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 病院外来を、リハビリテーション室へ

向かって頂くと、左手に「外来治療室」と

書かれた表示をみていただくことが出来

ます。中には、３つのベッドと、３つのリ

クライニング型のイスがおかれています。

聞きなれない名前の施設ですが、この治療

室では、抗がん剤投与などの特殊な治療や

長時間かかる点滴治療などが行われます。 
 
 この治療室は、リハビリテーション室

の一部を改装して、昨年（平成１７年）５

月に開設されました。治療室には、専属の

看護師２名、専任の薬剤師１名が、医師の

指導のもとで治療を行っています。医師

は、当番日を決めて、外来治療室での治療

に責任を持ち、副作用の発現などに対する

治療にあたっています。薬剤師は、医師か

らの指示を受けて薬剤を調整し、投与量に

ついてのチェックを行います。看護師は、

注射を行い、治療中の副作用などの観察を

行います。 
 
 これまでは、抗がん剤の治療（化学療法

と呼ばれます）や特殊な薬液の投与を必要

とする際には、入院していただいていまし

た。一方、化学療法に工夫が加えられ、副

作用の治療にも大きな進歩がみられます。

具体的には、副作用が少なく、かつ有効な

薬剤が開発されたこと、吐き気などの副作

用を軽減する薬剤が進歩したこと、また白

血球減少などの副作用に対する大変有効

な薬剤が広く使用できるようになってき

たことなどがあります。抗がん剤による治

療を行う病気も多くなってきました。ま

た、手術後の治療成績を上げるためには、

抗がん剤を用いることが有効といわれま

す。 
 
 米国では、入院費が大変高いことも

あって、以前から病院の近くのホテルに宿

泊して外来で化学療法を受けることが行

われてきました。仕事や学業を続けながら

治療を受けたい、そして、治療後はそのま

ま出勤したい、家族と一緒に過ごしたいと

いう希望によって外来治療法は進歩して

きました。日本でも、このような考え方が

広まり、外来での治療についての研究がな

されてきました。 
 
 長い入院生活は精神的な面や食事の面

から、患者さんに大きなストレスをかける

ことになります。職場や家庭から長い時間

はなれて過ごすことによるストレスは、治

療にも大きな影響を与えかねません。化学

療法では、十分な効果をもたらす治療を行

うには、一度に多くの薬剤を投与するので

はなく、回数を重ねて治療を行う必要があ

ります。その上でも、家庭生活をすごしな

がら治療を継続することはとても大切に

なります。 
 
 外来での化学療法を行う際には、 初

から数回の治療はまず入院して受けてい

ただく事になります。薬剤の副作用は人に

よって異なるために、 初の治療では、入

院して治療を受けていただき、その程度を

観察し、必要な副作用を抑える薬を選択す

る必要があります。その上で、安全に行え

ると判断された場合には、外来治療室での

治療をお勧めすることになります。 
 
 まず、十分な説明をお聞きいただき、副

作用（薬剤によるもの、治療手技によるも

のなど）について十分に理解していただい

てから治療を開始いたします。看護師や薬

剤師が説明をいたしますので、疑問があれ

ばご遠慮なくお聞きいただきたいと思い

ます。 
 
 昨年の開設以来、これまでに１０００

人以上の方にこの外来治療室で治療を受

けていただきました。音楽をお聞きい

ただくなど工夫していますが、治療室

は決して広くないために、皆様にご迷

惑をおかけしています。現在行われて

いる病棟の改修工事が終了した時点

で、もっと広い治療室を作る予定にし

ております。それまで、今しばらく辛

抱していただきたいと思います。これ

からも、安心して治療を受けていただ

けるよう努力してまいります。 
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■部門紹介 薬剤部 薬剤科 調剤係 

 薬剤科は、通称「薬局」と呼ばれるところ

で、「調剤係」「製剤係」そして「薬品管理係」

の３つの係から成り、１８名の薬剤師が働

いています。今月から３回にわたり、薬剤科

の３つの係をリレーして紹介します。 

 

