いも

のとなることが期待されます。 
 
 常日頃より、災害に対して準備をすることは

必要ですが、大規模災害では、１地方のみの

対応では不十分であり、今回の地震でも他地

域からの応援が行われています。富山県医師

会では、中部７県の医師会間の相互対応・援

助策を検討・実行しています。既に、お互いの

連絡法も整備されており、更に、連携が密接と

なるよう作業が行われています。 
 
 しかし、最も大切なことは、市民の皆様がご

自身で、日頃より災害に対する準備を行うこと

であると思います。富山県は災害の少ない住

みやすい県ですが、何時どのような形で災害

が起こるかしれません。ご自分の居住地の避

難場所・避難経路などを確認するだけでも、

いざというときの準備となります。是非、御家族

で災害対策についてお話しされますことをお

願いいたします。 
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病院長からのメッセージ 
「大規模災害対策－災害拠点病院としての役割」 
                       病院長 泉 良平 

病院の木々も冬じたく 



■診療科紹介 

 小児科 

 富山医療圏の中核病院の一つとしての

役割を果たし、小児医療全般に対応でき

る特色を持っています。小児では最も多

いウイルス、細菌による感染症をはじめ、

血液疾患（小児白血病、特発性血小板減少

性紫斑病、血友病など）、内分泌疾患（小

人症、糖尿病、夜尿症、など）、腎疾患（腎

炎、ネフローゼ症候群、尿路奇形など）、

神経疾患（てんかん など）、アレルギー

疾患（気管支喘息、アトピー性皮膚炎）、

心疾患（先天性心疾患、川崎病）など多岐

にわたっています。 

 小児科外来では午前中は一般外来とし

て、感染症などの急性の病気を中心に診

療しています。午後は専門外来として、主

に慢性の病気について専門的に診療して

います。 

 小児科病棟には新装になったプレイ

ルーム（遊戯室）があります。また長期入

院患児の勉学のために、富山市立堀川小

学校の分校として院内学級が併設されて

います。 
 
 NICUは富山医療圏の三次救急の一角

を担い、低出生体重児の診療､そして小児

外科や形成外科、他の科との連携により

外科的治療が必要な児に対して有機的治

療を行っています。 

 今後、私たちは成育医療に力を注ぎた

いと考えています｡ 成育医療とは、子ど

も達が健やかな成長と発達を遂げること

ができるように、赤ちゃんの出生前（胎児

期）から新生児期、小児期、思春期から成

人まで、さらには次の世代へと続いていく

広く生涯を見据えた医療と考えられてい

ます。成育医療の実践のために最も大切な

ことは「協調と連携」であろうと思います。

私どもは院内においては産科、小児科､小

児外科そして多くの関連する診療科、医療

スタッフと協力し密接な連携を取りなが

らこれに取り組んでいこうと考えていま

す。その成育医療の中で私たちのNICU の
果たす役割は大きいと考えます｡ 
 

《主な病気》 
★血液疾患 

 血液外来では主に小児白血病、血小板減

少性紫斑病、鉄欠乏性貧血、血友病などの

診断治療を行っています｡これらの病気に

おける最初の訴えは 「血が止まりにく

い」「顔色が悪い」などがあります。これ

らの訴えがある場合は一度受診してみて

ください。最近よく経験するのは離乳が不

適当な（なかなか乳離れが出来ない）こと

による鉄欠乏性貧血です。この場合ウイル

スの感染（いわゆる風邪）に罹患すること

も多く注意が必要です｡ 学童期にも、（特

に女性では）鉄欠乏性貧血は頻度が高い病

気です。 
 
★内分泌疾患 

 内分泌外来では、主に低身長や、甲状腺、

副腎、性腺の病気の診断、治療を行ってい

ます。 

☆低身長について 

 ３才児健診で保健児さんから低身長を

指摘された幼児、学校の身体計測で養護の
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金田 尚 

（かねだ ひさし） 

小児科医長 
金沢大学大学院医学研究科卒 
 
●専門領域 小児科一般 

小児腎臓病疾患  

●資格 

日本小児科学会認定専門医 

三浦 正義 

（みうら まさよし） 

救急診療部主任部長 

小児科部長 
昭和５２年秋田大学医学部卒 
 
●専門領域 小児科学全般 

小児血液疾患 

小児感染症  

●資格 

日本小児科学会認定専門医 

日本小児科医会こどものここ

ろ相談医 

日本感染症学会インフェク

ションコントロールドクター

（ＩＣＤ）  

岡部 敬 

（おかべ たかし） 

新生児治療科部長 

小児科医長 
昭和５９年金沢大学医学部卒 
 
●専門領域 小児内分泌疾患 

糖尿病 

夜尿症  

●資格 

小児科学会認定専門医   

●モットー 子供たちの健全

な心と体を守りたい。 

渡邉 一洋 

（わたなべ かずひろ） 

小児科医員 
平成１１年富山医科薬科大

学医学部卒 
 
●専門領域 循環器  

●モットー・患者さんへの

一言 子供にやさしく 

病気にきびしく 

西浦 可祝 

（にしうら かしく） 

小児科医員 
平成１５年卒 
 
●専門領域  小児科   

●モットー・患者さんへの

一言 一生懸命がんばりま

す。 
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 ぶりは温暖性の回遊魚で、東シナ海、日本海、太平洋の回遊海域にわかれ、

