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 輝かしい新年を迎え、皆様方には心

からお慶び申し上げます。 
 
 昨年は、猛暑や台風、そして地震、さ

らには水害と、さまざまな自然災害が

日本各地を襲い、甚大な人的・物的被害

を発生させました。 
 
 中でも、新潟県中越地方におきまし

ては、震度７強という地震が発生し、家

屋の倒壊など多くの方々が被災されま

した。また、台風は、統計開始以来、

多の上陸数となり、とりわけ、猛烈な風

と大雨を伴った台風２３号は、本市を

含め各地に大きな被害をもたらしたほ

か、異常気象などによる生態系への影

響を背景に、全国各地で熊による被害

も相次ぎました。 
 
 それぞれ被害にあわれた方々に対

し、心からお見舞い申し上げますとと

もに、地震被災地の一日も早い復興と、

本年が災いのない穏やかな年でありま

すよう願って止まない次第でありま

す。 
 
 さて、先日、病気の治療法について書

かれた本に目を通す機会がありまし

た。その本には、「入浴」に関する記述

があり、「入浴は日本が誇る健康法」と

の書き出しにより、「入浴ほど血行を良

くさせるものはない。」など、その効用

が書かれておりました。また、「体操と

散歩」についても触れてあり、「受け身

の健康法としての入浴に対し、体操と散

歩は、筋肉や関節を動かすことによって

血行をよくし、身体を鍛錬するといった

意味合いもあるので、日々の生活におい

て習慣化させることはとてもよい。」、

また、「体は動かさないと筋力が低下す

るので、日常的に体操をして、普段使っ

ていない筋肉をきちんと使う。また、散

歩は、時間帯など無理のない範囲で行

う。ただし、散歩では、決まった筋肉し

か使われないので、腰痛の予防を目的と

するなら、上体を左右に揺するような軽

い体操やゆっくりストレッチを行うの

もいいが、腰にとても負担がかかるの

で、除々に体を慣らしながら行う。しか

し、運動が体によいからといって、やり

すぎは禁物である。」とも書かれていま

した。 
 
 私たちは、体調もよく、仕事や勉強が

はかどっているときは、体のことをほと

んど気にしないのに、少し頭が重いと感

じたり、お腹が痛かったりすると、とた

んに気になり、熱が高い場合には一層心

配になってしまいます。 
 
 病気にならないと健康の大事さに気

付かないものですが、豊かになった社会

に暮らしていても、体調が優れなかった

り、病気を抱えていては、もったいない

ものです。 
 
 「一年の計は元旦にあり」。今年こそ

三日坊主にならないよう自分なりの健

康法を実践しようと思っています。 
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富山市民病院の患者権利章典 
 
