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 これまで二回にわたって、死について

考えてきました。今回は、安楽死について

考えたいと思います。安楽死とは、何の苦

しみも無く安楽に死ぬことと理解したい

のですが、それほど簡単なものではあり

ません。自分の命は自分のものだから、勝

手に出来るというものでない、というこ

とは理解しておられることと思います。

社会の中で生きているわけであり、従っ

て、安楽死についても社会秩序を乱さな

いことが大前提となります。 
 
 安楽死には、積極的安楽死と消極的安

楽死とがあります。積極的安楽死とは、薬

剤などを用いて生命を直接短くする方法

であり、オランダでしか認められていま

せん。ヨーロッパでは、ナチスによるユダ

ヤ人虐殺への反省が、安楽死を受け入れ

がたくしています。その中で、オランダだ

けが異なった道を歩んでいると思いま

す。 
 
 日本でも、安楽死についての事件があ

りました。最近のものでは、東海大学での

安楽死事件があります。苦痛の中で、家族

からの要望を受けて医師が安楽死を行っ

たというものです。その判決で、安楽死が

正当なものとして認められるには、耐え

がたい苦痛があり、死期が迫っていて、あ

らゆる方法が尽くされても苦痛を取り除

くことが出来ず、そして、生命の短縮を承

諾する患者の明らかな意思表示があるこ

とが必要であるとしています。この中で

重要なことは、苦痛を除去できる手段の

無い中での二者選択の思想と、その選択

を患者の自己決定権にゆだねているとい

うことです。 
 
 自己決定権とは、医療を受ける際に説

明を十分に受けて、その診療を受けるか

否かについて患者様ご自身が判断するこ

とです。勿論、医師やその他の医療スタッ

フから「インフォームドコンセント」によ

る十分な説明を受けた後に、自由な意思

で判断することになります。 
 
 安楽死には、消極的安楽死と呼ばれる

ものもあります。これは、延命治療を中止

あるいは差し控えるというものです。平

成６年に日本学術会議が行った「死と医

療特別委員会報告―尊厳死について」で

は、患者の求めがある以上、延命治療を中

止することは何ら医師の倫理にもとるも

のではないとしています。延命治療には、

人工呼吸器の装着、人工透析、化学療法、

輸血や静脈注射などが含まれます。そし

て、延命治療を施す必要が無くても苦痛

の緩和や身体の衛生の保持などは当然行

うべきであるとしています。 
 
 がんの終末期では、全ての方に出るわ

けではありませんが、痛みがあり、その他

に、呼吸がしにくくなることによる苦痛

や吐き気など、除去せねばならない不快

な身体症状があります。当初は、鎮痛剤を

用いますが、痛みが強くなるとモルヒネ

などの麻薬や鎮静剤などを用いることに

なります。注射だけでなく、飲み薬や貼り

薬・座薬があって、症状に応じて医師･薬

剤師などが判断して使用します。緩和ケ

アについては、医学的な研究が進んでい

ます。薬の面から、心理的な面から、看護･

ケアの面から目覚しい進歩をしていま

す。がん終末期の苦痛は医学的な処置で

十分緩和できるものであることを、理解

していただきたいと思います。 
 
 安楽死について、あるいは終末期医療

について法制化という声があります。し

かし、法制化が延命治療の中止の濫用を

招く危険や、柔軟な対応が狭められると

の懸念があります。また、社会的弱者への

風当たりが強くなる危険をはらみます。

まずは、安楽死･尊厳死･終末期医療･緩和

医療についての理解を深めていただくこ

とが必要であると思います。 
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■部門紹介 図書室（患者図書室「さんぽ図書館」と医学専門図書室） 

