
２００６年３月７日発行 

富山市立富山市民病院 

富山市民病院マガジン 
第２３号（３月号） 

 富山市民病院の隣地に、五福にありま

した富山市立看護専門学校を移転、新築し

ました。これまでと名称には変わりはあり

ませんが､新しい学校では､３年制の看護

師教育を行うことになります。これまで

は､准看護師の資格をもった学生に２年間

の教育を行い、看護師の資格をとるための

教育を行ってまいりました。２年制の准看

護師養成学校や、３年制の高等学校衛生看

護科で教育を受け､試験に合格することに

よって准看護師となります。しかし、残念

なことに､准看護師は「看護師」としての資

格とは認められません。そのため､さらに

看護専門学校や看護短期大学などで２年

間の教育を受けねばなりません。これまで

富山市立看護専門学校は、そのための専門

学校として機能してきましたが、准看護師

養成学校や高校の衛生看護科の閉鎖など

によって、准看護師数が減少するととも

に、高校卒業者に対する看護専門学校の必

要性が増してきました。 
 
 富山市立看護専門学校は、1968年に看

護婦養成所として認可されたのが始まり

で､これまでに約４０年の歴史を持ちま

す。1973年に鉄筋5階建ての校舎へ移転

し､これまで約1700名の看護師を養成し

てきました。しかし、30年を過ぎて校舎は

老朽化してきたため、改築する必要が出て

まいりました。これまでも、看護師教育の

ために、市民病院から､医師､看護師を始め

多くのスタッフが五福まで赴いて授業を

行ってきました。また、看護師実習は市民

病院で行っています。改築を機に､病院の

近くに校舎を移転することによって､これ

までより円滑に授業､実習が可能となるこ

とより､病院隣地に移転いたしました。多

くの方々の､ご理解とご協力を頂き､無事

工事が終わりましたことに感謝いたしま

す。 
 
 2月3日には､森富山市長、力示富山市議

会議長､鎌仲富山県厚生部長など、多くの

ご来賓の参加を頂き､新築された看護専

門学校内で竣工式が開催されました。そ

の後､校舎をご案内いたしましたが､すば

らしい教育環境が整えられているのに、

多くの皆さんが驚かれていました。すば

らしい看護師教育を行えるものと確信致

します。 
 
 看護は医療の原点といえます。痛む手

や腫れ上がった足をやさしくほぐし､や

さしい言葉で傷ついた心を和らげること

から､医療は始まりました。医療は時代と

ともに進歩し､科学となり､次第に医師が

医療の前面で出てくるようになりまし

た。しかし、いつも身近にいて患者さんを

ケアするのは､看護師です。そのため、医

療における看護師の重要性は増すばかり

です。より優秀な看護師を養成すること

は、地域の皆さんの健康を守るために必

要です。安全な医療､適正な医療の提供に

は､医療安全や院内感染対策、緩和ケア､

栄養管理､褥瘡治療などに十分な知識を

持った看護師が必要です。そして、心から

湧き出るやさしさをもって、看護し､安心

していただける医療を提供できる看護師

を養成する必要があります。 
 
 高齢化に伴って、看護師の業務は大変

多くなっています。本来の看護業務のほ

かに､おむつ交換や食事介助など､本当に

多くの業務が増えています。さらに、医療

安全のために電子カルテが導入され､そ

の操作にも通じる必要があることなど､

より専門的な知識も必要とされます。夜

勤やリスクの高い業務を行う中で､看護

師の疲労感も高まってきています。これ

らを改善するには､より多くの優秀な看

護師の力が必要です。病院での看護実習

の際には､看護学生が皆さんのベッドサ

イドへ赴くことがありますが､時にはや

さしく､時には厳しく接していただき、育

てていただければ幸いです。ご協力を宜

しくお願いいたします。 
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■特別寄稿 富山市立看護専門学校新校舎の竣工式に寄せて 早崎幸子 

