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 富山市民病院では、平成１８年１月より電

子カルテの運用を開始いたしました。電子

カルテについてご説明し、皆様のご理解を

頂きたいと思います。 
 
 医師などが診療時に記す記録は、一般的

にはカルテと呼ばれます。病院では皆様の

診療に関する記録は診療録と呼ばれ、これ

には、医師の診療記録以外に、看護記録、

検査記録、放射線画像・報告書、リハビリ

テーション治療記録、手術や検査などの説

明書、服薬・栄養指導、ケアの際に用いるア

セスメントシートなど、安全な医療を提供す

る際に必要なあらゆる記録・情報が含まれ

ます。 
 
 診療録によって、皆様の医療情報を多く

の職種からなる医療スタッフが共有すること

は、安全で安心な医療を提供するうえで、大

変大切です。診療録には治療経過や患者

様の様態の変化が記載され、また、治療の

指示や変更が診療録を介して行われます。

診療方針は医師が決定しますが、治療には

多くの医療スタッフの力を必要とします。医

療スタッフが正確に患者様の情報を持つこ

とによって、よりよい医療を提供することがで

きます。 
 
 診療録も、電子化する事が許され、「電子

カルテ」と呼ばれます。診療録（カルテ）に

は、重要な個人情報が含まれるため、法律

で正しく保存することが求められています。

そのため、電子媒体にて保存するための基

準が決められました。それらは、情報が正し

く保存されること（真正性）、情報を正しく読

むことができること（見読性）、情報の保存性

が確保されること（保存性）です。これらの条

件を満たすことによって、電子カルテの運用

が認められます。 
 
 さて、電子カルテの導入には多額の費用

を要しますが、それに見合う効果がなけれ

ば、無駄な投資となります。電子カルテの効

用とは、何なのでしょうか。まず、これまでの

ように、診療録やレントゲン写真などを持ち

運ぶ必要が無くなります。富山市民病院で

は、患者様１人に対して１カルテという方法

で、診療情報室で診療録を管理する方法

を採っています。診療録を管理するには大

変有効ですが、診療の際に外来や病室・検

査室へ診療録を運ぶ必要がありました。電

子カルテでは、コンピューターの端末さえあ

れば、どの場所でも診療録を見ることができ

ます。これまでは、外来では診療録の到着

を待って診察していたわけですが、これか

らは、皆さんが医師の許へ来ていただけれ

ば、診療することができます。外来での待ち

時間の短縮が図れるものと考えています。 
 
 また、電子カルテでは、多くの医療スタッフ

が同時に同じ患者様の診療録を見ることが

できます。これまでは、他の医療職が診療

録を開いている際には、診療記録や指示な

どを記録することができませんでした。これ

からは、全ての医療スタッフが必要なとき

に、必要な記事・検査結果・治療内容や指

示を書き込むことができます。また、電子カ

ルテを介して、指示の内容や検査結果の内

容について、お互いに情報や意見を、より

能率的に交換することができます。これに

よって、より安全で、皆様に必要な医療を、よ

り効率的に提供できるようになります。 
 
 しかし、電子カルテに習熟するには、時間

を要します。また、新しく医療安全や効率的

な医療提供のために記録方法や運用など

を変更した部分もあり、スタッフが電子カル

テを操作する際に時間を要することになり

ます。時間の経過と共に、習熟し、よりよい環

境の中で医療を提供できるようになります

が、しばらくの間は、皆様にご迷惑をおかけ

することになると思います。是非、ご理解を

頂きますようお願い申し上げます。 
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■特集 「電子カルテ」 

■ 富山市民病院電子カルテシステム稼動によせて 

医療情報部主任部長 石田陽一 

 富山市民病院では平成18年1月1日より電子カルテ

を導入しました。富山市民病院の電子カルテ導入の目

的は、①安全管理とチーム医療の推進( = 情報共有)