★患者図書室「さんぽ図書館」★ 
 
 患者図書室「さんぽ図書館」は２階の検査室前の

一角にあります。オープンしたのは平成１６年の１

月で、今月で２年半になります。その間の延べ利用者

は４０００人近くになっています。患者さまの憩い

の場と医療情報の提供の場として開設した「さんぽ

図書館」ですが、今では患者さまのためになくてはな

らない場になっているようです。 
 
 開館時間は月・水・金（午後２時から４時）で、

ボランティアの方２名と司書・職員がチームを組ん

で運営しています。利用できる方は入院患者さまと

その家族の方で１回５冊まで（マンガの

本は１０冊）１週間の貸出しができるよ

うになっています。蔵書数は約１８００

冊で、主に富山市立図書館からのリサイ

クル本と患者さまや職員から寄贈して

頂いた本です。ジャンルは小説・エッセ

イ・実用書・旅行・趣味・マンガなどで

す。また、医学専門書、医学マニュアル、

闘病記、月刊誌、及び週刊誌は病院の「さ

んぽ図書館」の予算で購入しています。

月刊誌では「きょうの健康」、「がんサ

ポート」、「栄養と料理」、「趣味の園

芸」、「文芸春秋」、「サライ」などが揃っています。

図書ラベルはわかりやすいようにジャンル別に色分

けしてあります。 
 
 一番多く利用されているのはマンガの本で、その

理由をお聞きすると気楽に読めるからだそうです。

やはり闘病されてい

るときはホッとでき

る、気が休まる本に

手が伸びるのでしょ

うか。その他、料理の

本、趣味の本、好きな

小説家の本など、患

者さまがそれぞれに

手にとっていらっ

 病院の中には２つの図書室があります。患者さまの

ための患者図書室「さんぽ図書館」と医師・看護師・コ

メディカルの方々のための医学専門図書室です。今回

は患者図書室と専門図書室についてご紹介させて頂き

ます。 

しゃいます。また、インフォームドコンセントやセカ

ンドオピニオンなどと関係して、ご自身の病気につ

いて正確な医学・医療情報を求める患者さまのため

に医療関係の本や闘病記などの充実も図っていると

ころです。病院の廊下の一角にある小さな図書館で

すが、患者さまにとってボランティア

の方が作って下さっている季節の花

や、やさしい音楽が静かに流れる中

で、ご自分の病気を忘れることができ

る場として利用して頂けたらと思っ

ています。 
 
 今では、インターネット上で、ク

リック１つで膨大な量の医療情報を

得ることができます。その情報につい

て相談を受けたり、適切なアドバイス

を提供することができるようにして

いけたらと考えています。ボランティアの方と司書・

医療スタッフが一緒になって患者さまのご要望に少

しでもお役に立てるように努めていきたいと思って

います。 

★医学専門図書室★ 
 
 専門図書室は当院の３階にあり集団指導室と講

堂の間にあります。広さは１３５㎡、閲覧机は３台、

書棚は各科ごとに壁面に設置されています。イン

ターネットの利用ができるパソコン３台の他、複写

機、ＦＡＸ、雑誌ラック、冷蔵庫があります。 
 
 書籍ばかりでは図書室の雰囲気が堅苦しいので、

テーブルに花を生けたり、インテリア小物を飾った

り、カレンダーにも気を配っています。図書室へは勉

強をするためだけでなく、疲れた身体や頭をリラッ

クスするためにも来て頂けるように心がけていま

患者図書室「さんぽ図書館」（２階生理機能検査室前） 

病院ボランティアの皆さん

と司書の高田さん 
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す。ときにはコーヒーのサービスもしています。 
 