成長によって呼び名が変るので出世魚といわれています。関東では15cmくら

いまでを｢ワカシ｣、40cm前後を｢イナダ｣、60cm前後を｢ワラサ｣、70～80cm以上

の成魚を｢ブリ｣というのに対し、関西では、｢ワカナ｣、｢ツバス｣、｢ハマチ｣、｢メジ

ロ｣、｢ブリ｣と呼ばれています。ここ富山では、｢汐の子｣、｢ふくらぎ｣、｢がんどぶ

り｣、｢ぶり｣と呼び名が変わり、よくスーパーでぶりといっているのは｢がんどぶ

り｣で、ぶりの小型の物です。10kg以上の物をぶりといいます。 
 
★管理栄養士からアドバイス 

 ぶりは脂肪が多く、濃厚な味の赤身魚です。脂肪には、ＥＰＡ（エコサペンタエン酸）やＤ

ＨＡ（ドコサヘキサエン酸）がたっぷり含まれています。 

ＥＰＡは、血液の流れをスムーズにし、悪玉コレステロールを除き、善玉コレステロールを

増やす働きや、中性脂肪を下げたり、胃腸や皮膚などの炎症を予防します。ＤＨＡは、記

憶力の低下を防いだり痴呆を防いだりします。 
 
★《調理のポイント》 

 天然のぶりの旬は、１１月から１２月です。この時期のぶりを「寒ぶり」といいます。春季の

産卵に備え餌を多く食べるために太り、脂がのっています。目が澄み、尾が大きくて鋭く、

体側の黄色い縞がハッキリしているものが鮮度のよいものです。養殖ものは、天然ものに

比べ背部に脂が多く、身の色が全体的に白っぽくみえます。 

  捨てるところなく食べられる魚なので、身は刺身、塩焼き、頭やアラは、かす汁、ぶり大根

などの煮物に最適です。皮はうろこを取り軽く焼いてせん切りにした大根となますにしま

す。アゴの部分は｢ぶりかま｣といい、塩焼きにすると最高です。 

■連載企画 旬をたのしむ⑥  「鰤（ぶり）」 

鰤の栄養（100g中） 

エネルギー 257kcal 
たん白質 21.4g 

脂質 17.6g 

食物繊維 0mg 

カリウム 380mg 

カルシウム 5mg 

リン 130mg 

鉄 1.3mg 

亜鉛 0.7mg 

カロテン 0mg 

ビタミンB1 0.23mg 

ビタミンB2 0.36mg 

ビタミンC 2mg 

ビタミンE 2.0mg 

先生から受診を勧められた小学生、またいつか背が伸び

るだろうと様子をみていたが、なかなか大きくなれない

中学生など、様々な年齢の子供が低身長を主訴に受診さ

れます。医学的に低身長とは、同性、同年齢の身長の平

均値よりー２SD（SD;標準偏差）以下と定義されます。

身長は一般に、両親からの遺伝的影響を受けます。よっ

て両親の身長が低い場合や、最初は背が低くても後から

伸びるいわゆる ｢おくて｣、またもともと未熟児で生ま

れたため背が低い子供など、むしろ病的でない原因の方

が多いです。 

☆夜尿症について 

 夜尿に悩む患児やその両親は決して少なくありませ

ん。また、日常多数の夜尿症患児が医療機関を訪れてい

ます。しかし、その多くは器質的疾患がないとか、その

内になくなるだろうと言われて、適切な検査も受けず、

適切な生活指導もないままに放置されている場合もあ

るようです。夜尿症外来では、夜尿に悩む子供とその家

族に対し、『あせらない』 『おこらない』 『起こさ

ない』をモットーに、それぞれの患児の夜尿の原因をタ