 富山市立看護専門学校の竣工式典が2月3日に行われ

ました。設置者である森雅志市長の「心温まる質の高い

看護師を育てて生きたい」と挨拶、力示健蔵富山市議会

議長の「立派な看護師が育つことを願う」と祝辞をいた

だき富山市民病院の南側に建設された新校舎の完成を

祝いました。 
 
 本校は、富山市が設立する看護専門学校(進学課程)と

して昭和４３年に高校衛生看護科の准看護師免許を

もった卒業生の受け皿として開校しました。しかし高

校衛生看護科が５年一貫の看護師養成を行なうことに

なったことや、富山市五福の旧校舎の老朽化が目立っ

てきたこと、医療チームの一員として高度な知識と技

術をもち、より質の高い看護職者が望まれるなどの社

会の要請などから平成１８年４月から３年課程に課程

変更することになりました。１学年定員４０人です。看

護の仕事は女性の職

業としてあこがれの

職業ですが実際には

人間を相手とするき

びしい仕事でもあり

ます。男女を問わず

若い人々に魅力ある

職業として看護師を

目指してほしいと

思っています。 
 

 新校舎は鉄筋コンクリート四階建てで延べ床面積２

９８０㎡です。図書室は、蔵書の検索や貸出しの利便性

がよく学習支援ができるシステムを取り入れてありま

す。教材用ビデオを鑑賞できるビデオブースも設置し

てあります。 
 
 看護基礎教育として看護技術の校内演習を行う実習

室には、各看護学の専門領域を学びやすいように、また

自分の行動をビデオでみることができる設備の設置が

されています。在宅看護実習室は生活の場を再現して

います。その他の施設として情報処理室、調理実習室、

体育館また主体的に学習できるようにゼミ室や学生が

語り合う空間もあり教育環境に配慮してあります。 
 
 いま、看護教育でのキーワードは「リスクと倫理」と

いわれています。看護倫理の基本は、療養者の身になっ

て問題をとらえ直すことです。療養者の人権や自由意

思を尊重し最善のかかわりをすることです。本校の教

育理念にも、権利を保障することができること、またそ

の人にあった個別的な看護を創造できること、また社

会の変化に対応できる自己学習力を育てる教育を目ざ

しています。看護教育のカリキュラムは、人間に関わる

幅広い教養科目と看護の専門科目とで構成されていま

す。看護学は実践の科学といわれています。カリキュラ

ムの３分の１が臨地実習です。臨地実習で必要な能力

である人間関係能力、洞察力、科学的根拠に基づいた判

断力、問題解決力

を身につけるた

めに実習する富

山市民病院では、

看護の心と看護

の責任を自覚す

る生きた教育の

場を提供しても

らっています。 
 
 医療の進歩と高齢社会の進展により看護師の役割や

活動の場が広がっています。多様化する医療ニーズに

対応できる十分な看護基礎能力、個別性を重視し根拠

のある看護技術に習熟した質の高い看護師、相手の身

になって考えることができる心豊かな看護師の育成に

努めたいと考えています。  （看護教育担当主幹） 

「整形外科外来スタッフ」（右記事） 
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■連載企画 エキスパート・ナース⑪ 「リエゾン看護」 