 蔵書数は約４０００冊、製本雑誌は約７０００

冊、毎月の受入雑誌は和雑誌１１０タイトル、洋雑誌

５０タイトルです。利用目的は図書雑誌の閲覧・貸出

し、文献の検索・申込み、レファレンス相談、パソコ

ンの使用などです。昼は、医師・看護師・コメディカ

ルの方々の書籍閲覧、パソコンでの文献検索・申込み

が多く、夜間は、医師の方々の調査・研究に利用され

ています。利用時間は午前８時３０分から午後５時

までになっていますが、防災センターでカギを借り

れば２４時間利用できます。看護師の方々も就職３

年目には看護研究の課題が与えられるので締切りが

近づくと深夜明けや、準夜前（４時３０分から勤務）

に一所懸命に勉強をされています。また、研修医の

方々にも魅力ある勉強しやすい図書室を目指して研

修医向けの雑誌や電子ジャーナル、臨床支援ツール

など情報機器類の充実を図っているところです。4月
から地域連携の開業医の先生方にも利用をして頂い

ています。 

 
 インターネットの普及により医学の情報も即座

に入手できるようになりました。しかし、そればかり

に頼ることなくその活用を支援する「人的」サービス

の提供も大切にしていきたいと思っています。 

 さわやかな酸味が食欲をそそるトマトは、野

菜の中でも糖度が高いのが特徴です。また、生のま

ま食べてもおいしいのは、食物の味をおいしくす

るアミノ酸の一種のグルタミン酸が含まれている

からです。トマトの赤い色素は、リコピンといい、

トマトが太陽に当たって熟していくにつれて生成

されますが、近年このリコピンの持つ抗酸化作用

が注目されています。 
 
 一年を通して、入手できますが夏場にとれる

路地ものは味がよく値段も手頃です、ヘタはきれ

い な 緑 色

で、丸々と

固くしまっ

た重みのあ

るものを選

び ま し ょ

う。 

■連載企画 旬をたのしむ２４ 「トマト」               （栄養科） 

★豆知識 『野菜？果物？』 
 
 植物学の分類では果物とされるトマトです

が、日本の農産物の分類ではトマトは野菜に分類

されています。 

◆献立紹介 《トマトとキュウリの甘酢和え》《トマトとキュウリの甘酢和え》《トマトとキュウリの甘酢和え》   
 
① トマトはヘタをとり、くし切り

にする。胡瓜は乱切りにして塩

もみし、しんなりしたら水気を

きる 
 
② しょうがはせん切りにして、

Ａ）と合わせる 
 
③ ②に水気をきったトマトと胡

瓜を混ぜ、好みの量で七味を

かける 

材料（２人分） 
 
 トマト 2個 

 胡瓜 1本 

 塩 小さじ1/2 

 しょうが 一片 
 
Ａ）酢 大さじ2 

 砂糖 大さじ2 

 ごま油 小さじ1 
 
 七味 少々 

★栄養ゼミ ～酢のちから～ 
 
 夏バテや運動による疲労、不規則な生活やストレスは

食欲を減退させます。さっぱりとした酢の酸味と香りは味

覚や嗅覚を刺激して、食欲をコントロールしている脳の摂

食中枢に働きかけます。脳に伝わった酸っぱい刺激は、食

欲を増進させるとともに唾液の分泌を促し、それによって

胃液の分泌もさかんになり、その結果胃は食べ物の受け入

れ態勢を整え消化吸収力を高めます。 
 
 元気を取り戻す源は栄養バランスのとれた食事をとる

ことです、疲れて食欲のない時こそ、酢の酸味で食欲を促

しパワーアップをしましょう。 

医学専門図書室 
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■連載企画 外来看護だより⑫     「耳鼻咽喉科外来」 

