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 人の死について、現代の日本人は経験

することが少なくなってきています。以前

は自宅で亡くなる方が多かったのですが、

最近では８０％以上の方が病院で亡く

なっています。また、核家族化もあって、

家族の死を看取る経験が少なくなってき

ています。 
 
 死は忌むものでしょうか？呼吸を止

め、心臓の鼓動がやんだときから、私たち

の愛する家族や友人は「死者」となります。

死者となっても、これまでに培ってきた人

生や愛情は決して色あせるものではない

はずです。人は死を恐れます。命有るもの

の当然の反応です。しかし、死を忌むべき

もの・怖いものとする思いがあるとすれ

ば、大変悲しいことではないでしょうか。

懇ろに死者とともに、ともに生きた人生を

感じられれば、幸せな看取りが出来ると思

います。 
 
 終末期には（死線を超えるには）周りの

ものは、とても苦しむ姿をみなければなら

ない時期があります。このような時には

「あえぎ」や「苦悶」があります。しかし、

この苦しみは死への旅立ちへの最後の抗

いではないかと私は考えます。ともに苦し

みを感じることも看取りだと思います。 
 
 さて、尊厳死について考えてみましょ

う。死に至るまで、人としての権利を保つ

ことが尊厳死であって、「尊厳ある生」を

命が終わる時まで持ちつづけることが必

要だと思います。西行法師は、「願はくは 

花の下にて春死なむ その如月の望月の

頃」と詠んでいます。昔から､人生の最後は

自分が選択したいという思いです。現代医

療では､医療者の判断が優先されるように

なり､終末期でも人工呼吸器や栄養補給な

どの延命措置が行われることがあり、患者

さんに苦痛を強いることともなります。人

生の最後の締めくくりを穏やかに過ごし

たいという考えは､自然なことであると思

います。健やかに生きるのは当然ですが､

一方､安らかに死ぬのも重要な人の権利

であるという考え方です。この考え方の

延長として、尊厳死が有ります。 
 
 1976年には、意識のない植物状態で

あったカレンさんの両親が、まったく回

復の見込みがないにもかかわらず､人工

呼吸器で延命させることは人間の尊厳を

犯すものであると訴え､これをアメリカ

最高裁は認めました。これが契機となっ

て､尊厳死について議論されるようにな

りました。そして、アメリカではほぼすべ

ての州でリビング･ウイル（生前の意志）

法が実現しました。また、ヨーロッパでも

尊厳死は社会に定着し始めています。 
 
 日本では､1976年に医師である太田典

礼さんが中心になって、尊厳死協会が結

成されました。2003年には会員数は10万
名を超え、現在は尊厳死の法制化に向け

て活発な活動を行っています。しかし、日

本尊厳死協会は、「重度の認知症」は、尊

厳死の用件には加えていません。尊厳死

について広く考えすぎるようになると、

社会的弱者の人権を損なう危険もありま

す。そういった意味でも、尊厳死の取り扱

いには十分配慮する必要があります。 
 
 健康なときから、死について考え、ど

のように死を迎えるかについて話し合い

を持つことは大切です。そして、その意思

をしっかりと信頼できる人に伝えておく

ことは大事だと思います。しかし、時々の

状況によって人の気持ちは変化します。

変化したときには、そのことを伝えてお

くことも大切です。 
 
 終末期･尊厳死･安楽死という言葉に

ついて、そして、死について、家族で一度

考える機会を持つことが大切なのではな

いでしょうか。（死の）看取りを経験した

人が、若者や子供たちに語ることだけで

も、死への準備教育となります。心静かに

話が出来れば、語る人にとっても大切な

体験となるはずです。 
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■部門紹介  総務課 

 病院の2階に展示されているふれあい

ギャラリーをご存知でしょうか。それをご

覧になりながら歩いていき、この先は何が

あるのだろうと角を曲がったら、そこに総

務課があります。皆様は、総務課と聞いてど

んなイメージを持たれるでしょうか？「何

をやってるかわからないけど、病院をまと

めとる所かなぁ・・。」と、そんな声が返っ

てきそうですが、簡単に紹介したいと思い

ます。 
 
 総務課は、管理係、出納決算係、管財係

と3つの係に分かれています。管理係は、主

に予算や、職員の採用、給与、医局に関する

事務などを行っています。この係には、事務

員のほかに、運転手が１名おり、市民病院か

ら他の病院へ、患者様を救急車で搬送した

り、外部の検査機関への検体の運搬をする

など、毎日安全な運転業務に努めています。

そして、 出納決算係は病院に出入りするお

金の管理などをしており、管財係は、契約や

購入、施設に関する運営、修繕に関すること

を行っています。身近なところでは、注射器

やガーゼなどの医療に関わる材料などを

買っています。特に、平成17年度から平成

20年度にかけて、病棟の改修工事を行って

いますが、その中心となっているのもこの

係です。 
 
 また、これから夏山シーズンに入ります

が、山などでケガをされた方が、ヘリコプ

ターで運ばれてきた際に、ストレッチャー

に乗せ、ドクターに任せるまでのお手伝い

などもしています。これから登山に行かれ

る方は、「どうぞお気をつけて行ってきてく

ださいね。」 
 
 総務課は、直接市民の方とふれあうこと

が少ないため、皆様のお目にとまることは

あまりないかもしれませんが、これからも、

患者様が安心して治療を受けられる市民病

院であるために、縁の下の力持ちとなって、

総務課としてやれ

ることをこれから

も精一杯させてい

ただきたいと思っ

ております。 

「管財係」 

「管理係」 

「総務課長」 

「出納決算係」 

「運転手さん」 
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■連載企画 外来看護だより⑪          「小児科外来」 