 すべての患者さんは、平等で、最善の医療を受ける権

利が保証されています。その基盤として、私達は患者さ

んの医療を受ける上での基本的な権利を守ります。 
 
 医療は、患者さんと医療者と対等の関係の中で、両者

の信頼関係に基づいて、協同して行われるものであり、

患者さんに主体的に参加していただく必要があります。 
 
 富山市民病院は市民の健康と福祉の向上に寄与す

ることを使命としており、ここに「患者権利章典」を制定

し、患者さんの医療への主体的な参加を支援します。 

１．平等な医療を受ける権利 

２．最善の医療を受ける権利 

３．十分な説明を受ける権利 

４．情報開示を要求する権利 

５．自己決定する権利 

６．個人情報を守秘される権利 

■解説 患者権利  ③十分な説明を受ける権利と情報開示を要求する権利 

３． 十分な説明を受ける権利     
  患者さんは、これから行われようとする検査および

治療の目的・方法・内容・危険性およびこれに代わりう

る代替手段、また検査結果、診断、病状経過、予後など

について、医療従事者から十分に説明を受ける権利を有

します。 
 

４． 情報開示を要求する権利      
  患者さんは、医療機関に対し、自分の診療に関する

記録などの閲覧およびそれらの写しの交付を受ける権利

を有します。 

解説 
十分な説明を受ける権利 

 特に手術を含めて入院治療が必要な主要な

病気については、“クリニカルパス”とよばれ

る入院中のスケジュールを記載したパンフレッ

トに基づいて詳しい説明をおこないます。 
 
情報開示を要求する権利 

 もちろん日常的に医師から病状の説明を受け

ることができますが、診療録そのものの開示を

希望される場合は、お申しいただければ、原則

的に開示いたします。 

新年のご挨拶   病院長 泉 良平 

 明けましておめでとうございます。今年も富山市

民病院は、皆様に安全で安心な医療を受けていただ

けるよう、職員一同努力いたします。 
 
 富山市民病院は市民の皆様の健康をお守りする

ために、その診療システムを変えつつあります。そ

の一つが、「紹介外来制」といわれるものです。こ

れは、これまでの、病院内で全ての医療を完結する

医療とは異なり、地域の医療機関と共同して、地域

内でよりよい医療を完結しようとするものです。 
 
 納得して医療を受けていただくには、診療内容の

説明に十分な時間を費やし、また、ゆとりを持った

時間の中で診療させていただくことが必要です。そ

して、そのことによって、より正しい医療を提供で

きることになります。多くの患者様を診療させてい

ただくことで、時には長時間お待ちいただくことに

なり、大変申し訳なく思っております。 
 
 患者様にとりましても、また我々医療者にとりま

しても、納得できる医療を提供するためには、地域

の医療機関の皆様と共同して皆様の健康をお守りす

るシステムを作る必要があります。それが、先に述べ

ました「紹介外来制」です。普段は、お近くの「かか

りつけ医」にて健康管理をしていただき、検査や手術

などの治療を必要とするときには、かかりつけ医か

ら紹介していただきます。病院は紹介状の情報を基

に責任を持って診療にあたることにより、また、紹介

状をお持ちの方には診療の待ち時間を短くする等の

方策を取り入れて、皆様に納得していただける医療

を提供したいと思います。 
 
 勿論、急病の際には、優先して治療にあたること

はいうまでもありません。そのために、富山市民病

院は４月から、救急医療の要ともなる集中治療室お

よび高度管理治療室を整備いたします。さらに、地

域医療機関と共同して皆様の健康をお守りするため

のシステム作りに着手しています。より良いシステ

ムを作り、そして変わりつつある富山市民病院を育

て上げていただくためにも、ご意見を頂きたいと思

います。皆様の健康を守る拠点として富山市民病院

病院は努力してまいります。ご支援を宜しくお願い

いたします。 
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病院長からのメッセージ 
               「混合診療」      病院長 泉 良平 