を進めることにより患者様に当院を信頼して利用し

ていただけるようにする。②IT化により「待ち時間の

短縮」と「説明の充実」を推進して患者様へのサービ

スを向上する。③従来の業務フローにとらわれること

なく、医療の質向上を目指し、次世代に通用する業務

フローを構築するために利用する。④病院運営や学術

目的において医療情報が安全かつ適切に利用できる

環境を構築する。の4点です。 
 
 ①につきましては、院内のどこからでもカルテを見

ることができますので患者さんの診療にかかわるす

べての職種が情報を共有することができます。例えば

薬剤師や栄養士が患者さんに指導をする時に医師や

看護師の書いた診療情報や身体状況を参考にしなが

ら指導することができますし、逆に医師や看護師はど

のような指導をして患者さんがどのように理解され

たのかを容易に知ることができます。また、リハビリ

の進捗状況を技師の記録から共有することができま

すので、より適切な治療方針を立てることができま

す。従来の紙カルテにも必要な情報が記録されていま

したが、カルテを手元に取り寄せなければ情報が得ら

れない不便さがありました。また、お恥ずかしい話で

すが医師の書いた文字が読めないために苦労すると

いうこともよくありましたが、電子カルテの文字は誰

でも読めます。過去には「医者の書いた手紙が読めな

ければ薬剤師に読んでもらえ」という笑い話もありま

した。情報の共有は安全管理にも有用です。どこかの

部署でアレルギー情報を入力すると、その後は全ての

部署でアレルギーがあることを知ることができます

し、一部ではシステム的に禁忌薬の投与を警告してく

れる機能も働きます。患者さんのリストバンドに印字

されたバーコードと点滴のボトルのバーコードを照合

して患者さん間違えによる誤投与を防止する機能もあ

ります。 
 
 ②の「待ち時間の短縮」については発生源入力とカル

テ搬送が不要になることが威力を発揮すると考えてい

ます。診療と同時に処方や検査や処置がすべてコン

ピューターに入力されて行きますので検査分門や会計

での待ち時間が短縮されます。電子カルテではカルテ

が来ないから診察ができないということはなくなり、

順番がくれば診察が行われます。「説明の充実」につき

ましては、患者さんの目の前の端末からほとんどすべ

ての検査結果を参照することができます。レントゲン

写真を以前のものと見比べたり、胃カメラの写真や組

織検査の標本写真もカラー画像でお見せすることもで

きます。血液検査の結果を並べたりグラフ表示するこ

とも簡単にできますので、ご自分の診療経過を理解し

やすくなると思います。 
 
 ③ではカルテの搬送やレントゲンフィルムの管理な

どに費やしていた人手や看護師が手書きで伝票を書い

ていた時間を患者さんの診療に直接関わることに当て

られるようになることが期待されます。 
 
 ④について、医療の質・病院の実力が問われている現

在では各種の統計を取って改善の材料にしなければな

電子カルテを使用した診察風景 

電子カルテを前に，患者さまと向き合いながら説明する石田医師 

ナース・ステーション風景：看護師さんも電子カルテに記録 
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りません。しかし、医療において統

計情報のデータを紙カルテから取

り出すことは多大な労力を必要と

するものでした。電子カルテでは

日々の臨床で必要なことが入力さ

れていきますから、精度の高いデー

タが簡単に利用できます。当院では

データの二次利用を強く意識して

おり、今回のシステムでも情報検索

のためのデータウェアハウスを構

築しています。 
 
 いろいろの効果が期待できる電

子カルテですが、発生源である医

師・看護師に入力の負荷がかかるこ

とが問題になります。キーボードと

モニターばかり見て患者さんの顔

をまともに見ない医師やコン

ピューターの前でフリーズしてし

まう看護師が危惧されています。若

い世代のスタッフを見ていると取

り越し苦労のようですが、(比較的)