 小児科外来について紹介します。小児科外来は、医師６

名、看護師３名、医療助手１名の他、専門外来として外部よ

り医師４名を加え外来診療を行っています。 
 
 午前中は、風邪・下痢・腹痛など主に急性期疾患中心の

一般外来です。午後は、乳幼児の健診・予防接種・喘息を中

心としたアレルギー外来・循環器外来・てんかん治療の神経

外来など曜日別に専門外来が中心です。すべて予約制で

行っています。また他に、おねしょに悩む夜尿外来・小児糖

尿病外来・血液・腎臓の病気など慢性疾患を中心とした外来

も予約制で行っています。お電話での相談や予約もお聞き

しています。詳細は小児科外来窓口へお問い合わせ下さい。 
 
 私たちは、リラックスして診察を受けてもらえるよう

に、小児科外来の待合室には､大きなテレビや絵本、玩具な

どを用意しています。待ち時間には、人気キャラクターのビ

デオを見たり、親子で本を読んだりと大変喜ばれています。

診察室には、魚の泳ぐ水槽や、ミッキー・ミニー等のぬいぐ

るみを置き、和やかな雰囲気で診察が受けられるように配

慮をしています。 
 
 また、入院される患者様や退院後外来通院される患者様

にも安心して治療を受けていただけるよう病棟との連携も

密に行っていきたいと思っています。 

 
 看護師として外来の業務に追われるだけでな

く、それぞれに業務を分担し、外来においてはもち

ろん、お電話での問い合わせや御相談にはゆとり

を持って対応できるよう努めています。若い御両

親への子育て支援に対しても、何か力になれるこ

とがないかと思案中です。どうぞ気軽に声をかけ

てください。 

「小児科外来スタッフ」 

■連載企画  新連載：解説「在宅療養」② 

 「介護予防サービス」               地域医療連携室 

 介護保険を利用するときは、市町村が行う「要介護

認定」を受けます。これは、どの程度介護や支援が必要

か判断するもので、「要介護度」として表されています。

今回の介護保険制度の改正ポイントは、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にあります。自立支援を

重視する意味合いから、今までの「要支援」は「要支援

１」と「要支援２」に改定されました。「要介護１～５」

は変更されなかったので、「要介護度」は今までの6段
階から7段階に改正されたことになります。 
 
 新たに設けられた「要支援１」と「要支援２」は、

今までの「要支援」と要支援に近い「要介護１」の３分

の２程度の方が対象になります。つまり、これまでの

「要介護１」に該当した方は、状態の改善の可能性が高

いかどうかを審査し、「要支援２」と「要介護１」に分

かれます。新しく設けられた「要支援１」と「要支援２」

は、利用者の自立を促す意味合いが強化されますので、

予防のためのサービス利用が可能となります。これを

「介護予防サービス（新予防給付）」といいます｡ 
 
 具体的なサービスについては、ほぼ従来どおり要介

護状態の方と同じサービスが利用できますが、ベッド

や車椅子などを借りる「福祉用具貸与」は利用者の病状

や介護状況によって条件が異なります｡また利用料は、

内容によって１回おいくら、の計算のものや、週何回の

利用かによって決められるものがあります｡介護予防

サービスに関するお問い合わせは、医療相談室までお

寄せください。 
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■特集 新任医師紹介                 よろしくお願いします！ 