 「急に耳が聞こえづらくなって、それに耳がふさ

がった感じがします」と、突然に起こった症状に、外来

を受診された患者さまは心配そうに話し始められま

す。「いつからですか」の問いかけに、「今朝起きたら

こうなっていたんです」その言葉に少しほっとします。

その訳は、耳鼻咽喉科領域が、聴覚、平衡覚、嗅覚、味

覚という感覚機能を有しており、治療開始時期がその

効果を左右すると、先生がいつも患者さまに説明され

ているからです。患者さんは診察の結果、突発性難聴で

入院されることになりました。入院中も外来で聴力検

査を行っており、その時私たちは、聞こえづらさや耳鳴

りが、生活にどんな影響を及ぼしているかお話を伺っ

たりしています。 
 
 昨年は杉花粉の飛散が多く、マスコミでも話題にな

りました。杉花粉にアレルギーのある方は、冬も終わり

に近づく頃になると受診されます。早めの治療によっ

て、くしゃみ、鼻水、鼻づまりに悩まされず乗り切るこ

とができるからです。また、秋から５月初旬まで鼻出血

の患者さまが目立つようになります。止まらない鼻血

に驚かれて救急車での来院も珍しくありませんが、落

ち着いた雰囲気の中で、すばやく止血処置ができるよ

う心がけています。その他にも、いびきが大きく、寝て

いて呼吸が止まると家族に言われ、睡眠時無呼吸では

ないかと受診される人をはじめ、のどの痛みから食事

もできない、声が出にくい、匂いや味が分からなくなっ

たなど、様々な生活障害の不安を抱え相談にみえられ

ます。また、病院全体の取り組みとして、栄養サポート

委員会が発足し、患者さまの栄養管理に高い関心がは

らわれるようになりました｡耳鼻咽喉科外来では、口か

ら食事ができるかどうか飲み込む機能を調べる内視鏡

検査が行われています。 
 
 昨年の８月から耳鼻咽喉科医師は１人という状態

で診療にあたっています。今年の４月からは、月曜日と

水曜日に応援体制がとられるようになりました。それ

でも待ち時間等でご迷惑をおかけしていると思いま

す。私たち看護職員も力を合わせ、何ができるのか考え

仕事をしていかなければならないと思っています。 

「耳鼻咽喉科外来スタッフ」 

 ★加勢先生のワンポイント・アドバイス 
せっかくの耳鼻科の話なら、救急で多い次の２つについて解説しておきましょう。 

 

●鼻出血： 鼻血（はなぢ）はどうしてもあわてて、興奮しやすいものです。患者さんも医療スタッフも落

ち着いて、ゆっくり話し、のどへ流れる血は舌で押し出すよう、また周囲の血液汚染防止に注意します。

鼻つまみ（ピンチング）による止血は前の方の出血に対して行う応急処置で、出血側の鼻翼（こばな）

を指で圧迫、最低３分間は押さえます。このとき綿球をつめて圧迫すれば、止血効果はなお高くなりま

す。本法は、小児の繰り返す鼻出血に対しても家庭で行え、家族に指導しますが、その際に３分という

時間が、思っているよりも長い時間に感じることです。 
 

●魚の骨が刺さったら： いわゆる「ご飯の丸のみ」は、骨をもっと深く押し込んでしまう場合があり、

お勧めできません。まず「うがい」をしてみましょう。それでもとれないようでしたら、また、のみこ

む動作の度に同じところに痛みがある場合、骨が刺さっている可能性が高いでしょう。早めに耳鼻科へ

受診してください。魚を食べる時は、骨に十分に注意して、２歳以下では身だけほぐし取り、与えてく

ださい。大人では魚を食べる時には、空腹時にはまず、ご飯を食べ、血糖値を上げゆったりしたところ

で、魚の骨に注意して食べましょう。空腹時の時にあわてて最初に魚へいくと引っかけます。またウナ

ギなども細い小骨が残っているので注意が必要です。昔は毛抜きで抜いてありまし

たが、最近は外国でさばいて冷凍して入ってくるので残っていることがあります。 
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■連載企画 ボランティア・エッセイ（２５）  