イプ別に分類し、それに応じた生活指導や薬物治療をお

こなっています。 

☆小児の糖尿病について 

 糖尿病外来では、インスリン注射を行っている小児の

１型糖尿病を中心に、最近増加している小児の２型糖

尿病や、その予備軍となる高度の肥満を伴う小児の治

療、生活指導を行っています。 
 
★循環器疾患  

 毎週水曜日と木曜日の午後に行っています。主な対

象疾患として先天性心疾患、川崎病、不整脈などの

フォローを行っています。また学校心臓健診にて心雑

音など異常を指摘された子供たちに対して心エコー

検査､ホルター心電図、トレッドミル負荷心電図など

を行い精査を行っています。手術が必要な場合には富

山医薬大小児科と連携を取り迅速で正確な対応を

行っています。 
 
★腎疾患 

 当科では腎泌尿器疾患につきましても学校検尿有

所見者や紹介患者様を中心に管理を行っています。診

断や治療のみならず、病気の説明や食事生活に関する

指導なども丁寧に行うように努めています。 
 
《その他の専門外来》 

☆アレルギー外来 

☆神経外来 

 非常勤の専門医師と共同して診療しています。 
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■特集 「第１３回とやま市民病院公開講座“ふれあいセミナー”を終えて」 

                    公開講座部会副委員長 島竹 恵美子 

 平成６年から始まった『とやま市

民病院公開講座ふれあいセミ

ナー』は、職員の手作りによる公開

講座です。本講座も１３回目を迎

え、今年は44名の初参加者を含

め１６０名の参加がありました。参

加者の方からは、「ふれあいに焦点を合わせたコンパクトで

充実した愉しいセミナーでした」というお言葉を戴き､大成

功のうちに終わることができました。 
 
 毎年、テーマは目で見る最新の医療ということで、その年

に話題性のある内容を取り上げています。今年の講演では

『いびき・睡眠時無呼吸症候群』を耳鼻咽喉科と内科の各

立場から市民の皆様にわかりやすく解説し、治療法として

手術治療や生活習慣の改善、経鼻的持続陽圧呼吸法など

の紹介がありました。また、職員が簡易測定器をつけた患者

を演じるといったパフォマンスもあり、会場からは笑い声も

起こりました。参加者からは、「いびきについて詳しく聞く機

会があって良かった」、「スライドでの話は良くわかった」、「な

ぜ痩せなくてはいけないのかがわかった」といった声が寄

せられ、７０名前後の方から好評をいただきました。 

熱気であふれる満員の会場（３階講堂） 

モルフェウス弦楽四重奏団によるミニ・コンサート 
 

「冬のソナタ」のテーマ曲をはじめ，会場の皆さんが

美しい調べによいしれました． 

 講演後は、ミニコンサートで頭と心を癒してもらいました。

冬のソナタが演奏されると参加者からは、「知っている、良

かったわ」と感動の声があがり、もう1曲聞きたいという要望

までいただきました。 
 
 ミニコンサートの後は１階ロビーに移動し、参加者の身体

測定や血糖測定などの健康チェックを自由に受けてもら

い、医師をはじめ栄養士・看護師・薬剤師・理学療法士の各

専門スタッフの健康相談や医療相談をご利用いただきまし

セミナー風景 

 