山崎 圭介（やまざき けいすけ） 

 外科医師 平成11年卒 
 
●専門領域：消化器外科 

●資格・学会：日本外科学会認定医 
 
●モットー・患者さんへの一言 

 患者さんを第一に治療を行ない

ます。 

宮下 松樹（みやした まつき） 

 形成外科医師 平成10年卒 
 
●専門領域：形成外科一般 

●資格・学会：形成外科専門医，日

本形成外科学会，日本手の外科学会 

●モットー・患者さんへの一言 

 丁寧な診察、手技をモットーと

し、一生懸命、誠心誠意対応致しま

す。 

喜多 克尚（きた かつなお） 

 精神科医師 平成15年卒 
 
●専門領域：精神科一般 
 
●モットー・患者さんへの一言 

 １人ひとりに誠意を持って 

小林 陽子（こばやし ようこ） 

 小児科医師 平成15年卒 
 
●専門領域：小児科一般 

喜多 裕樹（きた ゆうき） 

 内科医師 平成12年卒 
 
●専門領域：内分泌・代謝 

●資格・学会：日本内科学会，日本

糖尿病学会，日本内分泌学会 
●モットー・患者さんへの一言 

 親切でやさしく、患者さんの立

場にたった医療を心がけていきま

す。 

油野 久美（あぶらの くみ） 

 内科医師 平成15年卒 
 
●専門領域：腎臓内科 

●資格・学会：日本内科学会，日本

腎臓学会，日本透析医学，BLS・
ACLSプロバイダーコース修了 

●モットー・患者さんへの一言 

 患者様御自身、御家族がよかっ

たと思えるような医療をしたい。 

室石 豊輝（むろいし とよてる） 

 内科医長 平成７年卒 
 
●専門領域：内科一般，神経内科 

●資格・学会：日本内科学会認定内

科専門医，日本神経学会 
 
●モットー・患者さんへの一言 

 できる限り患者さんの訴えに耳

をかたむけたいと思います。 

音羽 勘一（おとわ かんいち） 

 内科医師 平成８年卒 
 
●専門領域：循環器科 

●資格・学会：認定内科専門医，循環器

専門医，心臓リハビリテーション指導士 

●モットー・患者さんへの一言 

 急性期から慢性期まで、安心の

できる医療を提供できるよう、頑張

ります。 

山田 裕治（やまだ ゆうじ） 

 内科主幹・内科医長 昭和58年卒 
 
●専門領域：腎・高血圧 

●資格・学会：日本内科学会認定医 

 日本腎臓学会専門医 
 
●モットー・患者さんへの一言 

 患者さんに分かりやすく、良質

な医療を提供します。 

千代 満（せんだい みつる） 

 内科医長 平成７年卒 
 
●専門領域：内科，循環器科 

●資格・学会： 

 日本内科学会認定医 

 日本循環器学会専門医 



Page 5 第２６号（６月号） 

川井 恵一（かわい けいいち） 

 放射線科医師 

 平成10年金大医学部卒 
 
●専門領域：画像診断 

●資格・学会：日本医学放射線学会

専門医（診断） 

加藤 晋（かとう すすむ） 

 麻酔科医師 

山田 芳博（やまだ よしひろ） 

 眼科医長 平成９年卒 
 
●専門領域：眼科一般 

●資格：日本眼科学会専門医 

●所属学会：日本眼科学会，日本眼

科医会，日本眼科手術学会 
 
●モットー・患者さんへの一言 

 患者さんの病気や病状に対し、わ

かりやすい説明をし、理解していた

だいたうえで、的確な治療を提供で

きるように心掛けます。 

山西 久美子（やまにし くみこ） 

 参事，産婦人科医長 

 昭和49年卒 
 
●専門領域：産婦人科一般 

●資格・学会：産婦人科専門医 
 
●モットー・患者さんへの一言 

 親しみ易さ、主婦感覚が長所か

なと思っています。 

小川 泰弘（おがわ やすひろ） 

 整形外科医師 平成16年卒 
 
●資格・学会：日本整形外科学会 
 
●モットー・患者さんへの一言 

 よろしくお願い致します。 

千代 恵里子（せんだい えりこ） 

 皮膚科医長 平成９年卒 
 
●専門領域：皮膚科一般 

●資格・学会：日本皮膚科学会認定

皮膚科専門医，医学博士 
 
●モットー・患者さんへの一言 

 分かり易い説明を心がけていま

す。 

長浦 恭行（ながうら やすゆき） 

 整形外科主幹 

 整形外科医長 平成４年卒 
 
●専門領域：関節外科，リウマチ，

脊椎外科 

●資格・学会：日本整形外科学会専

門医，日本整形外科学会リウマチ医 
 
●モットー・患者さんへの一言 

 整形外科医の立場として、何か患

者さんに出来ることがないかを、い

つも考える様にしています。 

得田 和彦（とくだ かずひこ） 

 脳神経外科医長 

 リハビリテーション科部長 

 昭和59年卒 
 
●専門領域：脳神経外科（脳卒中、

外傷など），救急医療 

●資格・学会：医学博士，日本脳神

経外科学会専門医，日本脳卒中の外

科学会，日本脳神経血管内治療学

会，日本脳神経外科コングレス，日

本脳卒中学会 
 
●モットー・患者さんへの一言 

 分かり易い説明と目標を持った

治療を行なうように心掛けていま

す。 

本多 儀行（ほんだ よしゆき） 

 麻酔科医長 

 平成８年富山医薬大卒 
 
●専門領域：麻酔科学一般，整形外

科学一般，各種神経ブロック 

●資格・学会：日本整形外科学会専

門医，日本麻酔科学会 
 
●モットー・患者さんへの一言 

 患者さんへの医療に対し、もし自

分の家族だったらどうするかを常

に考え、誠実に対応するよう心がけ

ています。気軽に相談して下さい。 
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■特別寄稿■特別寄稿  「臨床研修医レター⑩」：新研修医自己紹介Ⅰ（２年生）「臨床研修医レター⑩」：新研修医自己紹介Ⅰ（２年生）  