 政府の諮問機関である「規制改革・民間開放推進

会議」が、混合診療を解禁するように提言している

ことは、新聞紙上などで大きく取り上げられていま

すので、皆様も興味を持っておられることと思いま

す。日本は、医療保険制度が諸外国に比べて格段に

整備されており、国民皆保険といわれ、医療を受け

られる際には、ほとんどの方が医療保険の恩恵を受

けています。社会保険・国民健康保険などによって、

医療費の一部がまかなわれており、ほとんどの皆さ

んは医療費の３割を負担して、医療機関に支払をし

ています。残る７割は社会保険であれば、健康保険

組合や共済組合が負担し、国民健康保険であれば自

治体が負担します。これが、保険診療であり、診療

にはこれ以外に、自由診療があります。今回問題と

なっているものは、保険診療に保険外診療を加える

「混合診療」です。 
 
 我が国の医療保険制度では、保険診療の際には、

保険では認められていない診療を加えることが禁

じられています。ただし、特定療養費という名目で、

保険外の費用をお支払いいただくシステムがあり

ます。紹介状をお持ちにならずに、病院で診療（初

診）を受ける際には、特定療養費として病院では１

０５０円をいただいています。これは、紹介状をお

持ちの方には、医療保険では紹介外来加算といわれ

る料金が別途必要であるために、紹介状を持ちにな

らない方との差をなくすためにもうけられた費用

です。その他にも、長期間の入院費用の一部にも、

この特定療養費による自己負担が必要となります。

しかし、通常の保険診療の際に、医療保険で認めら

れていない診療行為を行っても、その費用を請求で

きません。従って、保険診療以外の診療は出来ない

ことになります。もし、保険診療以外の医療を行っ

た場合には、全ての医療費を自由診療と同じ扱いと

して、全て患者様の負担となります。この部分が問

題であるとして、混合診療を認めるようにと提言さ

れているわけです。 
 
 医療の進歩は目覚ましく、これまでは行われな

かった肝移植などが行われています。現在では保険

診療として認められている肝移植ですが、多くの人

手と資材が必要であり、保険で認められていないと

きには、多くの方の寄付や研究費が充てられまし

た。そして、５例の成功例があると、その医療機関

で先進医療として認められた場合に、保険を適応で

きることになります。健康保険で認められない限り、

全ての医療費は自己負担となります。実際の肝移植

では２０００万円以上を患者様や御家族が負担せね

ばなりません。大変な負担です。これは、手術のみな

らず、入院にかかる費用も全て支払わねばならぬと

言う現行のシステムがあるからです。混合診療が認

められれば、このような負担は軽減され、従って新し

い医療に取り組みやすくなると考えられるため、東

京大・大阪大・京都大の病院長が混合診療賛成と声を

上げたのです。 
 
 混合診療となった際の逆の面も考えねばなりませ

ん。日本医師会が反対しているのは、混合診療がはい

ることによって、安全性が確立していない医療が行

われる危険性が高まったり、保険診療でまかなわれ

る診療行為が、保険外診療が入ることによって狭め

られる危険があるということです。どなたも平等に

医療を受けることができる現在のシステムは大変素

晴らしいものです。保険外診療に高度医療が入り、支

払い能力のない人は新しい医療を受けられなくなっ

ては、医療保険制度は壊れてしまう危険性がありま

す。限定された医療行為にのみ保険外診療を認め、費

用や有用性を第３者機関などで検討し、保険診療に

組み込んでいければ、安心して医療を受けることが

できるのではないかと私自身は考えています。これ

らの点を、もっと議論してからでも遅くはないと思

います。 

本栖湖の傘雲 

中村 勇 さん作 
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■診療科紹介 
 脳神経外科 

 脳動脈瘤、脳腫瘍、頸椎疾患、脳血管の手術

など、治療に際しリスクのある疾患に対して

十分なインフォームドコンセントを行ってい

ます。頸動脈内膜剥離術（実績１００例以上）、

頸椎手術、脳血管内手術および小児脳神経外

科手術などを含めた広範囲にわたる脳神経外

科領域の外科治療を行い、きわめて満足すべ

き結果を得ています。また救急医療、病診連

携、脳ドックも充実しています。 

★クモ膜下出血（破裂脳動脈瘤） 

 大部分が脳の血管（動脈）にできたこぶ（瘤）

が破れておこります（脳動脈瘤破裂）。突然の

激しい頭痛にて発症し、嘔吐や意識障害（程度

は様々）を伴うこともあります。初回の出血に

て、1/3から1/2の方が亡くなられるか重度の

後遺症を残すといわれている非常に危険な病

気です。さらに、初回に程度が軽くても再出血

して亡くなられることもあり、再破裂予防の

ための治療が必要となります。治療には、頭蓋

骨を一部はずし（開頭し）、動脈瘤の頚（茎）

部にクリップをかける手術（クリッピング手

術）や血管の中からカテーテルを動脈瘤まで

誘導しプラチナで出来たコイルにて詰める手

術（血管内コイル塞栓術）があります。 
 
■脳動脈瘤コイル塞栓術 

 脳血管内にＸ線透視下で極細い（約1mm）

マイクロカテーテルを通し、脳動脈瘤内に先

端を誘導します。次いでマイクロカテーテル

の中にプラチナで出来た細いコイル(GDCコ

イル)を送り込み、脳動脈瘤の中で糸を巻くよ

うにして丸め動脈瘤の中を塞ぎ、電気を流す

ことでコイルを切り離して瘤内に置いてきま

林 裕 

（はやし ゆたか） 

救急センター部長 

脳神経外科医長 

昭和62年卒 
 
●専門領域 

  脳神経外科  

宮森 正郎 

（みやもり ただお） 

脳神経外科部長 

昭和53年金大医学部卒 
 
●専門領域 

 脳神経外科（脳卒中、脳腫

瘍、頸椎疾患、小児脳神経外

科）と救急医療  

●資格 

 医学博士、脳神経外科学

会認定専門医、日本脳卒中

学会専門医、日本救急医学

会北陸地方会評議員など  

●モットー 

 常に“いやしの心“を

もって患者さんを診察し、

治療にあたるように心掛け

ています。 

す。コイルを何本も送り込み脳動脈瘤を閉塞

させることで、脳動脈瘤の破裂を防ぐ治療法

です。コイル塞栓術の可能な脳動脈瘤に対し

て、富山市民病院では脳神経外科が中心とな

り積極的にこの治療法を行っています。 大

の利点は、とくに手術の困難な患者様に治療

が行え、かつ身体に対する侵襲が 小限に押

さえられることです（開頭手術の必要があり

ません）。入り口が広い脳動脈瘤はコイルが

瘤内から飛び出してしまうために、技術的に

治療が困難な例もあります。 近私たちは、

風船のついたマイクロカテーテル（バルーン

カテーテル）を用いて動脈瘤の入り口を塞い

でコイルが飛び出さないようにしながらコ

イルを挿入。脳動脈瘤を治療し、良好な成績

を得ています。 

         術前                術後  

★脳腫瘍  

 頭蓋内に発生する原発性および転移性（他

の臓器の癌などの転移によるもの）の腫瘍の

総称です。原発性脳腫瘍の頻度は人口10万人

に対し年間12.5人といわれています。治療法

は、手術（腫瘍摘出術）、放射線療法や化学

療法（抗癌剤による治療）があり、腫瘍の種

類、大きさ、部位などにより適切な治療法が

選択されます。   

 
■脳腫瘍血管塞栓術 

 脳腫瘍の中には非常に血管に富み、手術

中、手術後に大量の出血をおこすものがあり

＜脳神経外科で扱う主な疾患＞ 
 
脳血管障害（脳卒中）  

・脳出血 
  脳内出血、クモ膜下出血（破裂脳動脈瘤） 

・脳梗塞 

・未破裂脳動脈瘤 

・脳動静脈奇形 

・もやもや病 

脳腫瘍 

頭部外傷 

 頭蓋骨骨折、急性硬膜外（硬膜下）血腫、 

 脳挫傷、慢性硬膜下血腫など 

脊椎・脊髄疾患 

 頚椎椎間板ヘルニア・後縦靱帯骨化症、 

 変形性頚椎症 

 脊椎・脊髄損傷 

小児疾患 

 先天性水頭症、二分脊椎など 

造影MRI水平断        造影MRI冠状断  

塞栓術前               塞栓術後  
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  山に自生している芋を｢山芋｣というのに対し、人里で作られる芋を｢里芋｣といい