高齢のスタッフでは慣れるまではつ

らい日々になりそうです。また、個人

情報の保護にも充分気をつける必要

があります。IT化により大量のデー

タが流出しやすくなりますので、こ

れまで以上に情報の管理に注意が必

要になります。電子カルテのネット

ワークはインターネットとは切り離

されていますが、職員のモラルなど

注意すべき点は多々あります。 
 
 富山市民病院の電子カルテが完全

に軌道に乗るのは今年の3月から4月
にかけて、威力を発揮し出すのが６

月から7月頃と予想しています。ご迷

惑を掛けることもあるかと思います

が、今しばらく見守っていただけれ

ば幸いです。よろしくお願いいたし

ます。 

 平成１８年１月１日から電子カルテが稼動しまし

た。 
 
 病棟部門には部署毎にデスクトップ７台、ノートパ

ソコン５台を設置、そして看護師の要望が強かったＰ

ＤＡ（personal digital assistant：携帯端末機）を２台

ずつ導入しました。ＰＤＡはノートパソコンより小型

で携帯に便利です。ファミリーレストランで店員さん

がオーダーをとる時に見かける姿を想像していただけ

ればイメージがわくと思います。 
 
 ＰＤＡの機能は①注射実施、②輸血実施、③バイタル

サイン入力（体温、呼吸、脈拍などの記録）です。注射

を実施する時、まず看護者の認証を行い、次に患者様リ

ストバンドの認証そして注射ラベル認証を行います。

患者様と実施する注射が間違いないことが確認できる

と「ＯＫ」マークが表示されます。反対に一致しない時

は「ＮＧ」マークが表示され認証する事ができません。

これによって誤注射を防止し患者様に安全と安心を提

供する事ができます。また、バイタルサインや観察事項

がリアルタイムにベットサイドで入力ができ、経過表

に反映する為、記録時間を短縮し看護業務の効率化に

も繋がっています。 
 
 反面、夜間、認証を実施しようとすると機器の発する

ピー！音や患者様に触れることで睡眠を妨げる等の課

題も有ります。これらについては注射時間の変更や患

者様への十分な説明と配慮を行い、安全を最優先に安

心して治療と看護を受けていただけるよう取組んで参

ります。 

■ 看護業務の効率化にＰＤＡを導入  電子カルテ導入委員会 中井けい子 

ＰＤＡ：携帯端末 
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○ご案内 
 
 外来受診される場合の窓口と手続きについてご説明

します。判らないことがありましたら、お気軽に中央受

付窓口にお問い合わせ下さい。 
 
◆①初来院の患者さま 
 
 まず診察申込書を記入してください．紹介状などが

ありましたらご準備下さい． 

 中央受付の初診窓口にご記入いただいた診察申込

書，保険証等（老人医療受給者証や公費負担医療をお持

ちの方は受給者証），紹介状等をご提出下さい．初診窓

口では患者さまをご登録します．また，保険証等の確認

や診療券・受付票の発行などを行います． 

 手続きが済みましたら，保険証をお返ししますので

お受け取り下さい．つぎに受診に必要な診察券，診察申

込書，受付票，紹介状などをフォルダーに入れてお渡し

いたします．受診科の外来窓口にフォルダーを提出し

て下さい． 
 
◆②受診したことがあるが６ヶ月以上経過した患

者さま・他の受診科を受診する患者さま 
 
 中央受付の再診・他科初診窓口へ，診察券，保険証等

（老人医療受給者証や公費負担医療をお持ちの方は受

給者証も併せて）をご提出下さい． 

 他科初診窓口では保険証を確認し，受付票を発行し

ます．診察券をフォルダーに入れてお渡しいたします

ので，受診科の外来窓口にフォルダー提出して下さい． 
 
◆③２回目からの患者さま 
 
 中央受付に向かって左側の自動再来受付機に診察券

を入れ，画面表示に従って操作してください．受付が終

了しますと受付票と診察券が出てきますので，診察券

はフォルダーに入れて受診科の外来窓口に提出して下

さい． 

 なお，月に一度保険証の確認をさせて頂きますので，

診察が終了されましたら計算窓口に外来基本伝票と

いっしょに保険証を提出して下さい． 
 

○お願い 
 
◆保険証や住所，電話番号などが変更になりましたら，

再診・他科初診窓口にお申し付けください．また，月に

一度，保険証の確認をさせていただいています． 
 
◆受診票に受付番号が表示されます．番号は一日を通

して患者さまの番号になります．受診科ではこの受付

番号でお呼びすることになりますので，受付票はなく

さないで下さい。 

■ 医事課からお知らせとご案内 

★個人情報保護対策から、原則として番号でのお呼び

出しになりますので、少しご不便をお掛けしますがよ

ろしくお願いします。 

◆再来受付機が変わりました！ 
 車椅子からでも受付できるようになりまし

た．また，受付画面は個人情報保護対策から

横からは見えにくい処理がしてあります．再

来受付機から受付票が発行されます．受付

票には受付番号が印字されています．受付

番号は今日会計が終わるまでの患者さまの

番号です．どの科でもこの番号でお呼びしま

すので，受付票はなくさないで下さい． 
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電子カルテ開発ルーム：ピーク時には約６０名の技術師が，日夜

システム開発に取り組んでいました．お疲れ様でした． 

■ 富士通電子カルテ開発チーム 

 ２００６年１月１日０：００、新年の幕開けととも

に電子カルテシステムが稼働いたしました。２００４

年９月の基本計画開始からおよそ１５ヶ月の長期プロ

ジェクトを無事遂行できたのも、病院の皆様のただな

らぬご協力の賜物であると深く感謝いたしておりま

す。 
 
 病院様の電子カルテシステム導入の第一目的である

「患者様へのサービス向上」を目指し、３００回を超

えるミーティングを実施いたしました。以下に患者様

へのサービス向上機能のいくつかをご紹介いたしま

す。 
 
・患者様取り違いによる医療事故の防止 

 患者様を確認した上で指示票等を印刷することによ

り、患者様と印刷物の突合時のリスクを防止していま

す。また入院患者様においては、リストバンドと注射

ボトル／輸血バッグとの照合を行なうことで、患者様

取り違い防止に貢献しております。手術室への入室時

にもこのリストバンドによる照合を行なっておりま

す。 
 
・外来待合表示盤／会計待ち表示盤の導入 

 患者様におおよその待ち時間を把握していただくこ

とが可能となりました。またお名前を呼ばないことに

より、個人情報の保護にも貢献しております。 
 
・無線ＬＡＮによるインフォームドコンセントの推進 
 病室までパソコンを持ち運び、患者様に検査結果や各

種画像をお見せしながら病状説明が可能です。 
  

・夜間自動精算機の導入 

 夜間でも精算できるシステムを導入することで、後

日精算のためだけに来院する必要がなくなりました。 
 
 病院はいかに患者様へのサービス向上ができるかを

真剣に考え、私ども富士通もコンピュータで出来る限

りの機能をご提案し、このようなシステムをご提供す

ることができました。今後電子カルテシステムは病院

様に使いこなされることで本当の効果を発揮いたしま

す。私ども富士通は、今後も病院様と共にこの電子カ

ルテシステムをより成長させていくために全力で取り

組んで参ります。 

◆案内表示盤に受付番号が表示されます！ 
 各科受付付近に案内表示盤が設置されました（産婦人科、

小児科は中待合に設置）．受付票の受付番号が案内表示盤

に表示されましたら，中待ちへお入りください．次に診察室か

らお呼びしましたら，診察室へお入り下さい． 

案内表示板の見方 

診察中の患者さまの 

番号（受付番号） 

中待ちの患者さまの 

番号（受付番号） 

ふれあいギャラリー 水彩画 「わたしの絵日記」より 

「苺」 石金和子さんの作品 
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■診療科紹介  整形外科・関節再建外科 
◇◆整形外科で主に扱う病気◆◇◇◆整形外科で主に扱う病気◆◇  
 