西田 公彦 
 
 今年の４月から来年の３月まで、

ここ富山市民病院にお世話になる

事になりました。名古屋に30年住ん

でいて幼稚園から大学まで過ごし

ました。それが、勉強好きでも無い

のに、また大学生になって、当時の富山医科薬科大

学に入学し、富山にやってきました。 
 
 昨年１年間は、母校の富山大学の附属病院で、研

修をしていました。今年は、昨年よりも前進できる

ように、研修＝修行を重ねていきたいと思っていま

す。今の私には、患者様との出会いが、教えていた

だく場になることもあります。 
 
 将来は神経精神科志望です。神経精神科は、今で

も、他の科と比べて異質な科と見られることもある

と思います。でも、眠れない時は神経精神科にお薬

の相談をして下さい。餅は餅屋です。専門の科に相

談する方が、良い結果が得られると思います。良い

出会いとなりますように、よろしくお願いします。 

城所 暁子 
 
１）人生におけるモットー 

 何事にもまじめにとりくむこと。 
 
２）自己PR 

  静岡県袋井市出身です。海が好

きで、マリンスポーツをします。学

生の時はヨット部で、西医体に優勝したこともあり

ます！(私の唯一の自慢です) 
 
３）初期研修を終えて、どのような医師になっていたいか 

  患者さんや家族の方とコミュニケーションをよ

くとり、患者さんが満足できる治療をする医師にな

りたい。 
 
４）将来目指したい専門領域あるいは理想とする医師像 

  どんなことでも相談してもらえるような、かか

りつけ医が理想です。 
 
５）患者さんへの一言・二言 

 一日一日を大切にして、日々がんばっていきます。 

■特別寄稿■特別寄稿  「臨床研修医レター⑪」：新研修医自己紹介Ⅱ（１年生）「臨床研修医レター⑪」：新研修医自己紹介Ⅱ（１年生）  

飯島 将司 
 
１）人生におけるモットー 

 思いやりの心を忘れずに 
 
２）自己PR 

  実家は広島で中学、高校と愛媛の

愛光学園というところに通っていま

した。大学は人生で一度ぐらい雪の積もるところで暮

らしてみたいという動機で金沢大学へ。特技は自慢で

きるようなものはないですが、小学校のころからけん

玉が得意です(笑)。性格は人によく優柔不断だと言わ

れます。今はまっていることは特にないので、これから

色々チャレンジしてみて作っていこうと計画中です。

富山で暮らすのは人生で初めてなので、これから富山

のことをいろいろ研究していこうと思っています。 
 
３）初期研修を終えて、どのような医師になっていたいか 

  初期研修を終えた瞬間から研修医という肩書きがな

くなるので、それまでには一人の医師として自信を持

てるようになっていたいです。また、いつまでも初心を

忘れずにいきたいです。 
 
４）将来目指したい専門領域あるいは理想とする医師像 

  将来は泌尿器科医になろうと思っています。高

齢化がすすむなか泌尿器科疾患は増えていると思

いますが、それに比べ泌尿器科医の数は足りてい

ないようです。その穴を埋めるのに自分が少しで

も役に立てばと思っています。 
 
５）患者さんへの一言・二言 

  まだ医師として卵から雛

へかえったばかりですので、

至らない点が多々あるかと

思いますが、その際には色々

ご指導していただければと

思います。一人前の医師へと

皆様の手によって育ててい

ただければ幸いです。 
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池田 悠 
 
１）人生におけるモットー 

  明るく楽しく元気にがんばる

ことです。 
 
２）自己PR 

  大学6年間はヨット部に在籍し

ていました。 
 
３）初期研修を終えて、どのような医師になっていたいか 

  患者さんに優しく接する医師になりたい。 
 
４）将来目指したい専門領域あるいは理想とする医師像 

  専門的なことだけでなく、患者さん全体をみるこ

とのできる医師を目指します。 
 
５）患者さんへの一言・二言 

  皆さんに信頼して安心してもらえるようにがん

ばります。 

廣瀬 淳史 
 
１）人生におけるモットー 

  『思わず・行動せずして達成でき

ず』＆『締める所は締めて、緩める

所は緩めて』 

 …ということで、無理かも…と思

うことでも一応目標として掲げ、い

ろんな引き出しのある人間になり

たいな…と思っています。２つ目に関しては、そのま

まです。 

 あとは『忙しいを言い訳にしない』…って事を今年

度から目標に掲げています。これから先、どんどん忙

しくなるのでしょうが、なるべく貫き通したいです。 
 
２）自己PR 

ⅰ)出身は福井県で、大学は北海道大学でした。北海道

を選んだのは、暑いのが苦手だった＆都会に行きた

かったからです(笑) 