村上泰敬，杉谷鶴美，村栄正輝 

「リエゾン」についてご存知ですか。 
 
 日本には1983年から導入され、その始まりは意外に古いの

ですが聞きなれない言葉でしょう。言葉の意味としては、つな

ぐ、連携、橋渡し、という意味を持っています。現在、あちこ

ちの病院でリエゾン看護の活動が行なわれています。 
 
 富山市民病院では、平成17年1月1日から2名の看護師がリ

エゾンナースとしてエキスパートナースの認定を受け、活動を

始め、平成18年現在3名のリエゾンナースが活躍しています。

活動内容は、当院におけるリエゾンの啓発活動を行ったり、リ

エゾンナースの教育プログラムを選定したり、まずは私たち自

身が基礎知識を深め、その下準備をしているのが現状です。 
 

富山市民病院リエゾンナース、活動の方向性は？ 
 
 リエゾンナースの活動のひとつとしては、患者さま医療ス

タッフを問わず、一人一人が「自分の意見、考え、欲求、気持

ちなどを素直に、正直に、その場の状況にあった適切な方法で

述べる。」ことができるようサポートすることです。たとえば

悩んでいる人の気持ちを知りたいのですが、どのように話せば

よいかわからない時がありませんか？ そんな時、「私にはあ

なたが何かつらそうに見えるんですけど。」「良かったら話し

て下さいませんか？」「話すだけで心が楽になる事もあります

よ。」と尋ねれあげれば､安心して自分の気持ちを話せるように

なるでしょう。このように患者さまや医療スタッフが安心して

自分の気持ちを話せるような環境を作る事がリエゾ

ンナースの仕事です。 
 
 私たちは、精神看護で培った知識と経験を生か

し、リエゾンとして精神的サポートや各部門への連

携を図り、問題解決への介入、そしてケアの提供を目

標として、活動してゆきたいと思っています。これか

らの分野なので暖かい目で応援して下さい。 
 

 あなたに、笑顔がもどるように・・・ 

 あなたの声を聞かせて下さい。 

■連載企画 外来看護だより⑧   「整形外科外来」 

 時々、整形外科と形成外科をまちがえて来られる方が

おられますが、整形外科は、脊椎疾患、股関節疾患、膝関

節疾患、骨腫瘍、四肢の疾患など様々な方が受診されます。

７名の医師と看護師５名、医療助手２名が診療に携わって

います。 
 
 手術は水曜日以外の日となっておりますが、いつも患

者さんが非常に多く、また外傷（主に骨折など）の緊急手

術も多いため、一週間を通して行なわれます。そのため、

外来診察を午後４時過ぎまで行ない患者さんには長時間

お待たせすることが日常になっていました。そこで平成17
年１０月より｢予約外来・紹介外来｣にさせていただきまし

た。普段の診療はお近くの診療所で診て頂き、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い

ただくというように病院連携をしています。 
 
 また、平成１８年度始めより医療業務を一元化した電

子カルテが導入となりました。スタッフ一同慣れない環境

の中で患者さんには、一層ご迷惑かけている部分が多々あ

ります。少しでも診療が円滑に出来るように又、患者さん

に満足していただくため、接遇や良い医療を提供出来るよ

うに日々皆で話し合い努力しています。どうぞご理解いた

だきご協力お願いいたします。 
 
 患者さんの中には、腰、膝、股関節等の痛みや、しび

れ等の苦痛で夜も寝れないと毎週のように来院されてい

たのに、手術後には、｢手術をしてよかった｣｢歩ける様に

なった｣｢痛みがとれて旅行に行ける｣「行動範囲が広がっ

た｣などなど痛みから開放され笑顔で答えてくれる事が

一番嬉しくスタッフ一同の励みとなっています。しかし、

その一方身体の痛みや苦痛で来院されている患者さん達

に充分な環境を与えられないことに心痛めております。

でも患者さんの表情、状態、言動に耳を傾けその状況に合

わせた配慮が出来るよう心がけています。 
 
 そして、この春から新しい試みとして、人工関節手術

の場合、通常手術の一週間前からの入院でしたが、今後は

三日前への入院へ変更し、可能な検査は外来で行い、患者

さんに負担がかからないように、病棟と連携しながら入

院期間の短縮に取り組む予定です。 
 
 そして、それぞれの患者さんの立場になって考え、細

部にまで行き届く医療を目指したいと思っています。い

つも、バタバタとしている整形ですが、どうぞどのような

事でもお気軽に声をかけてくださいね。 
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■診療科紹介 

外科 

泉 良平 
（いずみ りょうへい） 
院長 