ます。秋から初冬にかけてが旬です。木株の中央に親芋がありその周りにできる子

芋のことを里芋といいます。子芋、親芋や葉柄（ずいき）、親子兼用種の八ツ頭等

３つの種類に大別されます。 
 
★管理栄養士からアドバイス 

  でんぷんが主成分ですが、サツマイモに比べてエネルギーは58kcalと少なく糖質

をエネルギーにかえるビタミンB１、肥満予防の効果がある食物繊維も豊富なの

で、太ることを気にせず食べられます。但し食べ過ぎはいけません。 

  特有のぬめりがありますが、これはガラクタンという多糖類とたん白質が結合し

たものに、マンナンという水溶性の食物繊維が加わった糖たん白質の一種です。脳

を活発にする物質や消化酵素が含まれています。また、芋の中ではもっともカリウ

ムが多いのも特徴で、ナトリウムを排泄し、高血圧予防に効果があります。食物繊

維は、便秘予防にも役立ちます。 
 
★《調理のポイント》 

  皮をむくときに手がかゆくなるのは、シュウ酸カルシウムの針状結晶が含まれて

いるためです。酢で指先をぬらしておくと、かゆみが予防できます。皮をむいた後

は、塩もみ、下茹でします。また濡らしたキッチンタオルで皮ごと一つずつくるん

で電子レンジにかけてから皮をむいてもいいです。 

  里芋は、おでん、田楽、汁物の料理に適しています｡ 

■連載企画 旬をたのしむ⑦  「里芋」 

里芋の栄養（100g中） 

エネルギー 58kcal 
たん白質 1.5 g 

脂質 0.1 g 

食物繊維 2.3 mg 

カリウム 640 mg 

カルシウム 10 mg 

リン 55 mg 

鉄 0.5 mg 

亜鉛 0.3 mg 

カロテン 5 mg 

ビタミンB1 0.07 mg 

ビタミンB2 0.02 mg 

ビタミンC 6 mg 

ビタミンE 0.6 mg 

荒川 泰明 （あらかわ やすあき） 

脳神経外科医長 

平成６年金大医学部卒 
 
●専門領域： 脳神経外科一般、脳血管内手術  

●資格： 医学博士、脳神経外科学会認定専門医、日本脳神経

血管内治療学会、日本脳卒中学会、日本脳腫瘍病理学会 

●モットー・患者さんへ一言；  明るく、優しくをモットーに

診療させて頂いております。脳の病気は日本人に多く、誰もが

不安を抱いておられます。脳神経外科にお気軽にご質問、ご受

診下さいませ。また 近脳動脈瘤を切らずに治す、脳血管内手

術という低侵襲治療が急速に発展して参りました。当院におき

ましてもこれを積極的に導入し、治療しております。ご不明な

点やご質問などありましたら、何なりとお申し付け下さい。 

ます。腫瘍に入り込む血管にマイクロカテーテル

を通し、これを詰めることにより腫瘍からの出血

を減らす治療を行っています。 
 
★慢性硬膜下血腫  

 通常中高年からお

年寄りに多い病気

で、頭を打った後3週
間から、長い場合に

は数ヶ月を経て、頭

蓋骨の下の硬膜と脳

の間に血が溜まって

くるものです。血腫

により脳が圧迫さ

れ、頭痛から半身麻

痺、歩行障害、痴呆症

状、意識障害といっ

★ミニ知識 《おせちのいわれ》 

黒豆    まめ（健康）に暮らせるように 

昆布巻   よろ｢こぶ｣の言葉にかけて 

田作り   豊作を願い、小魚を田に肥料として使われていたことから 

数の子   子孫繁栄を願って 

里芋    子宝に恵まれますように 

栗きんとん 黄金色に輝く財宝に例えて豊かな一年であるように願いをこめて 

紅白蒲鉾 紅はめでたさと喜びを表し、白は神聖を表している 

た様々な症状が出現します。治療法は、通常頭蓋骨に小さな穴を開

け、血腫を洗い流し、脳への圧迫を取り除く手術を行います。 
 
詳しくはホームページをご覧下さい（他にもいろいろな疾患や治療法が写真解

説付きで紹介されています）． 

http://www.tch.toyama.toyama.jp 頭部MRI 
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■特集 国際医療交流  姉妹都市ダーラムを訪れて      内科 樋上義伸 