外傷・・・骨折、脱臼、腱断裂、靭帯損傷など 

代謝性骨疾患・・・骨粗鬆症、骨軟化症など 

先天性骨疾患 

脊椎疾患・・・頚椎症性脊髄症・神経根症、

後縦靭帯骨化症、椎間板ヘ

ルニア、腰部脊柱管狭窄症

など 

関節疾患・・・関節リウマチ、痛風、変形性関

節症（股・膝など）、肩関節周

囲炎（いわゆる五十肩）、上腕

骨外上顆炎（テニス肘） 

末梢神経疾患・・・肘部管症候群、手根管症

候群など 

腱、手足の病気・・・腱鞘炎、ばね指、外反母

趾など 

その他・・・骨腫瘍、 軟部腫瘍、骨壊死、骨髄

炎など 

◇◆科の特色◆◇◇◆科の特色◆◇  
 
 整形外科では、骨・関節・筋肉・腱・靭帯・神経など「運動器」の疾

病、外傷を扱い、それらによる痛み、変形、機能障害などを治療しま

す。体の部位では、頭と顔以外、すなわち首から下のすべての部位

の運動器を対象としています。いわゆる変性疾患と外傷（主に骨折）

の患者さんが多く来院されます。 
 
 変性疾患とは、加齢による軟骨の変性や骨の変性などが原因で

生じる腰痛、関節痛などをいいます。外傷は交通事故や労災事故か

らスポーツ外傷、さらにちょっとした転倒や擦り傷切り傷など原因は

様々です。 
 
 つまり整形外科は、主に身体の老化とけがを取り扱っているわけ

で、老若男女誰にでもきわめて身近に発生する障害の治療を担当し

ていることになります。その他にも代謝性疾患、感染症、炎症性疾患、

腫瘍性疾患、疲労性疾患、スポーツ障害など多岐にわたります。 
 
 私たちは質の高い治療をモットーとして、患者さんの痛みを取り除

き、早期社会復帰へのお手伝いができるように日々診療していま

す。 

■お知らせ 
 「整形外科・関節再建外科」の外来診療

は予約・紹介外来制となってます 

 整形外科外来では外来にて治療を行う患者様が非

常に多く、大変混雑していました。本来、午前中は外

来診療、午後は手術や病棟業務に割り当てていまし

たが、多くの外来患者さまを診療しなくてはならず、

午後4時過ぎまで外来診療を行わなければならない

現状でした。そのため、午後に行っている手術や病棟

業務に支障をきたすのみならず、診察まで長時間お

待ちいただく結果となり、皆様には大変ご迷惑をお

かけしていました。 
 
 外来診療終了後に手術や病棟業務を行うことが恒

常化したこのような状況では、本来当院整形外科で

担うべき急性期医療の手術・入院医療を適時・適切に

行うことが困難となります。このような理由から、昨

年10月より、普段の診療はお近くの診療所で診てい

ただき、検査や入院が必要となられた場合はかかり

つけの診療所から紹介していただく「予約外来・紹介

外来」のシステムとさせていただいております。 
 
 「予約外来・紹介外来」が円滑に運用され、急性期

医療を責任を持って果たすためには、皆様のご協力

が不可欠です。どうか、主旨をご理解いただき、ご協

力を賜りますようお願いいたします。 

◇◆予約方法について◆◇ 
 
 予約外来・紹介外来では、初診・再診すべての方の予約

が必要となります。予約方法は以下の通りです。 
 
●初めて受診される方の場合（初診） 

 地域医療連携室（内線2043）へお電話で予約してくださ

い。当院で患者登録していらっしゃらない方についても、

予約を承ります。 
 
●すでに通院中の方の場合（再診） 

 医事課受付（内線2115）へお電話で予約してください。 
 
●地域医療機関より紹介される方の場合 

 地域医療機関より予約していただきます。 
 
◇◆ご予約は下記で承ります（電話番号）◆◇  

 富山市民病院 076‐422‐1112（代） 

  地域医療連携室 内線2043（初診予約） 

  医事課受付    内線2115（再診予約） 

ふれあい 

ギャラリーより 

 

 写真展 

「白川快晴」 

 