昭和47年金沢大学医学部卒  
 
●患者さんへの一言 

 安全で、やさしく、わかり

やすい医療を実践します。 

 外科では主に消化器疾患、乳腺疾患の

手術による治療を行っています。治療に際

しては、病名やその病気の状態をできるだ

け分かりやすく御本人や御家族ににお知

らせし、御本人、御家族にも治療方針の決

定に参加してただけるように努力してい

ます。また、御本人に病気のことをできる

だけ理解していただくことは大事なこと

ですので、医師から説明を受けた際には、

よけいな気遣いなくどんなことでも聞い

ていただければと思います。また、手術後

の経過や処置などにつきましては、いくつ

かの手術でクリニカルパスという計画書

を作ってあります。大きなトラブルさえ無

ければこのパスの通りに経過していただ

くことが可能です。これらにつきまして

は、手術前に内容を説明させていただきま

す。 

◆外科で治療対象となる主な病気◆ 
 
消化器悪性疾患：食道癌、胃癌、結腸癌、直

腸癌、膵臓癌、胆嚢癌、胆管癌など 
 
消化器良性疾患：大腸ポリープ、胆嚢結石、

総胆管結石など 
 
乳腺疾患：乳癌など 
 
その他：ソケイヘルニア、大腿ヘルニアなど 
 
緊急疾患：腹膜炎、腸閉塞、急性虫垂炎、大

腸憩室炎など 

★腹腔鏡的胆嚢摘出手術★ 
 
 腹腔鏡的胆嚢摘出術という手術

は、開腹せずにおなかの壁に4か所の

穴をあけて行います。ここから、内視鏡

や手術操作に使用する道具を挿入し胆

嚢を結石ごと摘出します。開腹手術に

比べ、腸管の麻痺が少なく回復が早い

こと、早期に退院可能なこと（術後3-4
日）、痛みが少なく、術後の癒着も少な

いと考えられることなど多くの利点が

あります。しかし、弱点が無いわけでは

なく、炎症が高度だと手術がしにくい

ことや、気腹に伴う血栓症の可能性な

どが考えられます。手術前に、主治医か

ら充分に説明を聞いていただき、術式

を決定していく必要があります。2002
年度には当科では28例に施行されま

した。 

★ソケイヘルニア、大腿ヘルニア★ 
 
 腹壁の一部に、弱いところが出来

てここから腹腔内の臓器が脱出するも

のです。多い部位はソケイ部であるた

め、ソケイヘルニアと呼ばれます（通

称：脱腸）。多くの手術方法があります

が、当科では以前より術後の痛みの軽

減と再発予防のため人工の膜を用いて

上記の弱くなった部位を補強するとい

う方法を施行しています。当科では年

間60-70例の手術を施行しています。

（2002年度は67例）  

★大腸癌★ 
 
１．症例数 

 当科での最近5年間（2002年度まで）の大腸癌

症例は355例です。内訳は結腸癌250例、直腸癌

105例で、年間で約70例（結腸癌50例、直腸癌

20例）の大腸癌手術を行っています。 
 
２．治療成績 

 ステージ別の5年
生存率は右表の通

りです。 
 
３．術後合併症 

縫合不全（吻合箇所

がうまくくっつか

ない）、腸閉塞（腸

が癒着をおこして

食べ物がうまく通

過しない）、創部の感染（傷が化膿する）など

が大腸癌手術後の代表的な合併症です。その発

生頻度は下表の通りです。 

◆クリニカルパスを作成済みの手術◆ 
（ホームページでパスの内容がご覧いただけます） 

 

ソケイ・大腿ヘルニア 

急性虫垂炎 

胆のう結石症（開腹下および腹腔鏡下） 

胃癌，結腸癌，乳癌，等 

廣澤 久史 
（ひろさわ ひさし） 
外科部長 
昭和55年金沢大学医学部卒 
 
●患者さんへの一言 

 患者さんの話をよく聞く

こと、病名は正直にお知らせ

すること等をこころがけて

います。また、検査、手術も

含め、できるだけ御本人と相

談しながら治療をすすめて

いくようにしています。 

ステージ 結腸癌 直腸癌 

０ 100％  100％ 

１ 100％ 95.8％ 

２ 86.4％  83.2％ 

３ｂ 79.6％ 32.4％ 

４ 10.3％  5.2％ 

３ａ 77.4％  64.7％ 

 結腸癌 直腸癌 

縫合不全 1.4％  3.6％ 

腸閉塞 11.9％  15.2％ 

絶食のみで治癒するもの 8.5％  8.8％ 

鼻から管を通して治すもの 2.0％  3.2％ 

手術が必要なもの 1.4％  3.2％ 

創感染 16.7％  25.6％ 

軽度（一週間以内に治癒する）  8.2％  12％ 

重度（治癒するまで一週間以上）  8.5％  13.6％ 
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■特別寄稿 「医療と介護の会」の活動紹介   医療相談室 大田優子 