調剤係 
 
 薬剤科調剤係は、1階玄関エントランス

ロビーの駐車場に面する場所にあります。

待合室から見えるのは「投薬窓口」で、薬

をお渡ししたり相談を受け付けたりしま

す。その奥にも部屋が見えます。そこが患

者さまの薬を作る部屋「調剤室」なのです。 
 
 一昔前までは、薬は病院で貰うのが普

通でした。でも、今はほとんどの患者さま

が院外の「保険調剤薬局」で薬を受け取っ

ておられます。「それなら部屋の中では何

をしているの？」と思われるでしょう。で

も、ちゃんと中では、５００名以上の入院

患者さまや一部の外来患者さま、救急患者

さんなどの薬を２４時間体制で調剤して

います。 
 
 調剤室にはコンピュータがたくさん並

んでいます。患者さま個々の薬の内容がコ

ンピュータを通して調剤室に入ってきま

す。コンピュータはその情報を適切に判断

して、「処方せん」や必要な「薬袋」を取

り揃え、同時に薬の重複や過量投与、のみ

合わせなどもチェックしています。しか

し、実際の調剤と 終的な確認は薬剤師の

仕事です。また、医薬品の確保と品質保持、

薬に関するたくさんの情報を整理し、皆さ

んにお知らせするのも大切な仕事です。私

たち薬剤師は、患者の皆さんが安心して薬

を服用できるよう細心の注意を払って調

剤しています。 
 
 実は、調剤係の薬剤師の多くは入院中

の患者さまのところへ出向いています。

「入院患者さまに出されている薬の種類

と量は適切かどうか。」、「患者さまが服

薬することの意義を理解して、忘れずに服

用できているか。」、「好ましくない作用

（副作用）が出ていないか。また防ぐため

にはどうしたらよいか。」などを注意して

見守っています。そうすることによって、

薬の有効性と安全性が高まり、治療効果も高まるのです。 
 
 これからも皆さんがよりよい治療が続けられるよう、がん

ばっていきます。わからないことや不安な点は何でもお尋ねく

ださい。 

 お薬 Ｑ＆Ａ 
 
Ｑ．薬が１回分ずつ包まれていると飲みやすいのですが。 
 
Ａ．複数の錠剤を飲んでいたり、時間によって飲む薬の数

が違っていたり、錠剤をシートから取り出しにくい等の

患者さまには、院内処方では自動錠剤包装機での一包

化調剤を行っています。この方法で調剤すると、錠剤

は飲む時間毎に１回分ずつ袋に包装されます。お薬が出

来上がるまで時間がかかりますが、服薬の管理がしやす

くなります。また、院外処方箋でも調剤薬局での一包化

調剤を行っています。いずれの場合も、患者さまのご希

望により、医師が診察時に処方箋にコメントを入れます

のでお申し出ください。 
 

Ｑ．薬剤師に薬の話を聞きたいのだけど。 
 
Ａ．お薬お渡しカウンターの隣に“お薬相談室”を設けて

います。 

  薬剤提供紙よりもっと詳しくお薬の服用方法などを

知りたい方、日頃薬を飲んでいて気になっている事な

ど、薬に関する疑問に薬剤師がお答えします。ご希望の

方はお薬お渡しカウンターでお申し出ください。また、

お薬をもらっている調剤薬局でも、薬に関する疑問に薬

剤師がお答えします。 



 
女性医師とスタッフがあなたをサポートします 

 
診療時間： 毎週水曜日14：00～16:30 
 
場      所： 富山市民病院2階 

  産婦人科（女性専用外来） 
 
予約方法： 完全予約制ですので専用電話で

ご予約ください 

 

予約電話受付時間：14:00～17:00 

直通電話： 076－422－1035 

 

  主な診療内容  
 
★ 更年期の悩み ★ 思春期の悩み 

★ 不妊症 ★ 乳房の相談 

★ 骨粗しょう症 ★ 動脈硬化性疾患 

★ 高コレステロール血症 
 
※その他どんなご相談でも結構です。  

 

●あなたのこころとからだの健康のために  

ご利用ください。 
 
● 診 療 結 果 に よ っ て は  

専門診療科の診察を受

けて頂くこともあります。 
 
お気軽にご相談ください。 
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■連載企画 外来看護だより⑭     「産婦人科外来」 