中村 勇さん 

の作品 
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増山 茂 

（ますやま しげる） 

整形外科部長 
昭和５４年卒 
 
●資格・学会 

 日本整形外科学会専門医 

澤口 毅 

（さわぐち たけし） 

関節再建外科部長 
昭和５４年卒 
 
●資格・学会 

 日本整形外科学会専門医 

寺崎 禎 

（てらさき ただし） 

整形外科医長 
平成５年卒 
 
●専門領域 

 整形外科一般，骨軟部腫瘍  

●資格・学会 

 日本整形外科学会専門医 

森下 公俊 

（もりした まさとし） 

整形外科医師 
平成１２年卒 
 
●専門領域 整形外科一般  

●モットー・患者さんへの

一言   

 何でも気楽に相談して頂

けるように心がけたいと思

います。 

小村 孝二 

（こむら こうじ） 

整形外科医師 
平成１２年卒 
 
●専門領域 整形外科一般  

●患者さんへの一言 

 よろしくお願いします。 

吉岡 克人 

（よしおか かつひと） 

整形外科医師 
平成１３年卒 
 
●専門領域 整形外科一般  

●モットー・患者さんへの

一言 

 誠実な対応を心がけてい

ます。 

楫野 良知 

（かじの よしとも） 

整形外科医師 
平成１５年卒 
 
●専門領域 整形外科一般  

●資格・学会 日本整形外

科学会  

●モットー・患者さんへの

一言 

 わかりやすい、丁寧な説

明を心がけています。 

■連載企画 エキスパート・ナース⑩ 
「リハビリテーション看護・エキスパートナース」   

臼田喜美子，土肥テルミ 

 高齢化が進み、運動機能障害

を持つ患者様が増えています。

日常生活を十分に過ごすことが

できなかった患者様が手術、そ

してリハビリテーションを行う

ことで元気に歩いて退院してい

かれます。 
 
 リハビリテーションという言

葉はどんなふうにイメージでき

るでしょうか。機能回復訓練や

社会復帰というのが一般的だと

思います。障害を受けた人は肉

体的な機能障害だけでなくさま

ざまな社会への適応の問題に直

面します。リハビリテーション

という言葉には奥深いものがあ

り「人間らしく生きる権利の回

復」を目指すことを意味します。 
 
 現在リハビリテーション看護

エキスパートナースは2名で、

主に整形外科の運動機能障害を

持つ患者様を対象として活動し

ています。運動機能に障害を残

し、寝返りもできなかった患者

様が座り食事をして、歩行する。

新しいライフスタイルを見つけ

ることができる。そのために、生

活スタイルを考えた環境を整え

ます。また、リハビリ室で学んだ

訓練を実用化できるよう生活の

場面で必要な動作や運動方法・

正しい補助具の使用方法などの

指導を行います。そして退院前

には外泊訓練を行い、何ができ

て何に困っているのかを整理し

て解決方法を患者様と家族と共

に探し、退院時には自信を持っ

て新しい生活へのスタートを送

れるようにしています。 
 
 患者様のリハビリテーション

への意欲・御家族や仲間・医療専

門職へのサポートが機能回復と

社会復帰を実現します。これか

らも学習会などを行い病棟看護

師や他の専門職スタッフと協力

して、その可能性を最大限に生

かすことができればと考えてい

ます。 
 
 かんばっている患者様の顔は

輝いています。その人がその人

らしく生活できるようこれから

もお手伝いしていきたいと思い

ます。 
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 食事は本来楽しむものですが、病院の食事は治療の

一環であり、塩分やエネルギ－・たんぱく質・脂質など

が制限される場合があるため、患者様の嗜好に合わせ

にくいことがしばしばあります。「おいしいですか？」

「食べられますか？」と呼びかけては、病棟担当の栄養

士が患者様の戸惑いや不安を和らげてもらうように、

患者様のベッドサイドに訪問して食事についてご説明

しています。また、ベッドサイドで得た情報をもとに、

食事アレルギーのチェックや刻み食・ゼリー食など食

べ易い形状を選択し、患者様に少しでも多く食べてい

ただけるように配慮しています。そして、安心・安全な

食事のご提供と患者様一人一人の栄養状態の維持・改

善につながるよう栄養ケアに努めています。 
 
 入院中の患者様の中にはたんぱく質・エネルギーの

低栄養状態の方が多くいらっしゃるのが現実です。そ

ういう意味で、高度・重症化する傷病者に対する治療の

一環として食事の果たす役割は大きく、栄養状態の改

善が疾病の早期回復、重症化防止、感染予防、入院期間

の短縮化、ＱＯＬの向上、医療費抑制効果に有効である

といわれています。最近、多くの病院で栄養サポート

チーム（ＮＳＴ）が注目され活躍している理由ですが、

その中心として栄養サポートチームの回診やカンファ

レンスに参加し、「患者様が1日も早くよくなっていた

だきたい」と、医療チームの一員として栄養ケアプラン

を立案・提案し、食べていただくよう努力をしていま

す。 
 
 管理栄養士は「傷病者に対する療養のため必要な栄

養の指導などを行うことを業とする者」と栄養士法で

位置付けられているように、「栄養食事指導」は私たち

の重要な仕事の一つです。糖尿病や高血圧などの生活

習慣病を予防するためには、個人の生活習慣を改善す

ることが大切です。生活習慣には食習慣、運動習慣、休

養、喫煙、飲酒などありますが、この中でも、食習慣が

ポイントといわれています。これらの患者様に対し、

外来・入院あるいは院内・院外を問わず、疾患の重症

化防止や再発防止のため「栄養食事指導」を実施して

います。 
 
 一日これだけ食べれば大丈夫といわれても、それが

苦になるようでは長続きしません。栄養食事指導を通

して楽しみながら実践していただき、それが行動変容

に繋がるように患者様を支援し、入院から退院後も地

域や施設と連携を図りながら患者様を支援していき

たいと思います。糖尿病・高血圧・高脂血症・腎臓病

教室をしていますので、詳しいことは栄養科にお尋ね

ください。私たちは治療に貢献できる管理栄養士とし

て、糖尿病療養士（2名）や病態栄養専門師（2名）の

資格を習得するなど自己啓発と研鑽に努めています。 

■連載企画 病院を支える専門職⑲   「管理栄養士」 栄養科の皆さん 

かわいいピンクのユニホームがトレードマーク 

栄養食事指導 

 小児科の午後外来は予約制です。乳児健診や予防接

種、ご予約・かかりつけ医からご紹介の患者様が対象と

なっております。そのため、急な発熱などで午後に急患

で受診される場合にはまずは、かかりつけの小児科の

先生にご相談下さい。 
 
 当小児科外来での診察を希望される場合にはお手数

でも必ず、お電話でご相談下さい。受診時間などを指示

させていただきます。（電話076-422-1112（代）小児科

外来まで） 
 
 お電話なしで受診されても患者様本人の重症度や予

約状況、すでにお待ちになられている患者様に感染さ

せる恐れがあるかないかをまずは判断させていただき

ます。時間帯によってはかなりの時間をお待ちいただく

場合がありますのでご了承下さい。 

■お願い 小児科外来の午後診療 
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■連載企画 外来看護だより⑥         「内視鏡室」 

