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 「終末期患者からの人工呼吸器取り外

し」は、市民の皆様に、死や終末期につい

ての意識を高めることになりました。1年
前に、このマガジンで緩和医療についてお

伝えしました。緩和医療とは、がんやエイ

ズなどで終末期となった患者様の、死まで

の限りある命を、輝いて生きていただくこ

とを目的とするものです。緩和医療は、麻

薬などを用いてがんの痛みから解放され

ることにより、死に至るまでの時間を意義

あるものとして生きていただくことを目

的としており、終末期に行われる医療であ

るのでターミナルケアと言われます。 
 
 その他にも、終末期と呼ばれる状態は、

人が死に至る前に訪れます。これには、神

経や筋肉が衰えて呼吸できなくなる神経

難病や高齢によるものなどがあります。こ

れまでは、人工呼吸器や中心静脈からの栄

養などの延命治療は整備されてなかった

ために、人は病や高齢などによって、（自

然に）その命を閉じていました。しかし、

医学の進歩が人の命を延ばすことに成功

するようになり、倫理的な問題が出てきま

した。意識がない状態や、自分の意思表示

が出来ない状態での治療に対する倫理的

な問題が生じています。人工呼吸器を装着

した状態では、言葉を交わすことは出来な

くなります。 
 
 医療には、キュア（cure）とケア（care）
という言葉があります。キュアとは、手術

や治療で病状を改善するものであり、たと

え身体に痛みなどの侵襲を加えられても、

病から開放され、本来の健康な生活に戻る

ことを目的とするものであり、治癒につな

がります。それに対して、ケアは、治療に

よっても病状の改善が望めなくなったと

き、人本来のあるべき姿に近い生活を送れ

るよう医療者が支援することです。治癒が

望めず、人工呼吸器や栄養を送り込む点滴

などに縛られた状態が人本来の姿とはい

えなくなったとき、ケアへ医療を移す必要

が出てきます。このようなとき、様々な選

択を行う必要があります。 
 
 平成６年５月、日本学術会議「死と医

療特別委員会」は、「終末期医療において

患者の明白な治療差し控えの意思表明が

あるならば、延命医療の差し控えを行う

ことも許される」のではないかという報

告を行っています。そのほかにも、日本医

師会は終末期に関する報告を幾度となく

行ってきています。しかし、今回のことが

問題になる背景には、医師は、患者の意思

実現に協力する場合には、患者の意思（自

己決定）に加えて、社会的に正当とされる

事由が必要であるからです。命がある限

り、医師はその命を短くすることは許さ

れません。世界医師会は、医師は患者の状

態にかかわらず、命の短縮に手を貸して

はならないと宣言しています。 
 
 安楽死については、これまでもいくつ

かの事件があり判決も出ていますが、そ

れらはあくまでも判例であり、法的な決

まりが有るわけではありません。一方で

は、インフォームドコンセントとよばれ

る、医療についての「説明と同意」の重要

性についての理解が深まり、患者本人が

決定すること（自己決定権）が大切である

ということが皆さんに理解されてきまし

た。だからといって、「これ以上苦しむの

はみたくない」という人道的な動機だけ

では、人を死に追いやることは出来ませ

ん。医師は、「生か死か」という究極の選

択に必要な医学的な知識を皆さんにお知

らせし、倫理的な面を含めて、皆さんを支

えてゆくべきです。これから、法的な問題

についての議論が深まっていくでしょう

が、皆さんにも、死について考えて頂く必

要があると思います。これから、このマガ

ジンで、尊厳死や安楽死などについて、ご

一緒に考えてゆく機会を作って行きたい

と思います。 
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■診療科紹介 

救急センター 

津山 博 
（つやま ひろし） 
救急センター医長 
平成５年富山医科薬科大卒 
平成１４年金沢大学大学院修了 
 
●専門領域 

 救急医学、消化器外科  
●資格・学会 
 日本外科学会 専門医  
 日本救急医学会 ＩＣＬＳ インストラクター 
 日本外傷学会 ＪＰＴＥＣ インストラクター 
 日本外傷学会 ＪＡＴＥＣ インストラク

ター・ポテンシャル 
 日本消化器内視鏡学会 専門医、指導医 
 日本消化器病学会 専門医 
 日本消化器外科学会 認定医 
●モットー・患者さんへの一言 
  患者さん自身の理解と納得を基本に、