 皆様こんにちは。前回地域看護エキスパートナース

の紹介をさせていただいた医療相談室の大田です。今

回は「医療と介護の会」の活動についてご報告いたしま

す。地域で療養される患者様がどのような介護サービ

スを受けられるのか、在宅サービスまたは介護保健施

設等での施設サービスの現状はどのようになっている

か、など医療と介護の連携をより深く学習することを

希望する職員が集まり、定期的に活動している会です。

今回はサービス提供の現場である地域の施設を見学さ

せていただくことを企画しました。 
 
 11月22日（火）の午後に介護老人保健施設の「シル

バーケア今泉」（右写真）と介護療養型医療施設の「温

泉リハビリテーションいま泉病院」（上写真）を見学さ

せていただきました。「シルバーケア今泉」は、介護と

リハビリの要素のある「医療機関と在宅との中間施設」

です。もう少しリハビリをして自信がついたら家に戻

りたい、という方は入所、回復した機能を維持させた

い、という方は通所で歩行訓練や排泄、食事などをご

自分でできるようにリハビリテーションをされてい

ます。入床96床、通所40名の利用者の方がゆったりと

した時を過ごしていらっしゃいました。 
 
 「温泉リハビリテーションいま泉病院」は、医療と

介護の要素のある療養型の病院です。あらゆる機能障

害、精神障害に対する総合リハビリテーション病院と

して全職種の方が関わりながら、在宅復帰に向けて高

い専門性を持って治療・リハビリテーション・生活支

援が行なわれています。職員の方々は入院213床、通所

25名の方にその人らしく可能な限り自立した生活を

送っていただけるように様々な工夫をしながら関

わっていらっしゃいました。 
 
 今回は当院の職員13名が参加しました。百聞は一

見に如かず、とても有意義だったとの感想が聞かれま

した。これからも介護の現場に出向き、当院に入院・

通院されている皆様のお役に立ちたいと考えていま

す。 

角谷 直孝 
（かどや なおたか） 
消化器外科部長・外

科医長 
昭和60年金沢大学医学

部卒 
 
 最後まであきらめず

に治療する。 

福島 亘 
（ふくしま わたる） 
医療相談室部長・外

科医長 
昭和63年金沢大学医学

部卒 
 
 患者さん一人一人に

オーダーメイドで最良

の治療を心がけていま

す。 

野島 直巳 
（のじま なおみ） 
手術滅菌管理科部

長・外科医長 
平成3年金沢大学医学

部卒 
 
 自分に正直に。  
 外科医は明るくなけ

ればならない。 

経田 淳 
（つねだ あつし） 
外科医師 
平成6年金沢大学医学

部卒 
 
 患者さん自身の身に

なって、患者さん本位の医

療を心掛けたいと考えて

います。一期一会の気持ち

を忘れないで、何事にも取

り組みたいと思います。  

芳炭 哲也 
（よしずみ てつや） 
外科医師 
平成８年卒 
 
Ｗａｒｍ Ｈｅａｒｔ 
Ｃｏｏｌ Ｈｅａｄ 
Ｓｋｉｌｌｅｄ Ｈａ

ｎｄ 
の３Ｈを忘れず，がん

ばりたい 

石井 要 
（いしい かなめ） 
外科医師 
平成９年卒 
 
 患者さんとの信頼を

大事にしていく事  
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 「院長への手紙」にて、皆様から頂きましたご意見にお答