 当院の内視鏡室は北東の一番角にあり、広さは他の施設に

自慢できるほどだと思っています。スタッフは、看護師３名（うち

内視鏡技師２名）、助手１名（内視鏡技師）、医療助手１名の合計

５名です。 
 
 「内視鏡技師」という言葉は一般にはあまり知られていません

が、1981年に内視鏡技師制度ができ、翌年から消化器内視鏡

学会による内視鏡技師認定試験が行われるようになりました。

現在全国では9399名、富山県内では113名の内視鏡技師資格

者がいますが、残念ながら勤務交替などがあり実際に内視鏡

室で勤務しているのはもっと少なくなります。内視鏡技師の業務

は専門性があり、リスクの高い業務も行うことより日本内視鏡技

師会では国家認定の資格になるよう運動を行っています。 
 
 当院の内視鏡室では年間の件数は7000件程あります。一般

に行われる上部内視鏡検査（胃カメラ）、下部内視鏡検査（Ｓ状

結腸検査）の他に治療内視鏡として胃や大腸のポリープ切除

術や、早期胃癌を内視鏡でとる胃下層粘膜剥離術、食道静脈

瘤の閉塞術、膵胆管のドレナージや石をとる拡張術や砕石術

で、 近特に多くなってきたのは胃ろう造設術です。また、緊急

内視鏡も多く吐血、下血、食道静脈瘤破裂、食道・胃の異物など

で、夜間・休日における内視鏡勤務者への呼び出しも年々多く

なり今年度は120件を越えています。 
 
 近年内視鏡による検査や処置はめまぐるしく進歩してきてい

ますが、受けられる患者様にとってはまだまだ受け入れられや

すいものではありません。しかし、少しでも安楽に安全

に終わることが出来るように、施行医がスムーズに行

えるようにと気を配りながら直接介助や間接介助を

行っています。また、内視鏡による処置は体液や血液

に汚染されることが多く、院内感染をおこさないために

も使用したファイバーや処置具はきちんとガイドライン

に沿って滅菌消毒を行っています。 
 
 私たちは誰にも劣らぬ笑顔と熟練した技術で、来院

された患者様から「市民病院の内視鏡室で受けてよ

かった」といわれるよう努めながら、毎日の内視鏡業

務に取り組んでいます。 

■連載企画 外来看護だより⑦         「放射線科外来」 

 放射線科外来はレントゲン撮影やＣＴ・ＭＲＩ検査の場所とよく

間違えられますが、放射線科外来にはエコー（超音波検査）室

が2部屋あり、各外来や病棟からの患者様の超音波検査（エ

コー）を行っているところです。また、地域からの紹介患者様の

検査や診察の介助、核医学検査（ＲＩ）、放射線治療を受ける患

者さまの対応も放射線科外来になります。スタッフは医師4名、

看護師3名、看護助手1名のスタッフが働いています。また看護

師3名は交代でＣＴ検査や血管造影検査の介助も行っています 
 
 超音波検査では画像モニターが身近に見ることができるた

め、患者様はきっとその場で結果が聞けたらと思われるかもし

れません。「先生、どうでしょうか、悪いところはなかったでしょう

か」と、時々質問される方もおられます。患者様の気持ちは痛い

ほど分かるのですが、結果は、他の検査なども含めて主治医の

先生に聞いていただくよう説明して外来や病棟に戻っていただ

きます。そして検査結果はできるだけ早く届けることができるよ

うに心がけています。 
 
 近は小さなお子様連れのお母さん方の検査も増えておりま

すが、お子様と一緒でも安心して検査が受けられるように、私た

ちスタッフもお母さん役をしながらがんばっております。 
 
 一月から電子カルテが導入され、患者様は「患者基本票」を

持って検査にこられます。この基本票によって、本日

受けられる患者様の検査内容が一覧で分かるように

なりました。次の検査への説明と確認がスムーズに

行えるようになっています。 
 
 外来では患者様の待ち時間をできるだけ少なくし、

また安心して検査が受けられるように日々努めてお

りますが、お気づきの点がありましたらいつでも声を

かけてください。  



■連載企画 ボランティア・エッセイ⑳  

  『新春所感』（時の流れ） 病院ボランティア 石森貞夫 
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 私達病院ボランティアは、本年７年目を迎えますが、