治療とＱＯＬを両立させた、過不足のない

適切な治療を心がけています  

 当センターは、ナースステーションを中心に、診察室、処置室、特殊処置室、

小手術室、観察室、シャワー洗浄室などが配置されています。延べ床面積は５

０６平方メートルで、大規模災害時に多数の救急患者さんが来院されてもそ

の役割を十分に発揮できます。 
 
 特に緊急性や重症患者に対する迅速な対応ができるように、特殊処置室や

小手術室などが設置されています。４つの診察室があり、処置室にも内科系２

床、外科系２床のベットが用意されています。 
 
 今後、地域中核総合病院として、市民の医療を担う土台が一つできあがり、

救急医療の分野でもそのニーズに応えていきます。 

救急センター正面 救急センター正面   救急センター受付 救急センター受付   

夜の救急センター 夜の救急センター   ナーステーション ナーステーション   

診察室１ 診察室１   処置室内科系 処置室内科系   処置室外科系 処置室外科系   

特殊処置室 特殊処置室   小手術室 小手術室   観察室 観察室   
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■連載企画■連載企画  外来看護だより⑩外来看護だより⑩          「脳神経外科外来」「脳神経外科外来」  

 脳神経外科外来は救急センタ－の隣に位置してお

り、救急搬送患者さまにすぐに対応できるようになっ

ています。外来スタッフは医師３名と看護師２名、医療

助手１名です。外来診療は午前中のみで、午後からは手

術・血管造影検査等を行っています。よく神経内科・精

神科と間違って受診される患者さまがいらっしゃいま

すが、脳神経外科は主として脳や脊髄の手術を行う病

気を対象としています。 
 
 高齢化が進むにつれて脳血管障害の患者さまが増

加してきています。また緊急手術の件数も増えつつあ

ります。転倒され頭部打撲、その後１～３ヶ月後には歩

行障害・ふらつき・話しにくい等の症状が出現し受診さ

れるケース、また「突然、今までに経験したことのない

激しい頭痛」で発症し意識障害で来院されるケース

等・・・すぐに緊急検査・手術になられる患者さまもお

られます。脳血管造影検査には外来看護師が検査の介

助についています。安全で安心して検査が受けられる

よう十分に心配りして検査介助を行っています。 
 
 脳ドックの普及、及び画像診断、特にＭＲＩ・ＭＲ

Ａ・３Ｄ－ＣＴＡの向上によって未破裂脳動脈瘤を発

見することが可能となり、出血の主要因である動脈瘤

の破裂を未然に防ぐケースが増えてきています。脳

ドックの診察も外来で行っており、毎週月曜日は午後

１３時３０分から、火～金曜日は午前中の診療となっ

ております（脳ドックの予約は健康管理科でお願いし

ます）。 
 
 急性期では１分１秒が患者さまの予後を大きく左

右することがあり、迅速な対応が必要になってきます。

診察中に救急患者さまの対応で、突然に診察が中断す

ることも多いにあり大変にご迷惑をおかけすることが

あるかと思います。 
 
 私達、外来スタッフはいつも笑顔、思いやりのある

優しい気持ちで対応ができるよう心がけていきたいと

思っています。ご相談されたいこと・ご心配なことがあ

れば、いつでも窓口へおいで頂きたいと思います。 

「脳神経外科外来スタッフ」 

■お知らせ■お知らせ   富山市民病院ホームページのトップ画面に病院理念が追加

されました．富山市民病院の使命・価値観・展望が動画のよう

に流されます．終わったら，もう一度繰り返すことも出来ます．

一度ご覧になって下さい．ホームページのアドレスは 

http://www.tch.toyama.toyama.jp/ 
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■連載企画■連載企画  新連載：解説「在宅療養」①新連載：解説「在宅療養」①  