えいたします。皆様からご意見を頂くことによりまして、病院

を改善して参りたいと存じます。 

■連載企画 ボランティア・エッセイ２１  

  『これからの日本はどうなる』（社会保障）  病院ボランティア 石森貞夫 

 高度成長時代を担ってきた団塊世代の人たちが、６

０歳を迎え定年を踏まえて、シニア世代の心構えとして

は現役を引退後も、閉じこもることなく、これからの日

本を背負って何かに向かって挑戦し続けてほしく、若者

を指導しながら社会的な発言を、どしどしして団塊ヒ

ローを目指せとあるように改革・民営と世代交代が現実

となる今年は、いろんな意味で大変ですね。 
 
 昨年の｢みのもんた10大ニュース｣は、①これからの

日本はどこえ向こうか、②小泉劇場での総選挙圧勝、③

対日感情の靖国参拝問題、④北朝鮮拉致解消は、⑤子ど

もの犠牲と安全は、⑥税金のムダ使いの是正、⑦アメリ

カ産牛肉再開、⑧ホリエモンの人間像、⑨耐震偽装ショ

ツク、⑩小泉チルドレンの今後、とあるように一番目に

はやはり、これからの日本の進路を取り上げています。 
 
 先日のＮＨＫ新春特集討論会『日本のこれから』と題

して、700兆円の日本の財政再建策について、バルブ後の

景気低迷10年間の借金増大と、税制問題に付いて参加出

演者とインターネットを交えながら討論会があり、税金

が適切に使用されているか、公共事業のムダや行政の情

報公開が無いままに、億単位の建物が住民の意向を考慮

せずに建設がなされる、年金基金を使用する温泉施設な

ど、全国で指摘されるムダ使いがあり、今後は国から地

方に任せる公から民への要望もなされ、消費税の問題か

ら将来の子どもの教育費、子育ての不備や老後の不安が

日本のこれからの大切な課題が表面化するなかで、特に

みなさんは社会保障問題に関する要望が多く出ました。 
 
 国会では耐震強度偽装・米国産牛肉の輸入再停止・ラ

イブドア事件・医療費制度改革などが論点となります

が、いまや社会保障制度は、年金・介護・医療制度の改

革で、予防を重視した医療費制度の適正化、高齢者の患

者負担の見直し、診療報酬の引き下げなど苦しい国の財

政予算が問われています。その中で私達は二極面化の生

活で、勝組み・負組みなど貧富の差が表面化し、共生化

時代を迎える中で、高齢化による医療費の削減で、安い

ジエネリック医薬品の利用や生活習慣病の見直し、短期

入院から在宅治療へと、医療施策の有効な利用を考えな

ければなりません。 
 
 社会保障は高齢者の増加により、毎年１兆円増加す

る現象で、年金や医療の水準を維持するためには、何ら

かの増税はやむを得ずという方が45％を占める反面、医

療費の中味を検証する必要があり、病院では検査ばかり

するのではなく、総合病院・開業医・地方診療機関と連

携をとりながら必要でないムダな検査、薬をあまり出さ

ない、長期の入院療養をさせないなど、福祉施設との相

談も加えて、治療する前の予防も保健所で力を入れて、

地域で安心できる治療ネットワークの構築など、出演

者みなさんが要請されていました。 
 
 消費税はやがて10％になり納得ある社会保障費

に予算化され、みんなで助け合ってゆく日本のピジョ

ンを、人口の減少対策はどうあるべきか、そのなかに

あって地方における病院のあり方は、｢いのちの回廊｣

にあるように独自性の医療施設や多様な医療機関と

の連携、医療費抑制策の検討や病院改革・経営改善な

ど職員の意識改革を含め、感動できる医療を期待して

やみません。 
 
 〝すべてのものは移ろい、変化し消え去っていく。

そしてあらゆるものは空から始まり、変化の中から新

しいものが生まれてくる。〟｢色即是空｣｢空即是色｣の

般若心経の教えから、人としての各々の役割の発見

を、天才は天才の、凡人は凡人の役割（生き方）があ

り、世の中は持ちつ持たれつつ回り続けて、誰かの役

に立つているんだという諸法無我の世界でもあり、生

きていることを認識して、素晴らしい今日を、一日を

明日のために安心して暮らせる生活を、お互いに頑張

りましょう。 

■院長への手紙のご紹介とお返事■院長への手紙のご紹介とお返事  
   病院長 泉 良平  

お答え １月から、電子カルテを導入いたしました。電

子カルテの導入によって、患者の皆様の情報を医療ス