  ちなみに、富山県には父・母の実家があり、富山自

体は幼少の頃から何度も訪れていました。 
 
ⅱ)自慢できること 

  部活動生活が、剣道８年間・スキー５年間の計13
年間でした。おかげ様で体力は結構あるかと思いま

す。そして大学時代のスキー部生活では、東日本の医

学生の大会で個人で３年連続優勝できて『東日本最

速の男』の称号を頂き、また『永久杯』という名誉あ

るカップを頂きました。確かに勉強はあまりしてい

ませんでしたが、実家がある福井県代表で国民体育

大会に出させてもらえたりと、充実した大学生活を

過ごせました。大学生活のほとんどを捧げて勝ち

取ったものなんで、ここぞとばかりに自慢させても

らいました。申し訳ありません(笑) 
 
ⅲ)趣味 

  音楽が大好きです。特にヨーロッパ系のメロディ

重視の音楽。好きな音楽がクラブ系の音楽というこ

とで、好きな酒を飲みながら好きな音楽をレコード

でmix downする事が至福の時間です。一応、Hard 
Rock/Heavy Metalも聞きます。でも首は一切振らず

落ち着いて聞いています。あとは、パソコン芸術

(ホームページ作成とか写真加工とか…)も好きで、

ちょこちょこいじってます。 
 
ⅳ)性格 

  基本的に、大人数で飲んだりしたり…などなど楽

しいことが大好きな人間です。ただ、最近は「落ち

着いてきたね」…とよく言われます(笑)。あとは、

一応自分の時間というものもないとダメな人間、そ

してなかなかの『天邪鬼』です。 
 
３）初期研修を終えて、どのような医師になっていたいか 

  数年前より研修医制度が始まり、多くの科を回っ

て勉強させて頂くことができるようになりました。

なので、せっかく多くの科を回らせてもらえるので

あれば、できるだけ多くの事を吸収して、少しでも

全身の事を診れる医者になっていたいと思ってい

ます。 
 
４）将来目指したい専門領域あるいは理想とする医師像 

  現在は、消化器外科の方を専攻してみたいと思っ

ています。ただ、２年間の初期研修を終えて変わっ

ているかもしれません(笑)。ただどの様な科にいく

にしても、誰に対しても謙虚な医者でありたいと

思っています。 
 
５）患者さんへの一言・二言 

  まだ医師として働き始めて日が浅すぎて、右も左

も分からない状態ですが、できるだけたくさん患者

さんの下に通わせて頂き、そして治療とともに多く

のことを勉強させて頂こうと思っております。分か

らないなりに一生懸命やらせて頂こうと思ってお

りますので、よろ

しくお願い致し

ます。 
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中橋 卓也 
 
１）人生におけるモットー 

  成功＝Ｘ＋Ｙ＋Ｚ（Ｘ＝遊び、Ｙ＝

仕事、Ｚ＝沈黙） 

  上の式はアインシュタインが考案

したらしいです。 
 
２）自己PR 

  19の時、故郷の敦賀を離れ、大学時代は金沢に住ん

でいました。一人暮らしを始めてはや７年。今ではスー

パーの漬物コーナーに思わず足を止めてしまいます。 
 
３）初期研修を終えて、どのような医師になっていたいか 

  『われ上手と思わば、下手になるきざしと知るべし』 

  これもパクリで、上の言葉は杉田玄白のものです。

常に自分を戒める態度を忘れないでいたいです。 
 
４）将来目指したい専門領域あるいは理想とする医師像 

  救急もできて、エコーもできて、内視鏡もできて、

手術もできて、安心させられて・・・かなり欲張りです

よね。でも仕方ありません、こればっかりは・・・。 
 
５）患者さんへの一言･二言 

  日本語で大丈夫です。 

吉田 聡 
 
 初めまして、この４月より

富山市民病院にて初期臨床研

修させて頂いています吉田 

聡です。石川県金沢市出身で旅

行、映画・音楽鑑賞とパソコン

いじりを趣味としており、以前より富山市からの

立山連峰の雄大な眺めをみて魅力的なところだ

と思っていました。これより二年間の富山市での

生活を楽しみにしています。将来どのような診療

科を選択するかまだ決めていませんのでこの初

期臨床研修を通じて特に興味を持てる分野を探

していきたいと考えています。この研修が終わっ

た頃には、患者様の訴えに耳を傾け、素早く的確

に理解できる医師になっていたいと思っていま

す。診療の場でお会いした際には遠慮なくお話し

頂けたら幸いです。よろしくお願いいたします。 

 大衆魚として、古くから日本人に

親しまれている「あじ」ですが種類が

多く日本近海産のものだけでも20種
余、そのうちの代表が「真あじ」です。 
 
 あじは青背魚の中でもくせがな

いので扱いやすく、新鮮なものは刺

身やたたき、加熱調理では塩焼き、煮

つけ、フライやムニエルなど和･洋･

中と幅広い料理が楽しめます。 
 
 魚体にはりがあり、つやよく銀色

に光りぜいごがくっきり見えるもの

を選ぶようにしましょう。 

 