  「地域包括支援センター」「地域包括支援センター」                地域医療連携室地域医療連携室  

 今、在宅療養は様々な介護サービスを利用し療養

環境を整えることができるようになりました。今回よ

り、改正された介護保険制度から「在宅療養」をテー

マに在宅で利用できる介護サービスについて毎月お

伝えいたします。 
 
 2000年4月より介護保険制度が始まりました。制

度を利用する方は年々増加し、介護の必要性を判断す

る介護度（6段階）のうち、軽い方にあてはまる「要支

援」、「要介護1」の認定を受けた方が大幅に増加しま

した。今後ますます高齢化が進むことが予想されるこ

とから、今年の４月１日より介護保険制度が一部改正

されました。改正のポイントは、自立や要支援、軽い

要介護状態の方に対して、状態を維持または改善でき

るよう、支援していくことです｡ 
 
 従いまして、新制度では「介護予防」を１つのキー

ワードに、新しく「地域包括支援センター」が開設さ

れました。地域包括支援センターは、これまでの在宅

介護支援センターの機能を強化し、皆様が住み慣れた

地域で安心して生活していただけるようお手伝いし

ます。富山市内では、富山地域に25ヶ所、大沢野（細

入含む）地域に2ヶ所、大山地域に１ヶ所、八尾（山田

含む）地域に1ヶ所、婦中地域に2ヶ所開設されました。 
 

 このように地域包括支援センターは、身近でご相談

にのっていただける機関です。もちろん相談料などは

不要です。また、地区センターや自治公民館などで、介

護に関する説明会や教室を開催されますので、お気軽

にご参加ください。 

地域包括支援センターの役割地域包括支援センターの役割  
 
１．介護予防ケアマネージメント 
 
 地域の高齢者の方々の状態を把握し、介護が必要

となるおそれのある方に、できるだけ介護が必要な

状態にならないよう、介護予防サービス等の計画を

立てます。 
 
２．総合相談・権利擁護 
 
 高齢者やその家族、近隣に暮らす方の介護に関す

る悩みや問題、健康や福祉、医療や生活に関する

ことなどの相談に応じます。 
 
３．包括的・継続的マネージメント 
 
 皆様を支える地域のケアマネージャーの指導・支

援のほか、さまざまな機関とのネットワーク作りをし

ます。 

お答え１ 
 
 院外処方の件ですが、これまでもお伝えしていますように、医薬

分業が必要であるということで、皆様にお勧めしています。薬の管

理を１つの薬局でして頂く利点は、お薬の相互の副作用（のみ合

わせによる不都合）を防止するでありますので、ご理解を頂きたい

と思います。以前にもお知らせしましたように、以前に「ソリブジン

事件」という大変大きな薬害事件がありました。これは、皮膚科の

お薬と抗がん剤を別々の医療機関で処方され、その相互作用で

多くの方が亡くなったという事件です。このことが教訓となり、医薬

分業が進められました。薬の種類も、ジェネリック薬品を加えて多く

なってきており、ますますお薬の管理が必要となっています。宜しく

お願いいたします。なお、ご事情によりましては、院内処方とさせて

いただきますので、医師、看護師にお問い合わせください。 

ご意見１ 
 
 医薬分業はある程度、理解はしていますが、なんとも不便です。

患者は、体が不自由だったり、高齢者で近くの薬局をとか言われま

しても、いちいち外へ出なければなりません。どうしてもということで

あれば、それぞれの希望を聞いてくださっても良いのではないで

しょうか。 

■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  

ご意見２ 
 
 検査結果の表のことでのお願いです。GOＴ, GPT、

等々いろいろとかいてありますが、素人には、何が

なんだか解りかねます。関係のところは、教えていた

だけますが、できたら、せっかく他の検査も出ていま

すので、見たいと思うのです。 

お答え２ 
 
 検査結果の件ですが、ご意見のように大変難解

な検査項目もあります。すべての項目に説明をつけ

ることが出来ないか検討しましたが、困難であると

の事で、検査説明室の設置を検討させていただくこ

とに致しました。具体的なことはこれから検討いたし

ますが、外来に、皆様にご説明する場所を作ること

を考えておりますので、今しばらくご理解を頂きたい

と思います。 

「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。これからも、病院に関しますご意見を頂きますよう、

お願いいたします。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。 
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 初夏の食卓を演出するさやえんどうは、若いさや