上↑： 
スライドによる

講演 

 

右→： 

職員による実

演の様子 
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た。参加者からは、「病院は体が悪くない

と来られないと思っていたし、普段の診

療で聞けないことが聞けて良かった」、

「納得のいくまで聞けた」、「スタッフが充

実していた」等の評価をいただき、日頃

から疑問に思っていることなどを解消し

ていただく良い機会になったのではな

いかと思います。 
 
 これからも、『ふれあいセミナー』の内容

を充実し、皆様へ情報を発信していきた

いと思います。皆様とのふれあいを大切

にしながら、健康について一緒に考えて

いきましょう。ご意見、ご要望をお待ちし

ています。 

講演要旨 
 
＜第１部＞いびきと閉塞性睡眠時無呼吸症候群 

 講師：加勢 満（耳鼻咽喉科）  
 
 睡眠時無呼吸症候群とは，日中に呼吸は問題ない

人が，寝ると自然呼吸が障害され，かつ持続するため，

知らないうちに身体諸機能に悪影響をおよぼす病態

です。いびきは熟睡のしるしとさえ考えられたり，夜間の

現象のため十分に観察されなかったりしていました。し

かし，新幹線や旅客機の居眠り運転の原因がこの睡眠時無呼吸症候群であ

ることで，この疾患の危険性が一般にも知られてきました。富山市民病院で

も，今年から睡眠時の状態や診断をするポリグラフが導入されました。 

 肥満，下顎骨（したあご）発育不全，高度の鼻閉（はなづまり），アデノイド，扁

桃肥大のように原因が明らかな場合もありますが，不明のものも少なくないの

です。これらのうち耳鼻咽喉科領域の疾患とポリグラフなどの検査結果を紹

介していきたいと思います。 
 

＜第２部＞睡眠時無呼吸症候群の診断と治療 

 講師：清川 裕明（内科） 
 
 睡眠時無呼吸症候群とは、一晩（7時間）の睡眠中に10秒以

上の無呼吸が30回以上、または睡眠1時間あたりの無呼吸数

や低呼吸数が5回以上おこる病気です。その結果酸素不足と

なり十分に睡眠がとれないため、集中力や活力に欠けたり、

日中の過度の眠気、居眠り運転で事故などを起こしやすくな

ります。また不整脈、高血圧、心不全、糖尿病などの誘因ともなります。 

 今回、外来などでできる携帯型診断法や脳波を測定し睡眠評価も行える終夜ポリグ

ラフ法などの診断法の実演をとりいれてわかりやすく説明したいと思います。また治療

法として第1部で紹介する手術治療以外の、生活習慣の改善や経鼻的持続陽圧呼

吸法などのご紹介もいたしたいと思います。 

併設の職員作品展 

併設の看護用具工夫展 

１階玄関ホール 

血圧測定，身体計測 健康相談 

医療相談 栄養科のブース 
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■連載企画 病院を支える専門職⑥ 