《あじの栄養・効能》《あじの栄養・効能》《あじの栄養・効能》 
 
 あじには、血中コレステロールを

下げ心筋梗塞や脳梗塞などを予防す

る効果が期待でき、骨を丸ごと食べ

ればカルシウムもしっかりととれま

す。 

■連載企画 旬をたのしむ（２３） 「あじ」               （栄養科） 

★献立紹介 
 
《大葉巻きあじのロールフライ》 
 
①あじを3枚におろし、小骨を取り除

き塩コショウをしておく 

②あじの上に梅肉をぬり大葉をのせ

て巻き、つまようじで止める 

③小麦粉をつけて溶き卵をくぐらせ、

パン粉をつけてサラダ油で揚げる 

★豆知識 『鰺』 
 
 あじは、「さかな偏」に「参」と

書くことから、3月（旧暦）が旬であ

るというのが通説のようですが、群

れる性質から「集まる」「参加する」

魚としての意味あいもあるようで

す、たしかにあじは3月頃から近海に

現れ始めますが、最も美味しく漁獲

量が多いのは6～7月です。 

材料（２人分） 
 
 あじ 4尾 

 梅肉 大さじ2 

 大葉 4枚 

 小麦粉・パン粉 適量 

 卵 1個 

 サラダ油 適量 

 塩コショウ 少々 
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■連載企画  教室紹介教室紹介② 「育児相談コーナー」 （西病棟３階） 

 当院では、昭和63年より出産後のお母さんと子

供を対象に「母と子にやさしい育児支援」を目的と

した育児相談コーナーを行っています。開始から現

在に至るまで改善を加えながら、お母さんが満足で

きる指導体制を考えてきました。相談コーナーの日

時については以下の通りです。 
 

日時（予約制）：毎週水曜日13:30～16:00 

場 所： 西３階のカンファレンスルーム 

対 象： 母と子、その家族 
 
 これまで行ってきた育児相談の内容は「母乳で

足りているか心配」、｢乳房マッサージをしてほし

い｣、「夜、赤ちゃんが泣いて寝ない」など授乳に関

することが多くありました。まず家での授乳状態を

詳細に聞き、次に乳房状態を観察するようにしてい

ます。そして、「乳汁がうっ滞し乳房にしこりがあ

る時」や「母乳が不足している時」などは乳汁分泌

が良くなるように乳房マッサージ

を行っています。また、「乳頭が扁

平で赤ちゃんが乳首を吸えない

時」などは、実際に授乳をしてもら

い、その母子に合った具体的な母

乳の与え方を指導しています。子

供に関する相談内容は「赤ちゃん

の体重の増加が心配」「顔に湿疹が

できている」、「臍がジクジクして

いる」などがありますが、子供の状

態をよく観察し、時には小児科や

皮膚科受診を勧めることもありま

す。このようにして母と子の多く

の不安や悩みに応えてきました

相談コーナーの状況

相談内容

･母乳で足りているか心配

･乳房マッサージをしてほしい

･母乳の分泌を良く したい

利用し ての感想
･安心できた

･心配なこ と が解決できた

が、年々相談コーナーの利用者は

増え、現在では75～93,8%となり

ました。 
 
 母乳の向上と育児不安の軽減の

ためには継続的な母乳管理が必要

です。相談コーナーの利用者には

混合栄養から母乳栄養に移行して

いる人が多くみられ、現在母乳率

は８５％と年々増加しています。

今後も、相談コーナーを通じて､お

母さんへの母乳に対する意識付け

を行い､母乳率アップに努め、母子

の不安のサポートができればよい

とスタッフ一同考えています。 

 厚生労働省が本年４月に実施し

た診療報酬改定の中で、「患者さま

への情報提供の推進」として医療

機関が患者さまに医療費の内容の

分かる領収書を無償で交付するこ

とが義務付けられました。 
 
 当院では、これまでも患者さまに

内容の分かる領収書となるよう努

めてまいりましたが、６月１日から

全国共通の様式に変えて交付する

ことといたしました。 
 
 例えば、従来の「基本診療料等」

■お知らせ  領収書の様式がかわりました！  

は、新様式では①「初・再診料」、

②指導料を記載する「医学管理

等」、③在宅医療の費用を記載す

る「在宅医療」に、従来の「その他」

の項目は、新様式では①理学療

法を記載する「リハビリテーショ

ン」、②ディ・ケアや通院作業療法

等を記載する「精神科専門療法」、

③放射線治療料を記載する「放射

線治療」等の具体的な項目に分け

られ、診療費の内容がより分かり

やすくなりました。また、「レントゲ

ン料」は「画像診断」に改められています。 
 
 ご覧になって、不明な点がありましたら、窓口職

員までお気軽にお尋ね下さい。なお、ご希望の方

には、さらに詳細な医療費の内容が分かる医療費

明細書も発行しますので、お申出下さい。 



■連載企画 ボランティア・エッセイ（２４）  

  『笑い』で免疫を高めよう！ 病院ボランティア 石森貞夫 
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 ｢おはようございます｣ 今日も元気よく通院され