ごと食べる絹さや、成長してもさやが硬くならないス

ナップえんどう、中の豆だけを食べるグリーンピース

等の種類があります。さやつきの場合は、さやがふっ

くらしてピンと張ったもの、むき実では粒が揃ってい

て緑色の濃い物を選びます。  
 

《さやえんどうの栄養・効能》《さやえんどうの栄養・効能》《さやえんどうの栄養・効能》   
   
 さやえんどうには、糖質、たんぱく質、カロテン、

ビタミンＣが多く含まれ、糖質とたんぱく質は熟度と

ともに多くなり甘味が増します。 

■連載企画 旬をたのしむ２２ 「さやえんどう」               （栄養科） 

★豆知識 
 
 絹さやの名前の由来は、さや同士がこすれあう音

が衣擦れに似ていることからつけられたのだとか。

響きのきれいな名前ですね。 

◆献立紹介 
 
《エンドウ豆ご飯》《エンドウ豆ご飯》《エンドウ豆ご飯》   
 
① えんどう豆は、1カップの

水に塩を一つまみ入れ５分

程つけて、ざるにあける 
 
② 米に水と塩、①のえんどう豆を入れて炊く。 

材料（２人分） 
 
 米1.5カップ 

 水1.8カップ 

 えんどう豆50ｇ 

 塩小さじ1 

★栄養ゼミ ～水分をとりましょう～ 
 
 人の体内水分量は若い人ほど割合が高く、一番みず

みずしいのは生まれたばかりの赤ちゃんで体重の約

70~80%、成人では60%、お年寄りでは50%程度だとい

われています。特に高齢者では食欲不振や意欲、体力低

下の一因として水分不足があげられます、高齢者は喉

の渇きを感じにくく、そのため、食事や水分のとり方が

少なくなり、脱水状態に陥っていることが考えられま

す。 
 
 健康維持に必要な水分量は、飲み物からは１日に

1㍑～1.5㍑程度とされています。暑くなるこれからの

時期、こまめに水分を補給するように心がけましょう。 

■特別寄稿■特別寄稿  「臨床研修医レターⅨ」「臨床研修医レターⅨ」  小浦小浦  友行友行  

患者様へ、ありがとう。 

 こんな新米の自分でも、朝、

顔を見せたときに喜んで頂いて

ありがとうございました。 
 
患者様へ、ありがとう。 

 患者様を元気づけるのが役

目なのですが、そんな僕も社会

人としては1年目。単純に新米と

して悩んだりしたんです。そん

な僕に、人生の先輩としてのアドバイスを下さった、あ

なたに感謝します。 
 
患者様へ、ごめんなさい。 

 毎朝暗い顔して部屋に現れてごめんなさい。あなた

が病気と闘っている、そんな姿を見るのがつらかった

のですが、それを顔に出しては医者失格でした。 
 
患者様へ、ごめんなさい。 

 たまにいらだちが顔に出てしまったこともありま

した。それを顔に出しては医者失格でした。 
 
看護師さんへ、ごめんなさい。 

 たまにいらだちが顔に出てしまったこともありま

した。それを顔に出しては同じ職場で働く者として失

格でした。 
 
看護師さんへ、ありがとう。 

 新米があーだこーだといろいろ言っても、それを聞

き入れてくださいまして、ありがとうございました。あ

ほなことを言っていたこともあるでしょう。そんな時

はどうぞ、ビシッ！と言ってやって下さい。 
 
市民病院の皆様へ、ありがとうございました。 

 1年間いろいろとしごかれたように存じます。これ

も皆様方のご協力あってのことでございました。 

 ちょっとでもお世話になった全ての皆様方に、感謝

いたします。ありがとうございました。 



Page 6 富山市民病院マガジン 

■連載企画■連載企画  ボランティア・エッセイ（２３）ボランティア・エッセイ（２３）    

    『いのちは誰のものなのか』『いのちは誰のものなのか』    病院ボランティア病院ボランティア  石森貞夫石森貞夫  

 医療現場で、患者や家族の意思が尊重される機運が生

まれるきっかけとなったのが、｢カレン・アン・クインラ

ン事件｣（1976年）で、カレンさんは、昏睡状況が数ヶ

月続いており、回復の望みがないので、家族が人工呼吸

器をはずしてほしいと、病院に要望したが、拒否される。

クインラン夫妻はアメリカの最高裁で勝訴し、患者の意

思を実現するのは、医師でなく裁判官であった。｢患者の

自己決定権｣を医師の行為を、弁護士が指示するという