 小児科の岡部先生と二人で，姉妹

都市間の医師交流プログラムの一環

としてアメリカに行ってきました．富山

市の姉妹都市であるノースカロライナ

州ダーラム市では，10月25日から10

月30日までの5泊6日の滞在期間中

に，いろいろの貴重な体験を積むこと

ができました． 
 
 市内には大きな病院が３つあります

が，主としてデューク・メディカル・センター（DMC）での研

修・交流を行ってきました．DMCは大学病院ですが，全米の

５本の指に入るというとてつもない病院で，臓器移植や救急

患者搬送用のヘリコプターを４機所有し，広大な敷地内の

移動のために2台のモノレールが常時往復運転をしていま

す．  
 
 肝臓病のチーフのディール先生の外来に半日付き合い

ましたが，先生の外来は30分にひとりの完全予約制で，そ

の日の診察は午前中の６人だけでした．患者さんは（多くは

家族と一緒に）充分な時間をかけて主治医と話ができて，

皆納得して帰っていかれる姿を見て，とても羨ましく感じま

した．医療を行う側も受ける側も満足感が得られる診療がそ

こにはありました．「僕の外来は１日に50人の患者さんを診

なければならないので，ひとりと話ができる時間は３分間し

かない」と言ったら，目を丸くされてしまいました．しかし，アメ

リカの高い医療費を払える人は一部の人たちで，「国民す

べてが安い費用で高度な医療を受けられる日本のシステ

ムもすばらしいのです」という点は強調しておきました． 
 
 毎日の医学交流の中では，CT・MRIによる見事な3D血管

画像に目を見張りましたし，カプセル内視鏡（まだまだ実用

的ではありませんが，内視鏡のとどかない小腸の病変の診

断には有用で20例あまりの経験があるそうです）による画

像を興味深く見ることができました． 
 
 一方，上述の国民皆保険システムや，早期胃癌の発見と

内視鏡治療，さらにはＢ・Ｃ型ウイルス肝炎・肝癌の治療な

どに関しては，日本の方が優れている面が多くあり，向こう

の若い先生たちにとても羨ましがられました． 

 僕たちの滞在中の世話は，交流協会のタキ・スコービルさ

ん，マイケル・トループ氏（南部中学で英会話を教えたことも

ある教師）とトーマス・スポーン先生（前回，市民病院に来ら

れた病理学のドクター）の３人が，病院研修・市長訪問・市

民交流・ホームステイなどの手配をすべて完全なボランティ

アとして行ってくださいました． 
 
 なるべく多くの人たちと顔見知りになって欲しいという意

味だと思いますが，毎晩違う人たちとの夕食会が組まれて

おり，ホームステイ先もこれらの人とは違う家庭を岡部先生

とは別々に毎日移動する，というスケジュールを最初に聞

かされた時は正直ぞっとしたものですが，実際に会ってみ

るとアメリカ人はこのようなパーティーに慣れ親しんでいる

ようで，みんながとても気さくで話しやすい人たちばかりでし

た．好きなものをすきなだけ飲んだり食べたりしながら，誰彼

となく好きなことをお喋りしながら時の経つのを忘れ，毎晩と

ても楽しく過ごすことができました．日本のことも皆さんとて

もよく知っていて，「皇太子夫妻にはもう男の子はできなさそ

うだけど大丈夫なのか」とか，「雅子様の憂鬱はよくなったの

か」などという話題でよく盛り上がりました．もちろん，次の週

に控えている大統領選の話題も．日本では初対面どうしで

はこうはいかないだろうなと思うと，アメリカ人の文化・気質

が羨ましく感じられました．時差ぼけも手伝って眠る暇がな

いのが唯一の悩みだったでしょうか． 
 
 もう一つアメリカ人について感じたことは，とても家庭を大

事にしているなということです．ホームステイ先ではまず家

族のことを聞かれ，写真を見せてくれと言われました．ドク

ターもまとまった休みはよく取ることができるようで，休みの

日には家族でしょっちゅう旅行に出かけています．学習塾

通いで忙しいなんていう子供はひとりも見ませんでした． 
 
 ダーラムで多くの友人と知りあうことができてとてもハッ

ピーだった反面，アメリカ人の豊かな生活を目の当たりにし

て，夜間も休日も拘束される上に３日間以上の休みなど取

ることもできないという今の生活はいったい何なのかと思う

と，日本に戻ってかなり落ち込んでいる今日この頃です． 
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■特集 国際医療交流  姉妹都市ダーラム見聞録    小児科 岡部 敬 

 ダーラム市は、アメリカの東海岸、

ノースカロライナ州にある人口２０万あ

まりの都市で、「デユークの森」と呼ば

れる広大で自然豊かな森を擁してい

る。昔はタバコ産業が盛んだった町

が、最近はデユーク大学メデイカルセ

ンターを中心に医学、医療の都市へと

変貌をはかった。富山市との交流が

始まって１５周年になる今年は、富山

市からは我々医師２名のほか、先に市議会議員２名がダー

ラム市を訪れ、またダーラムからは６月に中学生が富山に

ホームステーに訪れるなど盛んな交流が行われた。 
 
 （すべてがLサイズのアメリカ） アメリカに降り立ってまず

感じた事は、すべてがL(large)サイズであることだ。人は大き

い（背は高い、幅も広い）、道はひろい、巨大なハイウエーは

東西南北に整備されている。ホームステーの家は比較的裕

福な家庭であろうが、大きく、庭も広い。レストランの食事の

量といったら二人分もあるくらいで、ドリンクのカップもバカ

デカイ。これを全部食べていたらLサイズの体になってしま

うのもうなずける。しかし、味は慣れ親しんだ日本の食べ物

のほうが、どうも口に合うようだ。 
 
 （根づくボランテイア活動） 姉妹都市交流は、富山では

市の機関が中心になり、ダーラムからのお客さんを受け入

れる準備が進められる。もちろん、一般市民からお客さんを

もてなすホストファミリーを募ったりするのであるが、ダーラ

ムでは企画運営からボランテイア組織である姉妹都市交

流協会が中心となっており、市の援助は少ないようである。

我々も、ダーラムのホストファミリーや通訳の方など、多くの

ボランテイアの方にお世話になった。日本でも災害復興支

援ではボランテイア活動が盛んになって来たが、文化交流

の面ではまだまだアメリカに及ばない。 
 
 （日本の伝統文化へのあこがれ） 文化交流と言えば、

ダーラムでお月見をするとは思わなかった。デユーク大学

のアジア・太平洋研究所が、大学にある日本庭園でお月見

の会を開き、それに参加する機会を得たのだ。お茶のお手

前が披露された後、皆にお抹茶とお菓子が配られ、それを

戴きながら、今度は琴と尺八で、荒城の月や、五木の子守唄

の演奏を聴くという、何と日本的なセレモニーであろうか。国

の歴史が浅いアメリカでは、日本の古い伝統文化に関心が

強いという事もあるのだろうが、そこで配られた英文のパン

フレットの一節からそれだけでない事に気づかされた。（It is 

essentially about spiritual refreshment and the enjoyment of 

friendship through the sharing of a sip of tea.） 茶道の形式

だけにとらわれるのではなく、そこに息づく日本の心がアメ

リカ人にも共感を呼ぶのだろう。外から見た、日本の良さに

気づかされた。 

 

 （ダーラム医療事情） さて、本題の医学交流であるが、昨

年富山に来られたデユーク大学のスポーン先生の紹介で、

デユーク大学メデイカルセンターを見学させて頂いた。消

化器内視鏡の検査や、肝臓病の患者の診察に立会い、

NICUや産科病棟の見学、また同じ科のドクターが複数で

開業しているクリニックが集まっている地域を見たりすること

が出来た。このメデイカルセンターは全米でも５本の指に入

る医療の最先端を行く病院で、ドクターも優秀な人材が集

められている。患者の診察を見せてくれた肝臓病学の女医

のDiehl先生は、ヘッドハンテイングされ今年４月にジョン・ホ

プキンス病院より来られたばかりだそうだが、胃腸科のトッ

プについていた。実力主義のアメリカの一面をかいま見た。

診察室は完全な個室で、患者のプライバシーに配慮されて

いる。５～６時間もかけて家族４人でボルチモアからやって

来たという肝臓病の患者の子供にも気さくに話しかけ、１人

の患者を３０分くらいかけて診察できるのは、３分診療の日

本に比べ羨ましい限りであった。 
 
 何はともあれ、大統領選挙も大詰め真っ只中のアメリカ

で、テロにも遭わず無事日本に帰れ、ほっとしている。 
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 「医療扶助と公費負担医療」 
 