タッフが共有することが大変円滑にできること、医療安

全のためのさまざまな改善を行えることなどが可能と

なります。また、本来であれば、カルテやレントゲン写

真などを持ち運ぶ必要がないことより、むしろ待ち時間

を減らすことができるようになります。現在は、始まっ

たばかりで、電子カルテになれていないことより、診察

に時間を要しています。今しばらくの時間を頂くことに

よって、皆様のご希望に添える形での運用が可能となり

ます。ご理解をお願いいたします。 

ご意見１ 電子カルテになってから、２回目の受診とな

りましたが、前の手書きのカルテに比べ、とても待ち時間

が長く、子供を連れて小児科へ通院している親としては、

かなり苦痛です。先生方はていねいに、いつもきちんと看

てくださるので通院させていますが、今後少し考えさせら

れます。できるなら、前のように手書きのカルテに戻して

ください。 
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 昆布〆や昆布巻などに

も用いられる昆布は海の野

菜と呼ばれ、栄養素も豊富

に含まれます。富山県は沖

縄とともに昆布の消費県と

いわれ、健康づくりに一役

買っています。 
 

《昆布の栄養・効能》《昆布の栄養・効能》《昆布の栄養・効能》   
   
 昆布のぬめりはアルギ

ン酸と呼ばれる水溶性の食

物繊維で、コレステロ－ル

値を下げたり腸の働きを整

えたりします。アルギン酸

はコンブ多糖の一種です

が、胃酸の影響を受けてカ

リウムを放出しナトリウム

の排出を促してくれるの

で、血圧降下作用に有効で

あるともいわれます。ただ

し、多く食べるとおなかの

中でふくれて腸閉塞の原因

となったりすることがあり

ますのでご注意ください。 

■連載企画 旬をたのしむ⑳     「昆布」 （栄養科） 

昆布の栄養（100g中） 
 
 エネルギ－ 145 kcal 
 たんぱく質 8.2 g 

 脂質 1.2 g 

 食物繊維 27.1 g 

 カリウム 6100 mg 

 カルシウム 710 mg 

 鉄 3.9 mg 

 カロテン 1100 μｇ 

 ビタミンＢ１ 0.48 mg 

 ビタミンＢ２ 0.37 mg 

 ビタミンＣ 25 mg 

★献立紹介 
 
《白身魚と昆布のホイル焼き》 
 
1．魚には塩・こしょう少量を

ふっておく。 

2．切り昆布は2～3回水で

洗って水気を絞り適当な

長さに切る。 

3．えのきだけは根元を落と

し、長さを半分に切る。 

4．にんじん・しょうがは細切

り、赤唐辛子は小口切りに

する。 

5．ホイルに1切れずつ置き、②③④の1/4量づつのせて、

酒大さじ1/2をふり200度のオ－ブンで15分ほど焼く。 

6．★印の調味料を温め、⑤にかけて食する。 

★ミニ知識 体内で協力しあうナトリウムとカリウム 
 
 人の体内では、細胞内にカリウムが、細胞外にナト

リウムがより多く存在し、この2つはナトリウムポンプ

という調節機能で調節され、お互いに協力して心筋な

ど筋肉の収縮がうまく行われるように働いています。 
 
 食塩（ナトリウム）を多く摂っても細胞内にカリウ

ムが十分あれば余分なナトリウムは外に追い出されて

血圧が下がるという仕組みです。カリウムは野菜や海

草・きのこに多く含まれています。 

お答え 大変長時間お待ちいただき、申し

訳ありませんでした。必要な検査などがある

ばあいには、お待ちいただくことが長くなり

ます。できる限り、お待たせする時間を短く

するように努力いたしますが、診療科により

ましては、お１人の患者さまの診療に長時間

を要することがあります。 

 このようなことを少なくするためにも、

日ごろはお近くの診療所などで治療を受け

ていただき、精密検査などが必要なときには

病院を受診していただくなどの、地域完結型

の医療をお勧めしています。かかりつけ医を

お持ちくださることをお願いいたします。 

ご意見２ 氷見から来ました。大変気持ち

のよい病院ですが、朝９時に来ましたが、午

後の３時過ぎまで帰れない。もう少し何とかな

らないものですか。今日で３回来ました。 

材料（４人分） 
 
 たら ４切 