  「診療情報管理士」            診療情報管理士 川口 宏 

 当院の診療録管理は、新病院移転と共に本格的な診療情報

室が設けたのが始まりです。１患者１ファイル制を用いた診療

録(カルテ)・レントゲン・心電図などの診療記録物を中央保管

管理しています。 
 
 カルテ管理には大きくわけて２つの意味があると思います。一

つは、患者様のカルテそのものがどこにあるか常にその所在を

把握しておく物的管理で、１日に約１５００冊のカルテが病院内

で動いています。もう一つがカルテ内容の質的な管理です。行

われた診療の記録が的確に記入されているか、記載漏れはな

いか、さらに病名が適切か、医療行為実施者のサインのチェッ

ク、すべての記録が揃っているか、などのカルテの内容に関す

るさまざまな点検をし、不備があれば訂正依頼をして、カルテの

質を高めていく仕事です。 
 
 その中でも、診療情報管理士の主たる仕事はコーディングで

す。コーディングとは、病名を国際疾病分類ICD―１０、手術・処

置Kコードに基づいて登録を行います。蓄積することにより必要

なデータを抽出し、年次、月次等の統計作成、また必要に応じ

随時臨床、患者診療、病院運営、医学研究等に役立つ資料を

提供しています。また、非加熱製剤によるHIV感染やC型肝炎

感染など過去のカルテ調査からカルテ管理の重要性もクロー

ズアップされ、多くの方に認識されてきています。 
 
 当院もカルテの現物保管１５年とし、長期にわたり、情

報の保管管理しております。また、近年、コンピュータ化

が進み、当院も平成１８年には紙カルテから電子カルテ

に移行する予定になっています。 

左より，診療情報管理士の川口さん，清水さん，藤原さん 

■特別寄稿 「臨床研修医レターⅣ：新研修医紹介」 岡澤成祐、酒井智子、森永郷子 

 ４月から臨床研修医として市民病院にお世話になってい

る岡澤です。桜咲く４月からはや半年、私たち研修医もひと

つの転換期を向かえました。４月に紹介させて頂いた井石

先生と馬瀬先生は１年間金沢大学での研修になり、かわり

に酒井先生と森永先生に来ていただきました。それでは例

によりまして五十音順に恒例の自己紹介とまいります。  
 
まずは酒井先生です。  
 
 はじめまして。金沢大学研修プ

ログラムで富山市民病院に参りま

した、酒井智子（さかいさとこ）で

す。出身は石川県金沢市、出身

大学は富山医科薬科大学です。

富山と金沢を行ったり来たり・・親

もあきれています。今は麻酔科で

研修させていただいています。森

永先生とは対照的に背の小さい

方の研修医が、私です。手術前後

の皆様の緊張をとき、麻酔からさわやかに目覚めることがで

きるよう上手な麻酔を勉強中です。1年間いろんなところで

皆様とお会いすることがあると思いますので是非是非お声

をかけてください。皆様から信頼される医師を目指して今後

も努力してゆきますのでご指導よろしくお願いします。  

続きまして森永先生です。  
 
 はじめまして、森永郷子(もりなが

きょうこ)といいます。10月から1年

間、研修医として富山市民病院で

お世話になります。こんな時期か

ら？と不思議に思う方もあるで

しょうが、私の研修予定を取り仕

切る金沢大学が10月で移動と定

めているため、年度途中の移動と

なりました。出身は富山県内、大学

は金沢大学です。目新しさは有り

ませんが、富山弁対応可なのが利点です。とはいえ、「つか

えんちゃ」には困らされる事もありますが。これから1年間、い

ろいろな科を回る予定ですので、病棟や救急外来で、体の

大きな女研修医を見かけましたら、声をおかけください。ま

だまだ頼りないですが、諸先生方に習いつつ、日々精進し

ております。よろしくお願いします。  
 
 この隔月連載ももう４回目になります。担当患者さんにこ

のコーナーの感想を聞いたことが何回かありましたが、うれ

しい限りです。と同時にちょっと緊張してきました。 次回の

テーマは未定ですが、いつどんな内容で掲載されるか楽し

みにお待ちください。 
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■連載企画 病棟だより⑩ 「東病棟４階」 