  『リハビリ』で社会復帰を！  病院ボランティア 石森貞夫 

 坂上二朗さんが脳梗塞からリハビリまで、欽ちゃんの

励ましを受けて芸能人として復帰を果たした逸話は有

名ですが、目的をしっかり持って、精神力を鍛えた人は、

長いリハビリにもかかわらず努力で立派に社会に復帰

しています。希望をもってやれば、人生の夢もかなうと、

あきらめないで、心に太陽をもってと二郎さんは、みな

さんに訴えられました。 
 
 ミスター・ジャイアンツ長嶋茂雄さんも、病気で倒れ

た後、リハビリで復活されています。最近ではヤンキー

スの松井秀喜選手が守備で怪我をし、懸命にリハビリで

頑張っていますね。郷土の柳沢敦サッカー選手も、焦ら

ずリハビリとトレーニングの成果からW杯ドイツ大会

で活躍など、運動選手には故障は、欠かせない運命で

しょうか。 
 
 以前は病気の療養というと、安静こそが最高の治療法

と考えられていましたが、現在は脳卒中にしても、心筋

梗塞にしても、一日でも早く日常生活の自立を目指すリ

ハビリテーション（社会復帰療法）を始めることで、結

果がはるかによく、QOL（人生の質）を最大限に高めて、

新しい人生を築くことを目指すプラスの医学とされて

います。自立を目指した介助の精神と技術を身につけ、

患者さんが家庭や地域社会の中で復帰して頑張って下

さい。 
 
 私は定年後に老人病院でリハビリの助手として、理学

療法士の指示のもと勉強と経験をしましたが、予防・治

療・第三の医学はリハビリテーションで、全人間的な復

権をするには、多くの専門スタッフが必要で、リハビリ

テーション医を含め、理学療法士（PT）が運動療法、物

理療法（温熱・寒冷・水・電気・光線など）、作業療法

士（OT）が日常生活動作訓練を中心に、身体的・心理的・

社会的な適応性を高めるために行う作業指導や、言語療

法士（ST）の元に脳障害が原因で起きた言語障害を訓練

によって改善し、コミュニケーション能力の向上を図っ

て社会復帰を助ける人たちです。そのほか音楽療法士や

義肢装具士・社会福祉士・介護福祉士・ソーシャルワー

カー・臨床心理士・職業カウンセラー・手話通訳士など

のスタッフが加わり、患者さんの社会復帰を助けていま

す。 
 
 〝再び人間らしく生きる〟ために、残された機能を生

かす訓練で、脳卒中・脳梗塞などの後遺症障害や心筋梗

塞・狭心症・パーキンソン病・老年期痴呆や認知症・慢

性関節リウマチ・脊髄損傷・脳性まひ・交通事故や労災・

災害などによる外傷切断が原因となる、手術後の機能回

復が主たるリハビリがあり、それは急性期・回復期・慢

性期により治療方法がことなります。また近年医療制度

の改革で、リハビリが半年で打ち切

りなどの、患者さんにとっては経済

的に厳しい状況となります。 
 
 病院ボランティアのリハビリ送

迎のみなさんは、今日も笑顔で車椅

子を押して、病棟からリハビリ室ま

で言葉をかけながら、社会復帰や家庭へ帰られるま

で、元気よく一緒に努力されてお手伝いしますから、

根気よく定められた時間には、リハビリに励んでくだ

さい。 
 
 退院後は地域での、在宅リハビリで自立と介護を受

けて、富山市では各校下に『地域包括支援センター』

があり、保健師・社会福祉士・主任介護支援専門職員

を配置し、高齢者のお世話をします。健康や福祉・医

療や生活に関することなど、気軽に相談下さい。お近

くの地区センターや民生委員や支援センターの職員

がアドバイスしますから、退院して在宅ケアを上手に

利用しましょう。 
 
 健常者の方も、人生８０歳を生きるには、自分の体

力を思いどおりに動かす運動が大切です。それには、

①持久力をつける（スタミナをつけるウォーキングで

有酸素運動）、②脚力を鍛える（人は足で動くのでバ

ランスや転倒を予防）、③腹筋を鍛える（両膝を立て

仰向けに寝て、頭と肩を床から上げる）、④骨を丈夫

にする（カルシュームを摂取、股関節の運動）などで、

老化を予防することで体力の衰弱を少しでも遅らせ

ながら、老いることを楽しむエンジョイ・エイジング

こそ、高齢社会を生きることのポイントですと、湯浅

中京大学体育学部教授のアドバイスでした。 

リハビリ・送迎のボランティアの皆さん． 

●ボランティア募集中！ 
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 まで 
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■特別寄稿 ふれあいギャラリーに寄せて 高柳尹立 元病院長 