 切り昆布 ２０ｇ 

 えのきだけ 1 袋 

 にんじん 1/4本 

 赤唐辛子 2 本 

 しょうが 1 片 

★塩・こしょう・酒・しょ

うゆ・酢・ごま油・砂糖 

 ３月１日から３月２２日

まで，写真「薔薇に心よせて」

（村沢京子さん）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，２月１１日か

ら展示しておりまし

た桒の曾の皆様

による写真「桒

の曾 新春展」

は２月２８日で

終了しました．

有り難うござい

ました． 

■今月のふれあいギャラリー（玄関ホール２階） 

「桒の曾 新春展」 から 



■編集コラム 
 
 「生協の白石さん」という本をご存知ですか．もうすでに読まれた方もいらっ

しゃると思います．生協のご意見箱に投函された学生たちの質問や要望に対

して，誠実に答える白石さんの粋でユーモアにあふれた回答のやりとりをつ

づったものです．普通ならたわいもないいたずらだと無視してしまうような非現

実的な要望でも，ちゃんと聞いてあげて返事する．「どうせ誰も聞いてくれない」

と思った質問をちゃんと受け止めてくれたという満足感が学生たちの共感を

呼び，そしてコミュニケーションの輪を広げ，一冊の本にまでなってしまいまし

た．まだ読まれてない方は是非読んでみてください．何となく心が温まり，癒さ

れた気分になることでしょう． 

 今回の記事の中でも，吉友嘉久子さんの医師を対象とした接遇向上研修

会，エキスパート・ナースの「リエゾン看護」にあるように，相手が話しやすくなる

コミュニケーション環境作りやそれをしっかり受け止める接遇がいかによい医

療の基本であるかをこの本は教えてくれています．本誌に寄せられる皆様か

らのご意見にも白石さんのようにお答えできればと思います． 

 白石さんは「売れるモノは，売る側ではなく買う側が決めるのだ」と感想を述

べています．市民に愛される病院，市民の望む病院，市民の必要とする病院

は，市民の皆様の中にこそ描かれているのでしょう． 
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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 

●２月２日（木）：医師を対象とした第２回接遇向上研修会が行なわ

れました．講師に「オフィスよしとも」の吉友嘉久子さんに来ていた

だき，１時間あまり，実技を交えてお話いただきました．はじめは慣

れない雰囲気に戸惑っていた医局の先生方も，吉友さんの話術にだ

んだん引き込まれ，「接遇＝コミュニケーション」の大切さを再認識

したようです． 
 
●２月３日（金）１４：００～：富山市立看護専門学校の竣工式が執

り行われました．玄関前でテープカット．４月から３年課程の新しい

看護教育がスタートします． 
 
●２月２３日（木）１３：３０～：デイケアコンサート「詩吟のひび

き」が開かれました．日本詩吟学院岳風会 富山壮吟会の皆さまが，

デイケアに通院中の患者さまのために，さくらさくら，月の砂漠，古

城などの曲目を披露して下さいました．南病棟の患者さんや一般病

棟入院患者さんなども参加され，拍手喝采が止みませんでした． 
 
●２月２３日（木）１８：３０～：広報講演会が開かれました．NPO
法人日本HIS研究センター代表理事，石田章一先生を講師にお招き

し，「医療の質を上げる広報活動とは」のご講演を聞きました． 
 
●３月３日（金）：第１回QCサークル発表会が行われました． 
 
●禁煙教室のご案内：３月１０日（金）午後３時から，３階集団指導

室で行います． 

■今月のイベントと院内の動き 

 ２月３日の北陸高速道交通事故の際、適切な救急業務が出来ませ

んでしたことは、真に遺憾であり、お詫び致します。高速道や空港･

列車などでの大規模事故では、連絡を受けたスタッフが（看護師で

あっても）即刻対応し、関係者に連絡するとした対策を、富山市議

会厚生委員会に報告いたしました。詳細は、次月号にてお知らせし

ます。  

■大規模事故への対応について（お詫び） 

デイケアコンサート「詩吟のひびき」 

第２回医師接遇向上研修会 

広報講演会「医療の質を上げる広報活動とは」 