Ｑ１ 入院して手術が必要と言われましたが、医療

費や生活費のことが、心配です。経済的に困っている

場合、何か利用できる制度はないですか。 
 

Ａ１ 健康保険の高額療養費制度、生活保護制度の

申請、各種公費負担医療の制度があります。高額療養

費は自己負担限度額を超える保険一部負担金を支

払った場合、その超えた分について保険者から、払い

戻しが受けられます。健康保険の種類によっては、委

任払い方式や貸付制度により、自己負担がしやすい方

法があります。詳しくは市町村役場国民健康保険係や

社会保険事務所までお尋ねください。 

 健康保険に加入していなかったり、預貯金がなく親

族の援助も困難な場合、市町村役場に、生活保護を申

請し、各種調査により、生活保護の要件を満たせば、

医療扶助を受けることにより、安心して治療に専念で

きます。ただ、生活保護は､車の所有や生命保険の加入

が認められないなど、条件がいくつかありますので、

詳しくは､市町村役場福祉担当課までお尋ねくださ

い。 

 

Ｑ２ 各種公費負担医療には、どのようなものがあ

りますか。 
   

Ａ２ 特定疾患制度や更生医療、身体障害者手帳に

よる医療費助成制度などがあります。 

 国で指定されたパーキンソン病や潰瘍性大腸炎な

ど４５の疾患について、保健所に申請して、認定にな

れば、医療費の負担軽減措置が受けられます。また、

人工ペースメーカーの手術や人工透析の治療などは、

更生医療として所得により一部自己負担がある場合

もありますが､かなりの負担軽減となります。身体障

害者手帳による医療費助成制度は、市町村や患者さん

の年齢、手帳の等級により適用条件が異なりますの

で、詳しくは特定疾患については管轄の厚生センター

か保健所へ、更生医療、身体障害者手帳関係は市町村

役場障害福祉担当課までお尋ねください。 

 「医療費控除」 
 

Ｑ３ 税金の申告の時期が近付いて来ましたが、医

療費控除とはどんな制度なのですか。 
 

Ａ３ 医療費控除とは、納税者本人または生計を同

一にする家族の方が、病気やけがで医療機関にかかっ

た場合、１年間（１月１日から１２月３１日まで）に支

払った医療費が所得から控除される制度です｡介護保

険の導入でホームヘルプやデイサービスなどの福祉

サービスも、医療との連携に十分配慮して提供される

ことにより医療費控除の対象になっています｡ 

 

Ｑ４ 計算方法や医療費には何が含まれますか。 
 

Ａ４ 一年間に支払った医療費から保険金などで補

填されている金額を差し引き、その金額から１０万円

または所得金額の５％のどちらか少ない方を差し引い

た金額が医療費控除額となり 高２００万円です。医

療費として認められるのは健康保険の一部負担金や入

院時の食事代、介護保険の施設サービス費・居宅サービ

ス費、おむつ代、治療用装具代、通院交通費などで、健

康診断の費用や美容整形の費用、健康食品や健康増進

のための医薬品の購入費は対象となりません。 

 

Ｑ５ 自宅療養中の家族は、人工肛門でおむつもし

ていますが、手続きなどはどうなりますか｡ 
 

Ａ５ 医療費の領収書やおむつ代、ストマ装具の領

収書のほかに、おむつ代・ストマ装具代については、医

師の使用証明書が必要となります。書類が全部整った

ら、給与所得者の場合は源泉徴収票と還付用確定申告

書を税務署に提出します。自営業者の場合は、確定申告

時に確定申告書の医療費控除欄に記入し税務署に提出

します。領収書を無くされた方等に対し当院では年間

の領収証明書を有料で発行しています｡なお、医療費は

実際に支払ったものに限り控除の対象になり、未払い

のものは実際に支払った年の医療費控除の対象となり

ます｡詳しいことは、税務署にお問い合わせください。 

「朝」（正面玄関右壁の大画） 
 ほのぼの明ける新しく希望に

満ちた一日が始まることを表し

ています．病院に来られた皆様

に，健康回復への勇気と希望を

持っていただくために描かれた

ものです． 

（昭和58年 大島秀信 氏作） 
縦２．５ｍ×横１０．８ｍ この作品のために特注のアトリエを建てて創作されました． 
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■連載企画 病院を支える専門職⑦ 