 富山市民病院ロビー正面の2階廊下

に「ふれあいギャラリー」のコーナーが

あり、絵画や写真、書、手芸などの力作

が展示されて和やかな安らぎの雰囲気

が醸し出され、大変好評と聞いていま

した。このたび私に出展のお勧めがあ

り、面映い気持ちながらお言葉に甘え

ることに致しました。 
 
 まず簡単に私の経歴を申しますと、私は昭和28年に

金沢大学卒業後、7年間病理学教室で研究生活を送り、

倉敷中央病院に8年間勤務した後、昭和43年から27年
間、富山市民病院に勤めさせて頂きました。専門は病

理診断学、臨床検査医学であり、直接患者さんの臨床

診療に当たりませんが、病気の診断に日夜多忙な業務

に携わりました。中央研究検査部長、副院長、院長を

経て平成7年3月定年退職し、引き続き富山市医師会に

勤め、健康管理センターの常勤病理医として病理診断

業務を続け、今日に至っております。 
 
 さて私は以前からスケッチ画が好きで、出かける時

は常に小さなスケッチブックを携行し、鉛筆やサイン

ペンあるいは水彩で、短時間に風景を収めて来ます。も

う15册を越えましたが、折にふれて旅の思い出を楽し

んでいます。 
 
 小学校を終えて旧制富山高校尋常科へ入学しました

が、その図画の授業がいきなり油絵、したがって私の油

絵の歴史は大変古いことになります。しかし道具を揃

えてぼつぼつ描き出したのが病院の文化祭や作品展が

きっかけです。更に数年前から旧制富山高校美術部OB
の九十九会に勧誘されて入会し、毎年秋に県民会館で

開かれる九十九会展に1、2点出すのを目標に、スケッ

チ画から選んで10号程度の油彩に仕上げている次第

です。 
 
 どなたからも教わらず、全く自己流ですが、その時の

感激をキャンバスに塗り込む無心の数時間は本当に貴

重です。忙しい日常の間隙を縫って作品を仕上げて行

く喜びは大きく、起伏の少ない日常業務へ立ち向かう

大きなエネルギーとなっています。 
 
 と云った次第で、誠に未成熟な絵ですが、10点ばか

り選んで、6月20日から7月11日まで展示させて頂きま

す。ご覧いただけたら幸甚に存じます。 

■連載企画 解説「在宅療養」③  

 「特定高齢者把握事業」               地域医療連携室 

 改正された介護保険制度は、「住み慣れた地域で、

できるだけ自分の力で自分らしく過ごしたい」という

高齢者の方々の思いを尊重し、一人ひとりの状況に応

じた介護予防等を推進しています。今までは「老人保

健事業」や「介護予防・地域支え合い事業」として、

介護予防やリハビリテーションのためのサービスが

行われてきました。これからは生活機能全体の向上

と、自立した生活を続けていただくことを目指し、新

たな介護予防事業が実施されます。その一つが、市町

村で行う「特定高齢者把握事業」で、地域包括支援セ

ンターが窓口になっています。 
 
 特定高齢者とは、要介護・要支援状態になるおそれ

のある高齢者の方で、特に介護予防の必要な方です。

各市町村における高齢者人口の概ね5％程度が想定さ

れています。この特定高齢者を市町村が把握するため

の事業が「特定高齢者把握事業」です。地域に住むす

べての高齢者の方について、加齢、疾病、環境の変化、

精神的な要因によって生活機能の低下がないか、早期

に把握することを目指しています。 
 
 特定高齢者の把握は表のようにして行っていきま

す。当院においても、医療相談室を窓口として連携を

図っておりますので、お気軽にご

相談ください。 
 
 特定高齢者に該当する場合と該

当されない場合の介護予防事業に

ついては、次回お伝えします。 

特定高齢者の把握方法 
 
１．生活機能評価 
 
  65歳以上を対象とした健診時（基本健康診査）

に、「生活機能に関する項目」として現在の診査項

目に、口腔内の視診、関節の触診等の生活機能に

関する項目を追加して行われます。 
 
２．保健・医療・福祉などの関係部門との連携によって

得られる情報 
 
●市町村内の要介護認定担当部局や訪問活動をし

ている保健師等 

●医療機関や民生委員、保健推進員等 

●本人、家族、地域住民の方々等 
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会い分娩の条件とさせていただいております。説明の

内容は「注意事項」や「分娩室入室について」のほか、

希望される方には妊娠後期のお腹の重さに相当するモ

デルを身につけてもらう｢妊婦体験｣も行っています。

座る、歩くという何気ない日常動作が、妊婦さんにとっ

ては一苦労であることを実感してもらっています。 
 
 「お産は病気ではない」とはよく言われますが、妊

婦さんやその家族にとっては何度目のお産であっても

無事に乗り切れるか、赤ちゃんが元気に産まれるだろ

うかと不安になるものです。私達スタッフはそのよう

な思いを汲み取り、安心して安全にお産ができるよう

サポートしていきたいと思っています。そして赤ちゃ

んの誕生を心から喜び、満足のいくお産であったと

思っていただけるよう、日々努力しています。 

 妊娠後期に入りお産が近づいてくると、もうすぐ赤

ちゃんに会えるという期待と、お産に対する不安が入

り交じる複雑な気持ちになってきます。当院では、いつ

お産が始まっても慌てずに落ち着いて臨めるよう、パ

パ・ママ分娩準備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： 当院に通院中の3０週以降の妊婦さんおよび、

その夫（予約が必要） 

日時： 毎月第4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： ビデオ鑑賞，呼吸法と補助動作の練習，夫立ち