 今日は赤ちゃんの一ヶ月検診です。元気な泣き声が

聞こえています。そんな大きな声は身体のどこから出

るのでしょう。そして、おかあさん達は妊娠中よりさら

に強くたくましく美しくなってわが児を見つめていま

す。そんな光景に、働く私達は気持ちを和ませてもらい

元気を与えてもらいます。妊娠した女性の心理は繊細

です。私達は、より丁寧に、より細やかに、身体の中に

生じている変化を暖かく見守り対応していくようス

タッフ一同心がけています。また、核家族化、少子化に

伴い知識伝達の機会も減っていることから血圧測定時

や、診察の待ち時間に資料提供をしたり相談を受けた

りしています。そして無事に出産を終えられ、外来での

一ヶ月検診で母子と対面できる時、私達は本当にうれ

しく思います。また産婦人科外来は妊娠・産褥だけでな

く、女性の一生を通じてライフサイクルをより豊かな

ものにするための診療科です。思春期、成熟期、更年期、

閉経期に起こる様々な症状に対する診療を行っていま

す。月経異常、不妊症、更年期障害など心配なこと、不

安なこと、気になることがあれば気軽にお越しくださ

い。私達は患者さまおひとりおひとりの声に耳を傾け、

満足のできる診療を受けていただけるよう日々心がけ

ていきたいと思っています。 
 
 また当院では、平成１４年１０月より、女性の一生

涯にわたる身体的、精神的、社会的健康問題や悩みを抱

える女性とその家族に対して、直面する問題を解決で

きるよう心と身体の両面より総合的に支援するという

目的で、県内で 初の女性専用外来を開設しています。

毎週水曜日の午後の診療です。完全予約制ですのであ

らかじめ電話予約をお取りください。スタッフは全て

女性で産婦人科医師２名、内科医師１名、助産師、看護

師、医療助手が担当します。症状によって各専門分野の

医師の診察が必要な場合は他科を紹介する場合もあり

ます。女性が抱える悩みや不安を気軽に相談できる窓

口になっていますのでどうぞご利用ください。 

「産婦人科外来スタッフ」 

■女性専用外来のご案内 

どこへ相談すれば・・・ 

  と悩んだときは 

女性のための 

女性専用外来へ 

ご相談ください！ 
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 秋の味覚の代表格の栗は、初夏に花が咲き、