 東病棟４階は、泌尿器科、胸部血管外科、形成外科を主と

し、時には、整形、内科、外科と多くの科の患者様が入院され

ます。よって、スタッフは全科に対応できる能力と知識を持っ

て仕事をしている、と自分たちは信じております。当病棟とし

て特徴的なことは、男性患者様が全体の3/4を占めるため、

ベテラン看護師はもちろんのこと若い看護師も男性の接し

方には十分な自信と誇りを持っております。 
 
 東４の朝の仕事始めは、「○○部長の回診で～す」のコー

ルから始まります。このコールがかかると東４の廊下が通行

止めになるほど医師・看護師・回診車が行き交い、まるで戦

場のようです。 
 
 各科ともそれぞれ特徴的であり、急性期から回復期そして

退院に向けての援助を行い、患者様一人一人に応じた対応

をモットーにしています。そのためにも患者様の視点に立ち、

その人に合った治療・看護を提供できるよう、医師・看護師

とも協力し合い頑張っています。患者様が笑顔で退院さ

れる時、「看護師をして良かった」と感じます。 

東病棟４階のスタッフ 

■連載企画 ボランティア・エッセイ⑧  ｢心の健康｣  病院ボランティア 石森 貞夫 

 秋日和の正午前のひととき、正面ベンチに入院患者さん達

が｢入院は長いなあ｣と２～３人タバコを吸い世間話をして、

自宅や畑を心配し農家のお父さんはこの頃は夜が長いとボ

ヤキながら、ボケそうだと嘆く。 
 
 何もしないで余り楽をしているとボケる痴呆になると愚痴っ

ぽく、頭を叩いて笑っていますが心配です。 
 
 先日｢こころの健康フェステバル｣に参加して、江畑クリニッ

ク院長＜東京在住・松沢病院精神科部長＞の基調講演『こ

ころの健康とバリアフリー社会』を聞き心の健康と異常は、①

理解出来ないことが多くなる、②一般的には平均からズレて

いるというのみで、健康であるか、病気であるかの判断ではな

く、学問的には自己受容・統合・現実認識や自律・自己実現・

環境支配といった受け入れの個人主張があるとのことです。 
 
 心の病気はどのようにして判断するのでしょうか。一般的に

は、①心理的・社会的ストレスが原因、②脳血管障害に起因

（痴呆症・感情障害・適応障害など）するものに分けますが、

現代のストレスは複雑です。①生理的なもの（食欲・性欲）、

②身の安全、③愛と所属の欲求、④承認の欲求（自分の

能力）、⑤自己実現・人生への欲求などで、ストレスも持続

性の時代です。ストレスの、圧力・抑圧・刺激警告反応・精

神的緊張などの原因は、家族との関係、職場での人間関

係などから、①無気力、②何とかしなければ、③このままで

はダメだという不安状況になることで、神経症・うつ病から

心身症へと変わる病状になるとのことです。 
 
 従って生きることは、苦の世界と釈迦のように悟ることが

できれば仏教（精神力）で救われる？方法もあるが、現代

は適当なストレスがあるから、強い人間の成長が望めるだ

ろうと先生は激励されました。 
 
 なぜ人は生きている社会に不満があるのか。何れの時

代にもストレスがあるように、私達は心の病気に対応し、一

次予防（病気の発生を）、二次予防（病気になっても早期

治療）、三次予防（障害を残さないリハビリを）で、こころのバ

リアフリーを求めたいものです。 
 
 フロイド（精神分析学）は｢人を愛して、ただ働く｣ことこそ、

こころの健康の原点だとし、現代は①身体医学的（身体の

どこかが病気）、②社会心理学的（ストレスがあるから）を余

り気にせず、バリアフリー（安心して暮らせる）を目指すに

は、社会の人々が平和に暮らせるように、また金子みすず

の詩に『私と小鳥と鈴』の心を学びなさいと、講演を結ばれ

ました。 
 
 時が過ぎて団欒の元気な患者さんは、今はこころの病い

もなく、お互いに長期療養を励ましあい、笑達とともに、今

日も無事に病室へと帰られました。 
呉羽山の紅葉：村沢京子さん作 



■編集コラム 
 最近，韓流ブームが全国的に巻き起こっています．冬のソナタのヨン様に代

表されるように，甘いマスクもさることながら，その礼儀正しさが日本のご婦人

を魅了していると言われています．ご存知のように韓国は儒教社会ですが，同

じように日本には道徳があります．最近，権利とか義務とか西洋的な契約社会

の陰に，道徳という言葉が忘れられがちではありませんか．こんなとき，人間関

係が時にぎくしゃくするものです． 