画期的な先例となり、オランダやアメリカのオレゴン州

では｢安楽死法｣ができるきっかけとなる。｢患者に死期

が迫っている、激しい苦痛がある状態｣という条件で、医

師に死に至る薬の処方箋を書いてもらえることになっ

ている。 
 
 日本では議論されないままに、医師主導で尊厳死協会

などができて、治療の続存を患者自らが決めるものとい

う考えが大きくなりつつあります（柳澤圭子・生命科学

者）。死に対する感情、死の文化はその国によって大き

く差があり、よその国の法律があり、延命治療に対する

日本のガイドラインは、終末期医療の問題は今後複雑に

なると、柳澤氏は訴えられる。 
 
 今や生と死の問題を真剣に考える時代となり、医療は

病院で、養生は自分でやる、食事療法・健康食品などに

気配りしながら、｢気休め（心を休め）・骨休め（睡眠）・

箸休め（食べ過ぎない）｣をモットーに、養生の時代を病

院のお世話にならぬように（五木寛之・作家）、また柳

田邦男氏の｢健康とは死を考えることだ｣に共感しなが

ら、いのち（精神性）とライフサイクル（生活状況）を

考慮しながら、死はターミナル（終わり）でなく、むし

ろ始まりだという考え方で、最期まで人生を気高く生き

る事だと教訓されます。そして十分な緩和ケアに取り組

まなかった医療は、死に行く人の最期ばかりか、その人

の魂が生きてゆくはずの受け継ぐ人の人生までも破壊

したことになります。 
 
 脳死やそれに近い状況になった時、もはや助からな

い以上、人工呼吸器や管による栄養補給は医療費の無

駄になるから、そういう手当ては早く切り上げるべき

意見もあるが、そうでなく｢人間の一番大事ないのち

の精神性の側面を見る｣視点が欠けている、と指摘さ

れる。身体的な健康といのちばかりを追う医療と健康

産業を、根本的に変えない限り、真の健康観は生まれ

ないと作家の柳田氏は内観体験から、｢いのちの危機

と死に関する探索｣を力説されます。 
 
 死に対する感情は大きく差があり、仏教観念の強い

富山では尊厳死は問題となっており、｢いのちはその

個人のもの｣ではなく、一人の人のいのちは、多くの

人々の心の中、家族の人々の絆によって結ばれてお

り、分配されて存在しており、私という存在は40億年

間の人類の途切れることなくＤＮＡが複製され続け

て生まれた歴史があり、いのちは自分だけのものでは

ないということ、想像を超える宇宙の長い空間から、

発生される尊いいのちであるということです。 
 
 ｢愛されていない命は一つもない｣｢尊ばれない命は

一つもない｣いのちはなぜ尊いか、仏教の教えには、縁

起（えんぎ）という考えから、あらゆる物事はいろい

ろな条件が、縁り集まって起きており、自分のいのち

も両親・その祖父母・さらにその前の先祖と、無限の

つながりから成り立っています。私達は｢いのちの価

値｣を、いのちの意味を仏陀を通して学ばねばなりま

せん。“いのちは誰のものなのか”、凡夫の私も胸に

手を当て、静かに目を閉じて考えましょう。 
 
資料：（文芸春秋＝特別版“心と身体の処方箋”） 

   （熊平製作所・抜粋のつづり65号より） 

   （本願寺出版・４月のことば） 

 思いやりのある親切で優しい気

持ちと，何でも積極的にやってみよ

うという気持ちさえあれば，誰でも

できます．とは言っても，それはなか

なか大変なことでしょう．どなたで

も大歓迎ですから，あまり難しく考

えないで，まずは体験してみません

か？ 

 当院でのボランティア活動を通

して，思いやりのある親切で優しい

気持ちや積極的にやってみようとい

う気持ちが次第に大きく育っていく

かもしれません．当院のボランティ

ア活動に関心を持っていただいた方

は，ぜひご連絡下さい． 
 

問い合わせ・お申し込みは 

 富山市民病院総務課 

 （代）０７６－４２２－１１１２  

 内線２２０３ 

  富山市民病院でボランティアをしてみませんか！富山市民病院でボランティアをしてみませんか！  

病院横の桜と鯉のぼり 
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■改修後の東３病棟■改修後の東３病棟  （小児病棟）（小児病棟）  