時の流れは速いもので、また病院マガジンも第２２号

を刊行しました。ささやかながら市民病院の理念に、少

しでも協力しながら、｢信頼・良質・思いやり・連携・

迅速｣を目指して努力をします。さて２００５年の病院

の主な出来事を振り返ると、 
 
①｢紹介外来制｣を取り入れて、地域内でより良い医療

機関との連携を進める。 

②｢国際医療交流｣を図り、アメリカへ富山市の姉妹都

市ダーラム市へ医師２名派遣される。 

③｢個人情報保護法｣も医療分野で、診療に対して保護

の大切さを認識する。 

④｢ＩＣＵ・ＨＣＵ｣高度管理治療科の完成充実に伴い、

重症者が安心して治療を受けられる。 

⑤｢ＡＥＤ｣自動体外式除細動器により、救命の連鎖を

体験する普及講習会の実施。 

⑥｢平成の大合併｣で４２万市民に、富山市民病院の新

しい理念と地域医療のＰＲをしよう。 

⑦｢地域医療連携医師交流会｣を開催し、３２名参加さ

れて地域完結型医療を推進する。 

⑧｢ボランティア交流会｣にて感謝状の贈呈・意見の交

換など、５６名の集まりで盛況でした。 

⑨｢整形外科外来｣での予約診療の徹底で、診療時間の

短縮と紹介制度のご理解を要請する。 

⑩｢日中医学交流｣富山市の友好都市・秦皇島市へ今回

は院長と福島外科医長が訪中する。 
 
など、各問題とも院内スタッフ一同は、活発に事業を推

進されました。 
 
 また私達もボランティア教育の重要性を認識し、第

１回｢まごころのコミュニケーション｣と題して島竹師

長より講義を受けました。院内ではコンビニ『かもめ』

がオープンし、職員の名札に明るい顔写真が添えられ、

一層親しみを感じ、ふれあいギャラリーも〝くわの

会〟の優しい写真は心を癒して環境を良くするととも

に、７月にはスポットライトがギャラリーに設置され

て、村井明子さん始め１６名の方々が、毎月特色ある作

品を展示され、感謝いたします。また上市の〝ぬくもり

の会〟との院外ボランティア交流会や、第１４回市民

ふれあいセミナーも１０月に開催されるなど、数々の

話題を残して、昨年も充実した時の流れでした。 
 
 本年は｢電子カルテ｣の稼動で、外来受診の流れが変

わり、便利にスピーデイになるとともに、診療待ち時間

が各所で明確になります。馴れるまで苦労があります

が、来院される外来者のために、合理化の推進をさらに

進めることをお願いいたします。 
 
 今後将来の展望は、厚労省によると看護職員が２０

１０年には１万７千人不足となり、少子高齢化が進む

中で、看護職員を安定的に確保するのは大変で、新卒者

の大きな増加が見込めないなか元職員の再就職に期待

せざるをえなく、人材確保に将来病院の危機があると

されます。 
 
 ともあれ、人生７０歳を過ぎたからには、私達は良い

生き方を日常のボランティア活動で学びながら、身勝

手なことを避けて、常に自覚して経験者の指導のもと

に、自分の心を見つめて歩みたいものです。興福寺（奈

良）の猿沢の池で、ポンと手を鳴らせば、『手を打てば、

鯉は餌と聞き、鳥は逃げ、女中は茶と聞く猿沢池』とあ

るように、同じ事も現象も、受け取る側の心の持ちよう

で、違って感じるように、情報過多の今日を生きる我々

は、いろんな情報に惑わされることなく、自分の心と静

かに向き合うことが大切と、多川興福寺貫首さんが述

べられるように、心穏やかな悟りある境地に近く〝お

たがいさま〟の気持ちで新春を迎えて、本年も生活を

したいものです。 

■特別寄稿 「臨床研修医レターⅧ：新研修医自己紹介」    高畠 聡 

 皆さん初めまして。10月1日より富山

市民病院で研修させて頂いております、

高畠聡（研修1年目）です。出身地は石川

県金沢市です。当院に来る前は金沢大学

で半年間臨床研修していました。こちら

では1年間お世話になります。富山に来て

約3ヶ月程、ようやく病院にも慣れてき

て、病棟や外来で耳にする富山弁にも

すっかり馴染んできました。これから1年

間、いろいろな科を回る予定ですので、皆

様とはもしかしたら外来で、多くは病棟

でお会いすることになるかと思います。

病棟や救急外来で、がっちりした研修医

を見かけましたら、是非一声をおかけく

ださい。まだまだ知識も技術も頼りない

ですが、諸先生方に習いつつ、日々精進し

ておりますので、よろしくお願いします。 
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 春菊は11月から3月に旬を迎え、鍋

物の脇役としては欠かせない食品で

す。原産は地中海海域といわれ、日本

には15世紀頃渡来。食用にするのは

日本や中国など東アジアだけでヨ－

ロッパでは観賞用として広まりまし

た。 
 

《春菊の栄養・効能》《春菊の栄養・効能》《春菊の栄養・効能》   
   
 カロテンの含有量が抜群で浄血作

用や粘膜を潤す働きがあるといわれ、

風邪予防には大変効果的です。肉や

魚・ごまなど脂質の高い食材と一緒に

摂ると吸収が良くなります。他にビタ

ミンＢ２・Ｃ・ミネラル・食物繊維も

豊富に含まれています。調理法として

は､油で調理するのが有効ですが、ご

ま和えや白和えなどの和え物として

もよく食べられています。 

■連載企画 旬をたのしむ⑲     「春菊」 （栄養科） 

春菊の栄養（100g中） 
 
 エネルギ－ 22 kcal 
 たんぱく質 2.3 g 

 脂質 0.3 g 

 食物繊維 3.2 g 

 カリウム 460 mg 

 カルシウム 120 mg 

 鉄 1.7 mg 

 カロテン 4,500 μｇ 

 ビタミンＢ１ 0.10 mg 

 ビタミンＢ２ 0.16 mg 

 ビタミンＣ 19 mg 

★献立紹介 
 
《春菊の白和え（１人分）》 
 
１．春菊は茹でて1.5ｃｍ位に切っておく。 

２．人参を繊切りにし、突きこん･うす揚げととも

に薄味で味付ける。 

３．木綿豆腐は茹でて冷まし、ミキサ－にかける。 

４．白ごまは炒りすっておく。 
 
材料と3の豆腐・砂糖･塩を加え調味する。 

★ミニ知識 風邪にご用心 どんな栄養素が必要？！ 
 
・エネルギ－源の炭水化物・糖質とその働きを手伝うビタミンＢ群 

・代謝を高めるたんぱく質  

・十分な水分 

・白血球の働きを高めて免疫力を高めるビタミンＣ 

・鼻やのどの粘膜を保護するビタミンＡ・ベ－タカロテン 
 
生姜湯やホットコ－ラ（コ－ラを温め生姜を入れて煮る）も温まるよ. 