 孔子の論語のなかに「忠恕」という言葉があります．「忠」は「まごころ」，「恕」

は「思いやり」のことです．ここでの「忠」は上司への忠義の意味ではなく，他人

に対してまごころをもって奉仕することであり，また，他人のことをいつも思いや

り他人の身になって考えることが「恕」なのです．自分がやりたいことはまわり

の方もできるように，自分がいやなことはまわりの方もしなくてもよいように，考

えてみてはいかがでしょうか． 

 チームワークが益々重要となった現代医療，「忠恕」の精神は良好な医療の

大原則かもしれません．古来，礼儀正しいと言われた日本人の心をこれからも

大切にしたいものです． 

 

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 
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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 

■今月のふれあいギャラリー （玄関ホール２階） 

■今月のイベントと院内の動き 

○１０月３１日（日）：てん糖むしの会（富山市民病院糖尿病患者会）の総会

が行われました．参加人数は７１名（委任状３６名を含む）でした．総会後は４

名のパネリスト（医師，栄養士，看護師，患者様）によるパネルデスカッション

が行われました． 

 てん糖むしの会は平成１０年に発足

し，現在の会員数は１０８名（１０月１日

現在）です．てんとう虫は主に葉っぱを

食べているヘルシーな虫．そのかわい

いイメージで名づけました．座談会や

バーベキュー，スポーツクラブを利用し

ての運動療法など，テーマーに合わせ

て活動しています．また，毎年１０月の

総会では講師の先生をお招きしシンポ

ジュームを行っています． 
 
○ICU・HCU改修工事の第二期工事が

始まりました．ご来院の皆様や患者の皆様にご迷惑をおかけいたしますが，

よろしくお願いします．お気づきのことがございましたら，ご連絡下さい． 

ふれあいギャラリー（玄関ホール２階）：１１月２４日より１２月

１３日まで，写真「京の紅葉３」（中村 勇さん）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．１２月１４日からは

写真「カレンダー」（濱野 敏男さん）を予定しています． 

てん糖むしの会 総会 

☆お知らせ☆ 
 本誌は富山市民病院メールマガジンでお届けした内容をリメイクして編

集しております．電子メールアドレスをお持ちの方は，この機会にぜひ電

子メールアドレスをご登録下さい．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． 

☆富山市民病院に来院された皆さまへ☆☆富山市民病院に来院された皆さまへ☆  
 

かかりつけ医の紹介状をご持参かかりつけ医の紹介状をご持参かかりつけ医の紹介状をご持参

下さるようお願いいたします下さるようお願いいたします下さるようお願いいたします   
 
 富山市民病院は日頃から診療所の医師

（かかりつけ医）と協力して医療を行っていま

す。普段はお近くの診療所で皆様の健康を

管理していただき、特別な検査や入院が必

要な場合は、かかりつけ医に紹介していただ

くことで、検査や治療を優先的に受けること

ができます。また、当院での必要な検査や治

療が終わりましたら、検査結果や治療経過を

速やかにご報告いたしますので、引き続きか

かりつけ医で治療を行っていただくことにな

ります。 

 当院と診療所間の連絡が円滑にいくよう、

当院では地域医療連携室を設置していま

す。一部の外来では、患者さまの集中により

診療をお待ちいただくことがありますが、来院

される前にかかりつけ医より地域医療連携

室へ予約していただくことで優先的に診療い

たします。紹介状のない方は特定療養費

（1050 円）が必要ですが、紹介状をお持ちの

方は不要となります。もちろん紹介状をお持

ちでなくとも、急を要する病状の場合は最優

先で診療を行いますので、ご安心いただきた

いと思います。 

 富山市民病院では、皆さまのご健康を地域

の医療機関と共にサポートしようと考えてい

ますので、ご協力いただきますようよろしくお

願い申し上げます。 

                      病院長 