        「理学療法士」         理学療法士 大野 貴代 

 「理学療法士」といっても、一般にはまだ十分に理解

されているとはいえないかもしれません。理学療法士

は昭和40年に法制化され、今年で39歳です！まだまだ

若い職種です！(私の方が若いですが☆) 現在、理学

療法士資格登録者は全国で41.000名を超え、富山県で

は250余名となりました。理学療法士になるためには

大学や専門学校で3年以上学び国家試験を受験し、資格

を取得します。 
 
 理学療法士は、身体が不自由となった方に対し、身体

と心の両面から運動機能や身体能力が 大限に回復・

維持できるように援助しています。具体的には、医師の

指示の下に「運動療法」(関節可動域の改善や筋力増強、

麻痺の回復、痛みの軽減などを通じて歩行や動作を改

善)、「物理療法」(温熱、電気、牽引などにより痛みや

循環の改善をはかる)、「日常生活活動訓練」(移動、排

泄、入浴などの身の回り動作の自立を促す)を中心に行

います。一般的には、病院のリハビリ室で歩行練習や固

くなった関節を動かしている、といった場面がイメー

ジしやすいと思いますが、治療の場はリハビリ室だけ

ではありません。発症・受傷早期から病室で行ったり、

時には集中治療室に入ることもありますし、治療方針

を決める会議にも参加します。理学療法は、脳卒中後遺

症、骨折、変形性関節症、切断、リウマチ、呼吸器疾患、

心筋梗塞、脳性麻痺など、様々な病気・ケガの新生児か

ら高齢者までを対象に各個人の状態を調べて適切な治

療方法・目標を設定後、治療を進めていきます。（ 近

の理学療法をした 高齢者はナント101歳！） 
 
 理学療法士は病院のイメージが強いかもしれません

が、活動の場は他にもあります。介護保険施設、介護福

祉施設、養護学校、保健所などの行政機関、ホームヘル

パーやボランティアへの指導、スポーツ分野、 近では

予防医学に対しての助言など様々な領域で活動してい

ます。毎年7月17日の理学療法士の日を含む1週間は、

各都道府県の理学療法士会でイベントを行っています

ので是非参加してみてください！！ 

■連載企画 病棟だより⑪ 「西病棟３階」 

 西病棟３階は産科と婦人科の女性ばかりの混合病棟

です。産科は、外来中より「妊娠中の生活指導」や「お

産準備クラス」などで妊婦さんと関わりを持っていま

す。分娩になれば「呼吸法や精神的援助」、「分娩の介

助や異常の判断」を行い、分娩が異常に急変した場合な

ど、より慎重に機敏に動かなければなりません。しか

し、元気で生まれた児を見た時は毎回忘れられない感

動があります。また、時には切迫早産などハイリスクの

妊婦が母体搬送され、出産後NICUへ入院するケース

がありますが、NICUと情報を交換し、常に連携を密に

しています。また、産後は更に母子の愛着を深める「カ

ンガルーケア」、や「母子同室制」、退院後の「母乳育

児の相談」を実施し、限られた時間の中で助産師が乳房

マッサージや育児指導を熱心に行い、母乳率アップを

目指しています。近年少子化により、母親の出産や育児

に対する考えが変化していますが、母親一人一人の個

別性を重視し、満足できるお産を目指したいと思って

います。 

 次に、婦人科では、不妊相談や体外受精時の精神的ケ

ア、思春期から更年期の婦人科疾患や化学療法を受け

られる患者には、満足な療養生活が送れるように、「優

しさ」と「患者の気持ちを大切に」をモットーとし、お

世話させてもらっています。女性の方で悩みをお持ち

の方はどのような些細なことでもご相談ください。 

西病棟３階のスタッフ 



■連載企画 ボランティア・エッセイ⑨ 『わかっちゃいるけど やめられない』 

  ─依存症について考える─          病院ボランティア 石森 貞夫 

 先月は『こころの健康』について、ストレス（抑

圧精神的緊張）の対応など述べましたが、『現代の

依存症と対応』の講演を昨年に田辺先生（北海道立

精神保健福祉センター部長）から聞き、感銘しまし

た。 
 
 ストレスがあるということは、人間が生きている

証明であると割り切ればよいのですが、感情がある

ので本来は日々のストレスを解決するため、酒を飲

んだり喫煙したり、またギャンブル（パチンコ・競

馬・競輪麻雀・バカラなど）賭け事にはまるなどし

て、しばし頭（脳）の疲れを休めるのですが、度を

重ねると次のようになることがあります。 
 
 アルコール依存症（コントロール障害）は一般的

にも知られており、一本だけと思いながら、ついも

う一本と進行し、精神的に制御できなくなるよう

に、今の働き盛りの人のアル中毒は減少気味です

が、現代社会の『ギャンブル依存症』は増加傾向に

あり、これは消費者金融・カード貸金業・ノンバン

ク利用者が手軽にお金を借りるようになり、パチン

コが３０兆円業界になり、若者や主婦が｢今日はや

めよう｣と決めても足が向い｢ここまでと決めても

やめられない｣自分の意志や力ではギャンブルへの

衝動を抑えることが出来なくなり、借金を重ねて仕

事や家庭に大きな支障が出ても、なお止められない

状態が続きます。 
 
 ギャンブル依存症は、アルコール依存症や薬物依

存症のように身体症状はありませんが、｢心の病気｣

であることには変わりありません。従って回復に向

けては本人は自分の意志をコントロール出来ない

自身を病気と認めて、一人だけではなく、家族の協

力と共に同じ仲間と出会って｢やめよう｣という強

い意志を持ち、完全にやめることが大切です。 
 
 植木等さんの『わかっちゃいるけど やめられな

い』のスーダラ節ではいけません。わかっていると

いう認知、やめられない行動は、①生物学的（脳の

快感をもたらす物質と反復機能）、②心理社会面（達

成感・有能感・快～不快～快～大不快～という二重

拘束的な状況）嗜癖行動から脱出できないメカニズ

ムから、本人の要因となる対象要因および社会環境

要因からなると田辺講師は分析され、日常生活から

ギャンブル依存症をチエックすることが必要とさ

れました。 
 

 ①仕事が手につかない、②自由な金で第一に行動

する、③やれないと苛立つ、④一文無しまでやる、⑤

止めよう減らそうと努力の失敗、⑥嘘をいってもや

る、⑦知人はいない、⑧２０万円を５回以上借金、⑨

流用や勝手な換金での賭博、⑩家族に度々迷惑をか

けているという事が、５点以上あると危険な状態に

なります。 
 
 依存症一般の治療原則は、①継続する嗜癖行動に

よって生じた問題の治療→一般精神科、②合併症対

策（肝障害・栄養障害などの治療→精神科以外での診

療科で治療、③本質は依存への対策→心理療法（集団

精神療法とカウンセリングなど）ですが、誤りやすい

対応は借金問題への対応（家族が支払う、後始末や自