会い分娩について 
 
 当クラスでは、まずお産の始まる兆候とお産の進み

方についてのビデオを観て頂きます。初産の方が、お産

の始まりから赤ちゃん誕生までのイメージをつかみ易

くするのはもちろんですが、経産婦の方にも、前回のお

産を振り返りあらためて赤ちゃん誕生の喜びを感じて

頂くよいきっかけとなっています。 
 
 次に、お産がスムーズに進むためのコツを掴んでも

らうことを目的として、呼吸法と補助動作についてお

話しています。呼吸法は一度学習しただけではなかな

か身につきませんが、何度も練習することで自分に合

う呼吸法を見つけ、落ち着いて陣痛に臨めるようにな

ります。 
 
 また、夫立ち会い分娩を希望されるご夫婦には、こ

のクラスで説明を行っています。当院では「ご夫婦でパ

パ・ママ分娩準備クラスを受講していること」を夫立ち

■連載企画 教室紹介③  「分娩準備クラス」 

安曇野はくもり空 
 
 清らかな水が流れる安曇野では仲良

く肩を並べた道祖神にお目にかかれま

す。その表情を捉えるのに苦労しまし

た｡ 

実りの富山平野 
 
 稲がたわわに実る田園の秋をねらった絵です｡刈り取り間際

の日曜日は快晴となり、のどかな近郊の風景が描けました｡ 



■編集コラム 
 
 先日とある学会で「挑戦」と題した山下泰裕氏の講演を聴く機会がありまし

た．「世界の山下」と誰もが知っているあの柔道の山下氏です．今は国際柔道

連盟の教育・コーチング担当理事に就任され，ご活躍中です．今の山下氏の

夢は柔道を通した「人づくり」であり，過去の数々の栄光（戦歴）を捨て，これか

らは勝負ではなく「人づくり」こそが夢への挑戦であると熱く話されました． 
 
 その講演の中で，柔道の創始者，加納治五郎先生（1860-1938）の理想につ

いて述べられました．柔道の理念は「精力善用」（自分の持つ心身の力を，社会

に対して善い方向に最大限に用いる）と「自他共栄」（相手を敬い感謝をするこ

とで，信頼し合い助け合う心を育み，自分だけでなく他人と共に栄える世の中

にする）であり，それが柔道を通した「人づくり」の原点なのです．子供たちの有

り余った力をよりよい方向に向け，落ちこぼれそうな子供たちには自信をつけ

てすくい上げれば，子供たちに生き生きとした笑顔が戻り，人びとが安心して

暮らせるような社会づくりができる，という内容でした． 
 
 医の倫理やチーム医療の原点にも通じる大きな挑戦であり，なによりも人

づくり・人材育成がこれからは大切な価値観になるのだと思いました．医学と

はあまり関係ないお話と最初は思っていましたが，本質的な共通点を感じず

にはいられないお話でした． 
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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 

●７月３日（月）：富山市民病院地域医療連携システム（愛称たて

やま医療連携ネット）が始まりました．近隣３６施設とネットを

つなぎ，診察などの予約ができるようになりました．カルテなど

の診療情報の共有も可能となります． 
 
●７月３日（月）から社会に学ぶ「１４歳の挑戦」体験活動が行われ

ます．今年は堀川中学から５人の生徒を受け入れます。 
 
●小児病棟七夕まつり：７月１４日（金）午後２時～３時まで．３階

デイルームとプレイルームにおいて七夕まつりが行われます．歌を

歌ったり，楽しい催し物があります． 
 
●７月中旬に東４病棟の改修工事が終了し，新しい東４病棟が完成し

ます．７月３０日に東４病棟への引っ越しが行われます． 
 
●クリニカル・クラークシップとして，富山大学と金沢大学の医学

部６年生（医学生）の計18名の皆さんが，3～4週間の応用臨床実

習を行っています．実際の診療チームに参加し，医師としての考

え方や態度などを学びます． 

■今月のイベントと院内の動き 

クリニカル・クラークシップの実習風景 

 ６月２０日から７月１１日まで，絵画展（高柳尹立元院長）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，６月

１日から展示しておりましたパッチワーク「和のハーモニー」（黒

崎よしこさん）は６月２０日で終了いたしました．有り難うござい

ました． 
 

◆特別寄稿「ふれあいギャラリーに寄せて」（Ｐ．６，７）をご覧下さい． 

■今月のふれあいギャラリー（玄関ホール２階） 

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． 

地域医療連携システム 