■連載企画■連載企画  新連載：教室紹介①新連載：教室紹介①    「マタニティクラス案内」「マタニティクラス案内」  

 みなさま こんにちは！ 
 
 妊娠中は喜びや期待と同時に、ホルモンの変化から

身体的にも精神的にもアンバランスであり、不安を抱

えておられる方もいらっしゃると思います。そんな不

安を少しでも解消して、マタニティライフを有意義に

過ごしていただくため、パパ・ママ マタニティクラ

スを開催しています。概要は以下のようになっていま

す。 
 
対象： 対象は当院に通院中の２０週以降の妊婦さん及

びその夫（予約が必要） 

日時： 第２水曜日（AM9：30～11：30） 

場所： 産婦人科病棟 カンファレンス室 

内容： ＊妊娠中の疾患（医師より） 

  ＊妊娠中の過ごし方 

  ＊出産準備用品について 

  ＊産科病棟・分娩室の見学 
 
 マタニティクラスでは、まず医師より妊娠中の疾患

についてお話をしています。主に切迫早産や胎盤の異

常についてです。当院入院中の患者様は、他院からの紹

介もあり切迫早産などハイリスク妊娠の方が多くい

らっしゃいますが、患者様の中には、「おなかの張りは

いつもありましたが、これが普通だと思っていまし

た。」と言われる方も少なくありません。ここが大きな

ポイントです。これらを予防するために、妊娠中に医師

から専門的な話を聞くことは意識改革となり、妊娠中

をより安全に過ごすことができると思います。 
 
 次に、分娩台はLD機能を取り入れておりやや広め

の分娩台を使用していますが、希望の方は実際に分娩

台にあがって模擬体験することもできます。 
 
 また、妊娠中の予防のため日常の過ごし方について

助産師が説明しています。私たちスタッフは、「安全で

より満足する産科医療を提供する」ために各自が研修

会に参加し、得られた知識を学習会で発表し、皆で共有

するようにしています。個別的な質問や些細なことに

もその知識をもとにそれぞれが出来るだけわかりやす

くていねいに説明できるよう心がけています。病棟の

助産師は１０名いますが、その多くは出産体験をして

います。貴重な意見やベテランだからこそ話せる体験

談を聞きながら、ぜひ、私たちと一緒に「安全で満足す

るお産」をしてみませんか。 

明るいピンクの壁と花柄のカーテン 

大きな引き戸 

ピカピカのフローリングの廊下 



■編集コラム 
 
 診療報酬といっても市民の皆さんにはピンとこないかも知れませ

んが，病院などに支払う医療費は診療報酬で細かく決められていま

す．この４月にこの診療報酬が大きく見直され改訂されました．医療

者側には厳しかった今回の改訂ですが，患者さんにとっては，主体的

に医療に参加し，必要な医療を自分自身で選択し，自分の求めに応じ

た医療が提供されるような方向性が示されています． 
 
 その中の一つに「在宅療養」があげられます．例えば，２４時間い

つでも往診や訪問看護のできる「在宅療養支援診療所」という新しい

診療所枠を設け，在宅での療養環境を整えようとしているわけです．

とくに在宅での看取り，終末期医療（在宅ホスピス）もその中に盛り

込まれていることが注目されます．現在，日本人の９割以上の方が病

院で亡くなられていますが，実は３０年ほど前までは，自宅で亡くな

る人の方が多かったのです．今や病院は病気から回復する場所ではな

く，亡くなる最後の場所になっている実態がここにあるのです． 
 
 少子高齢化社会を迎え，核家族化が進んだ今だからこそ，家族や親

しい友人に見守られながら自宅で最期を迎えることの意義をもう一

度見つめ直す時にあるのではないかと思うのです． 

 

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 

島竹恵美子・松下桂子・玉扶持春美・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 

●４月３日（月）：新年度が始まりました．新任医師，研修医，看護

師など多くの新人職員が加わりました．皆さん応援してください．

新任医師紹介は次号で特集します． 
  
●４月１４日（金）：ボランティアお花見交流会が行われました．病

院横の夜桜を職員と一緒に鑑賞しました． 
  
●４月２２日：東３病棟の改修が終わり，小児病棟がこの新しい東３

病棟へ引越ししました．大きな引き戸にピカピカのフローリング，

明るいピンクの壁や花柄のカーテンなどが特徴です（７ページ写真

参照）．次いで東４病棟の工事に着手するため，５月７日に東４病

棟から西８病棟への移動が行われました． 
 
●５月１１日（木）：ふれあい看護体験が行われました。市民の皆

様と病院関係者が交流し、医療や看護のありかたを共に考えてい

くきっかけとなりました。 
 
●寄附のお知らせ：富山市立看護専門学校に医学図書（50万円相当

分）のご寄附を頂きました．タカノ建設・三由建設富山市立看護専

門学校改築建設主体工事共同企業体様からの寄贈です．有り難うご

ざいました． 

■今月のイベントと院内の動き 

ボランティアお花見交流会 

 ふれあいギャラリー（玄関ホール２階）：５月９日から５月３

１日まで，写真展「夏 大日岳」（勢濃 寛司さん）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，４月１４日から展示しておりましたタピストリー展「水彩

画を織る」（中野教子さん）は５月８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） 

ふれあいギャラリー 

タピストリー展「水彩画を織る」より 

「和／ハーモニー」 
 

タピストリー作家（Tapestry Weaver） 

中野教子さん作 
 

◇◆タピストリー（Tapestry）とは◆◇ 

 壁掛け絨毯（じゅうたん）のことです．

水彩画の原画をもとに，色とりどりの

糸で織り出されたものです。 
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