己犠牲をやめる）や病気と回復を理解しながら、本人

の医療相談できる場所を知り、家族・人間関係を見直

しながら、 も大切なことは、依存しているものをや

めるのは目的ではなく、｢目的は生き直すこと｣｢生き

方を変えること｣自分らしさを取り戻すこと、自分ら

しさを見つけ、人生を自分らしく生きていくため、自

助グループを見つけ、参加しお互いに話し合ってい

くことこそ、本人の意志が一番必要と講師は結ばれ

ました。 
 
 さあみなさん、あなたの依存症はなんでしょうか。

病院通いから抜け出せない人はどうしますか。心の

健康は一番のエネルギーですが、世の中はつい『わ

かっちゃいるけど やめられない』ものが多くあり

ますが、いろんな誘惑に負けないよう、新しい年を迎

えて今一度、自分の生き方について考えてみましょ

う。 

Page 10 富山市民病院マガジン 

剣より出ずる陽 

村沢 京子 さん作 
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■特集 クリスマス行事 

☆聖歌隊によるクリスマスカードのプレゼント☆ 

１２月２１日 

 東・西３～８，南３・４病棟の入院患者さま（約６００名）を対象に，サンタクロースと聖歌隊が各病棟を訪

問し，患者さまの健康回復を願って担当看護師手作りのクリスマスカードをプレゼントしました． 

☆東病棟３階クリスマス会☆ 

１２月１７日３階デイルーム 

 院内学級の深川先生，看護学生による催

しもの，職員によるペープサート｢３びき

の子豚｣などが行われました．皆さん楽し

そうですね．組合も協賛しています． 

 昭和６２年１０月に富山市医師会の医師や宗教関係者が中

心となって富山ターミナルケア懇話会が設立されました．昨年

度までは篁整形外科医院に事務局がありましたが，今年度よ

り富山市民病院に事務局を移し活動しています． 

 当会は，人間が，人生の尊厳を保ちつつ，限りある人生の意

義と価値を高め，生涯を安らぎをもって全う出来るよう支援す

ることを目的として，生命と医の倫理，医療と宗教，臓器移植な

どの討議・研修事業を行っています． 

 今回の公開シンポジウムは「在宅ターミナルケア：地域医療

連携の現状と課題」というテーマで行なわれ，医療関係者や市

民ら約70名の方が参加されました．当院のソーシャルワー

カー岩田大史さんがコーデイネーターとなり，炭谷康子富山

医薬大助教授，高木幸子県看護協会訪問看護ステーション

管理者，袴谷敏実砺波市介護支援専門員をパネリストに，樋

口昭子県立中央病院麻酔科部長をコメンテーターに迎え，在

宅ターミナルケアについて討論していただきました． 
 
 富山ターミナルケア懇話会のお問い合わせは，当院医療相

談室岩田大史までご連絡下さい． 

■富山ターミナルケア懇話会公開シンポジウムが行われました（１１月２６日） 

☆いずみ高校合唱部ボランティアによる「癒しのハーモニー」☆ 

１２月２１日 エントランスホール 

 主催：ボランティア活動委員会・看護部総務委員会 

 童謡や昔なつかしい曲を中心とした，いずみ高校合唱部２５名

によるコーラスです．ありがとうございました． 



■編集コラム 
 みなさんにとって，「生きがい」とはなんでしょうか．石森さんのボランティア・

エッセイ，人生の機微にあふれていて，毎回楽しみにしています． 

 12月3日に閣議決定された平成17年度予算編成の基本方針の中に，「高

齢者が尊厳や生きがいを保ちつつ積極的に社会参加できるような社会の

構築を目指す．」という一文があります．高齢化社会，少子化社会を目前に

して，ゆとりある老後，生きがいのある老後を約束してくださるのはありがた

いものです． 

 「生きがい」とは，どういう形であれ，社会参加あるいは社会貢献しようとす

ることではないでしょうか．何か生産的な仕事や諸活動をされている場合は

もちろん，ただ元気な笑顔を見せてくださるだけでまわりの方々がなごんだ

り，話しを聞くだけで勇気がわいたりすることもあるでしょう． 

 ご高齢の方が病気で入院された場合，得てして寝たきりになってしまい，

社会的活動が制限されてしまうことがありました．これまでは社会的入院と

いって医学的にあまり根拠がなくてもなんとなく入院を受け入れていたこと

も多々あったわけですが，高齢者の「生きがい」という点からも，医療費の抑

制という点からも問題が多いのです．高齢者の入院に対して積極的に社会

復帰を支援し，社会生活の中で治療を行う在宅医療を推し進めることが，

「生きがい」のある老後生活の基盤作りにこれから益々重要になってまいり

ます． 

 富山市民病院としては，現在，患者の皆様の在宅復帰を支援するために

亜急性期病床を運用しております．これは少しでも早く社会復帰していた

だくための準備を入院中から始めてもらうためであり，病状が落ち着き退院

するまでの間ご利用いただく専用の病床です．また，当院は皆様にかかり

つけ医を持っていただくことをお願いしていますが，入院中も在宅中も安心

して生活していただくために，地域ぐるみで皆様の社会参加をお守りした

いと考えております．当院は皆さんの「生きがい」を守り，有意義な市民生活

を支援しています． 

 

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 
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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 

●「つづやま商店」は院内の売店として５０年余りにわたり皆様に親

しまれておりましたが，昨年末で閉店しました。一抹の寂しさを感じ

ている方もおられるかと思います．長らく有り難うございました． 

 新しく１月４日に，病院コンビニエンスショップの「かもめ」が開

店しました．年中無休で、平日・休日とも午前７時から午後９時まで

営業します．準備期間が短かかったため、改装を行いながらの開店で

す．皆様のご希望を取り入れていただく予定です．  

 「かもめ」の開店に伴い，「花よし」の場所が外来食堂前に移動しま

した．こちらもご利用下さい． 

 １月５日から１月２６日まで，写真「私の好きな富士山」（村井

明子さん）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．尚，１２月１４日より展示していました，「いきいき富山」

カレンダー原画展（濱野敏男さん）は終了しました．ありがとうご

ざいました．１月２７日からは二人展「写真」＆「絵画」（橋本則

子さん，荒川さん）を予定しています． 

☆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 