材料（１人分） 
 
 春菊 60g 

 砂糖 1g  
 醤油 4g  
 人参 10g 

 突こんにゃく 15g 

 うす揚げ 7g 

 木綿豆腐 50g 

 白ごま 2g 

 砂糖 2g 

 塩 少々 

 

 電子カルテシステム稼動に併せ、自動精算機が導入され、ました。従来翌日精算だっ

た休日や夜間に受診される救急受診患者さまの診療費が、当日精算に変更されまし

た。 
 
 自動精算機は休日・夜間の支払も可能であり、後日来院する必要がありません。これ

により、患者さまやご家族のご負担の軽減と利便性の向上が図れるようにありました。 
 
 患者さまの診察が終わりますと、診療費の計算を行います。計算が終わった頃に診

察券を自動精算機に入れて下さい。診療費の明細が表示されますので、自動精算機

の指示に従って現金を入れてくださればお支払いは完了です。領収書と薬の引換券が

発行されますので、お薬の引換券を薬局に出して、お薬をもらって下さい。 
 
 当面は、救急受診の患者さまを対象としておりますが、利用者のご意見を参考として、

入院費の時間外入金などについても今後の検討課題とし、さらに皆様の利便性の向

上を図りたいと考えています。 

■お知らせ 自動精算機をご利用下さい． 
救急受診患者さまの治療費が休日・夜間でも支払できます． 



■編集コラム 
 
 公衆電話が街角から消えつつあります．一世代前には予想もつかな

かったことではないかと思いますが，これはひとえに携帯電話がもたらした

情報革命の結果と言えるのではないでしょうか．さらに，携帯電話は「話す」

という基本的なコミュニケーションそのものも一変させたように思います．

好きな時間に好きな場所で好きな人と・・・さらにテレビ電話機能を使えば，

相手という実体が無いだけの仮想現実世界がそこに存在するのです． 

 携帯電話のメール機能は「書く」という基本的なコミュニケーションも変え

つつあります．旧友との音信に欠かせなかった年賀状も，携帯メールで十

分という方が結構増えてきましたし，あえて年賀状でなくてもという価値観

の変化も生じつつあります． 

 近の携帯電話にはデジタルカメラや音楽配信，情報検索，ＧＰＳ，財布

機能などまったく別次元の使い方が付加され，新しいコミュニケーション文

化が生まれようとしています．一方で，これら多くの機能を上手く使いこな

せるかが，新しい文化人として新時代に適応できるか否かの秘訣かもしれ

ません． 

 さて，医療情報においてもカルテに書き記すという基本的なコミュニケー

ション手段から，携帯電話同様，ＩＴを活用した電子カルテへと情報革命が

始まっています．電子カルテではそれを使いこなし多くの新しい機能を活

用することで，これまでとまったく異次元のコミュニケーション世界への扉を

開くことでしょう． 新の機能豊富な携帯電話を持っていても，分厚いマ

ニュアルを紐解くのもおっくうで，ただの電話としてしか使ってない方もい

らっしゃるのではないでしょうか．電子カルテのいろいろな機能をフルに使

いこなして，その恩恵にいち早く与りたいものです． 

 

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・松下桂子，川口 宏 

 

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 

○１２月２２日：看護専門学校に３年課程の認可がおりました．４月

から新校舎で３年課程の新しい看護教育がスタートします． 
 
○１月１日：いよいよ電子カルテが開始しました． 
 
○１月中旬から当院でもインフルエンザ検査で陽性検体が見られるよ

うになりました．県内でも数校が学級閉鎖と報道されています．体調管

理と予防に心がけてください． 
 
○２月３日：１１月２２日に「医療と介護の会」主催の施設見学が行わ

れました．職員１３名で「シルバーケア今泉」と「温泉リハビリテーショ

ンいま泉病院」を見学してきました．２月３日にその報告会を行いま

す．「医療と介護の会」については来月号に詳しくご紹介します． 
 
○正面玄関にタクシーのりばができました．ご用の際にはタクシー呼

出ボタンを押してください． 

■今月のイベントと院内の動き 

○ふれあいギャラリー（玄関ホール２階）：１月２７日から２月１０

日まで，水彩画「笹倉定夫水彩画展」（笹倉定夫さん）を展示してお

ります．待ち時間などに気軽にお立ち寄り下さい．尚，１２月２０日

から展示しておりました写真「白川快晴」（中村勇さん）は１月５日

で，１月６日から展示しておりました水彩画「わたしの絵日記」（石

金和子さん）は１月２６日で終了しました．有り難うございました． 

２月１１日からは写真「桒の會 新春展」を展示する予定です． 

■今月のふれあいギャラリー （玄関ホール２階） 

ふれあいギャラリー 

水彩画 「笹倉定夫水彩画展」より 

「模写」 

タクシー呼出ボタンを押すとタクシー駐車場

からタクシーが来てくれます 
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