るお母さんは、笑顔で挨拶されますが、一般的には無表

情の方が多いです。痛い足を引きずって、杖を付いて腰

を曲げてでしょうか、バスにゆられてやっと病院に着

いて、順番待ちで、検査・診察・薬を貰っての半日間で

す。退院される方は、笑顔で看護師さんに手を振ってタ

クシーで帰宅されます。笑顔で診察されれば、患者さん

も癒されますが、権威ある先生は、威厳のある顔で、お

もむろに聴診器を取りだし、首を傾げて診察するのは、

テレビでよく見ますが、庶民的な赤ひげ先生は、存在す

るのでしょうか。 
 
 さて先日ＮＨＫスペシャルで、｢笑いはビジネスを変

える｣で、笑いやユーモアで職場を明るくと、損保会社

（コールセンター）でのリポートで、自分の意欲を出さ

せる職場を目指す、役職者の努力と笑いの成果が報告

されました。笑いのメカニズムは、大脳前頭葉～脳管～

ドーパミンの活性化で、特にＩＴ産業では、笑力研究会

の組織で、会議を活性化させるなど、日常的に笑いをビ

ジネスに積極的に取り入れて、成績の向上を目指して

います。またアメリカの航空会社では、ユーモアのある

社風で、職場を楽しく、機械化文明では人間同志のふれ

あいが大切で、業界ではクリエイティブなセンスを必

要とするので、ユーモアと企業成績は、従業員満足度は

と絶えず調査を続け、笑ってもいい環境づくりを、ケア

リングクラウンとともに質の高い笑いを目指していま

す。 
 
 ｢笑点｣でおなじみの林家木久蔵師匠の楽しい落語

を聞くと、ストレス解消になるとともに、笑いによって

一時的に思考が無に（頭の中が真っ白）なるとともに、

笑いの中核である前頭葉前皮質正中腹側が興奮し、自

律神経系と内分泌系の中核である視床下部に伝わる精

神的ストレスが遮断され、三つの自律神経系・内分泌

系・免疫系の乱れが鎮められると、専門化は述べられて

います。 
 
 日常生活上テレビを見て、おかしくなったり笑いた

くなったら我慢はしなくて、｢ワッハッハッ｣とおも

いっきり笑うのが、前頭葉にセットされている神経細

胞が、笑ってと動き出すそうで、ストレスもたまらず、

免疫力も強くなり、病気にかからないようです。 
 
 〝笑う門には福来る〟笑いは人の薬（ほどよく笑う

ことは、からだのためにもよい、笑いは心がゆったりし

て、わだかまりなく、喜びに満ちたときに、おこるもの

だから健康によいことは当然だ。笑うとヘソのあたり

にある“太陽神経叢”が刺激されて、消化液の分泌がう

ながされる。）です。 
 
 ｢笑いは心と体の健康食品・一番楽な健康法｣さあー

“きみまろ”で心の底から笑って下さい。綾小路きみま

ろは、あなたは疲れていませんか？笑いは免疫力を上

げるのです。こんな健康法は他にはありません。あなた

の悩み（ストレス）を中高年の悲哀を、きみまろがとっ

ておきのネタにして、笑い飛ばさせてくれます。〝安定

錠、会社で１錠、妻の顔見て３錠〟～年を取り、体は衰

え、夫婦間は冷め切っても、それは笑いの原材料。笑い

飛ばせば、健康と夫婦円満に効くのです。中高年の日常

を笑いに変えて、今やご年輩のアイドルになった綾小

路きみまろの、立て板に噴水の語り口で最初から最後

まで笑いっぱなしは、ほんとうに免疫力をたかめるで

しょうね。あなたも大いに笑って下さい。病気で苦しん

でいる方も、是非笑って下さいね。 

 ＝免疫（病原菌に対する抵抗力）＝ 

 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！  

ふれあいギャラリー 

パッチワーク （黒崎よし子さん作） 
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■医事課からのお知らせ  「初診・再診料について」  

 平成１８年度診療報酬の改定によって、初診料は病院と診療所と同額になり、病院の外来診療料（再診

料）も引き下げられました｡ 

 

 

 

 

 また、これまで同一日に複数の科を受診された場合は、初診・再診料は併せて１回（１科分）しかかか

りませんでしたが、同一医療機関において、同一日に複数科を受診された場合、二つ目の診療科の初診に

限り、半額をお支払いいただくことになります。 

 

 

 

 

 

 

① 同一日に１つ目の診療科を再診で受診し、その後に２つ目の診療科を初診で受診 

② 同一日に１つ目の診療科を初診で受診し、その後に２つ目の診療科を再診で受診 

  ①②の場合、いずれもご負担額が増えます。初診の診療科と再診の診療科の順番は関係ありません。 

③ 同一日に３つの診療科を受診する場合、３つ目は加算されません。 
 

詳しい内容をお知りになりたい場合は、医事課窓口にお申し出ください。 

   初診料     ２５５点        ２７０点 
  外来診療料    ７２点         ７０点 

 

同一医療機関・同一日の複数診療科受診の場合 
 
例：１つ目の科（初診）     ２つ目科（初診）の場合 
   ２７０点＋（２７０点×５０／１００）＝４０５点 

■お知らせ  富山市民病院マガジンのバックナンバーがご覧頂けます！  

 おかげさまで富山市民病院マガジンは

発刊以来２年を過ぎました．ご紹介して

きた診療科も先月号でちょうど一巡しま

した． 
 
 毎号巻頭を飾ってきた「病院長からの

メッセージ」のほかに，これまで「病棟

だより」，「病院を支える専門職」，

「検査値の見方」，「医療相談Ｑ＆

Ａ」，「エキスパート・ナース」の連載

や，その時々の特集をご案内・ご紹介し

てきました．発刊当初から連載中の「旬

を楽しむ」や「ボランティア・エッセ

イ」に加え，「院長への手紙」，「臨床

研修医レター」，「外来看護だより」，

新連載の「教室紹介」，「解説在宅医

療」など，現在，内容満載で情報をお届

けしております． 
 
 過去の記事をご覧になりたい方のため

に，当院ホームページにバックナンバー

を掲載してあります．上段赤のメニュー

バーの「アラカルト」をクリックしてい

ただきますと，これまでの富山市民病院

マガジンのPDFファイルが一覧

されますので，クリックしてご

覧になるか，ご自宅のプリン

ターで印刷してご利用下さい． 
 
 今後も富山市民病院マガジン

では皆さまのご要望にお応えし

ていろいろな情報をご提供した

いと考えておりますので，編集

部までご意見をお寄せ下さい． 
 
 最後にこれまで寄稿して下さ

いました皆さまやふれあいギャ

ラリーなど紙面を華やかに彩る

作品をご提供下さいました皆さ

まに御礼申し上げます． 
 
（参考）当院の情報検索にはホーム

ページをぜひご活用下さい．また，

ウエブ・サポーターではメールマガジ

ンを発行しております．メールアドレ

スをご登録いただければ，旬の情報

をお届けいたします． 

(http://www.tch.toyama.toyama.jp) 



■編集コラム 
 
 「人の為に生活して己のために生活せざるを医業の本体とす．安逸

を思わず，名利を顧みず，唯おのれをすてて人を救わんことを希（ね

が）うべし．人の生命を保全し，人の疾病を復治し，人の患苦を寛解

するのほか他事あるものにあらず」．これは江戸末期の蘭医であった

緒方洪庵（１８１０～６３）が，「扶氏医戒の略」の冒頭で医療の本

質について書いたものです．近代医学のはじまった頃をこうやって振

り返ってみると，あらためて医学（医療）は奉仕の学問だと感じさせ

られます．複雑な現代社会では，事情はずいぶん違いますが，世間は

変わっても昔も今も医療の本質や医の倫理は変わらないように思い

ます．初心忘れるべからずと言いますが，研修医の皆さん，初心を忘

れないで理想とする医師を目指して下さい． 
 
 ちなみに，日本医師会の「医の倫理綱領」の前文にはこう記されて

います．「医学および医療は，病める人の治療はもとより，人びとの

健康を維持もしくは増進を図るもので，医師は責任の重大性を認識

し，人類愛を基にすべての人に奉仕するものである」と． 

 

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 

○５月１２日はフロレンス・ナイチンゲールの生誕の日です。この週

は看護週間として様々な催しが行われます。 

 

○５月１１日（木）：看護週間の行事の一つとして、「ふれあい看

護体験」が行われました。 

  一般公募の９名の市民の皆様が白衣を着用し、血圧測定や洗髪

などの看護ケアーを体験されました。また、施設見学や病院食の

試食なども行われました。参加者の方々は大変熱心に体験され、

「コミュニケーションを通して信頼関係を強く感じた。次回もぜ

ひ参加したい」とご感想を述べておられました。 

 

○富山市民病院についてのご意見等を交わしていただく富山市民病

院モニター会議に参加していただける方を募集する予定です．詳

しくは７月５日号の富山市広報をご覧下さい． 

■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）：６月１日から６月２１日

まで，パッチワーク「和のハーモニー」（黒崎よし子さん）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，５月９日

から展示しておりました写真展「夏 大日岳」（勢濃寛司さん）は

５月３１日で終了しました．有り難うございました．また，６月２１

日から「絵画展」（高柳尹立さん）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 

パッチワーク 「和のハーモニー」より 

ふれあい看護体験：血圧測定のようす e－お見舞いカードをご活用下さい！ 
 
 インターネットを利用してどなたでも入院患者様にお見舞い

カードを送ることができます．詳しくは当院のホームページ，お

見舞いカード欄（ウエブサポーター欄横）をご覧下さい． 
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