品種にもよりますが８月中旬頃から収穫が始

まり、おおむね９月から１０月が旬です。栗は、

日本栗の他にヨーロッパ産、中国産のものがあ

りますが、日本の栗が一番大きいといわれ、水

分が多いため調理に適しています。 
 
 つやがあり、丸くて重みのあるものが良品

です。この秋、栗料理に挑戦してみてはいかが

で し ょ

うか。 

■連載企画 旬をたのしむ２６ 「栗」               （栄養科） 

★豆知識 
 
 栗を乾燥させた「かち栗」が、戦国時代には

「勝ち栗」として、縁起の良い食べ物とされるよ

うになったのが、おせち料理に使われるきっか

けとなったとされています。 
 
 富山でも、栗は「おこわ」や「のっぺい汁」

に使われるなどして、秋の食材としてなじみが

あります。 

◆献立紹介 《《《栗と鶏肉の中華風炒め》》》   
 
① 栗は、熱湯に10分つけ

鬼皮と渋皮をむいて、しば

らく水につけあくぬきを

し、水気を切った後油で揚

げる 
 
② 鶏もも肉を一口大に切

り、Ａの調味料で下味をつ

け片栗粉をまぶしておく 
 
③ 鍋にごま油をひき、熱

したところに②の鶏肉を

入れ色が変わってきたら、

①の栗とＢの調味料を入

れて味をつける 

材料（２人分） 
 
 皮付き栗 10個程 

 鶏もも肉 100ｇ 

 ゴマ油 2ｇ 
 
Ａ： しょうが汁 大さじ1 

 酒 大さじ1 

 片栗粉 5ｇ 
 
Ｂ： 中華だしの素 小さじ1 

 酒・醤油 各小さじ1 

 砂糖 小さじ1 

 とろみ用片栗粉 適量 

★栄養ゼミ ～見直そうお米の力～ 
 
 日本人の主食、お米が収穫の時期をむかえます。お米は私

たちのエネルギー源となり、たんぱく質、ビタミン、ミネラル

が豊富な栄養満点の食材です。 
 
 ごはんはエネルギーがじわじわ燃え腹持ちがよく、パンや

じゃがいもに比べて太りにくいという特徴があります。また、

口の中でいろいろなおかずと混ぜて食べることで、味を敏感

に感じ、唾液の分泌を促します、唾液に含まれるホルモンは脳

を活性化させます。 
 
 この秋の味覚とあわせて美味しい新米を味わいましょう。 

お答え 
 
 貴重なご意見有難うございま

した。ご不自由をおかけして申し

訳ありません。早速、ご意見のマ

ジックテープ付検査着を作成して

います。しかし、レントゲン撮影時

マジックテープがフィルムに写る

場合、使用できないことがありま

す。検査着に着替える際には相談

し、お手伝いさせて頂きますので

ご協力お願いいたします。 

ご意見 検査着について 
 
 私は片手が麻痺しています。

いつもレントゲンやＭＲＩなど

の検査で、検査着へ着替える時に

感じるのは検査着はどれもひも

で結ばなければいけない、という

ことです。片手が不自由な私には

辛いことです。言ってくれれば手

伝うのにと言われるときもあり

ますが、なかなかお願いできるタ

イミングが難しく。マジックテー

プなら助かるのにと感じていま

す。お考えいただけないでしょう

か。 

■ご意見紹介とお返事■ご意見紹介とお返事  

 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。病院を改善し

て参りたいと存じます。 
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■連載企画 ボランティア・エッセイ（２７）  

  『終戦の日を偲んで』             病院ボランティア 石森貞夫 

 今年は梅雨期が長く、先月は本当に残暑が厳しく、通

院のみなさまは大変で、病を生き老いを生きぬく汗する

夏も生死の途上、厭わず歩まねばならなく、一年の半場

にお盆の歓喜会を無事に終わりましたが、先祖や亡き人

を偲んで、｢具会一処｣の世界を実感して、親や兄弟・親

戚・旧友などに会って、人生を歩む大切さを感じ、お互

いに平和な煩悩のない日々を過ごすひとときでした。 
 
 ８月１５日は｢第６１回終戦記念日｣で、靖国首相参

拝・レバノン停戦発効・首都圏大停電で混乱・虎丸のみ

竜加速（阪神対中日）Ｍ３８点灯・昭和戦争の責任を問

うなど、新聞記事は主に終戦記念日の特集となりまし

た。昭和３年～２０年は満州事変から日中戦争へ、日米

開戦時代には国民学校１年生で、昭和１６年１２月８日

の米英に宣戦布告から、５年間は防空頭巾を持っての通

学で、日本全国・東京大空襲・沖縄戦・富山空襲・広島

や長崎で原爆投下・ソ連参戦などで焼土と化して５年生

の暑い夏の８月１５日に終戦となりました。 
 
 正午からの黙祷で全国戦没者追悼式があり、私達夏休

み中の家族は山麓のプール横で終戦の想い出を偲んで

いましたが、若い世代にとっては遠い過去の出来事にな

りつつある戦争体験は、平和であることのありがたさ

は、終戦の日を偲んでどうであったでしょうか。 
 
 ｢昭和戦争｣の責任は、①世界の潮流を読み誤る、②

暴走軍官僚にも責任、③幕僚政治の責任不問で弊害噴

出、④帝国議会は戦争を無批判に追認、⑤新聞・報道

も使命放棄をせざるを得なかった、⑥人命・人権の軽

視が悲劇（国家総動員）など、新聞は３００万人以上

の犠牲者を出した戦争がもたらした人類の、歴史から

何を学ぶべきか、後世の人たちに訴えていました。 
 
 また小泉首相の６回目の靖国参拝も、①中国・韓国

やアジア外交の不安、②Ａ級戦犯合祀、③憲法違反な

ど、次期政権担当者に大きな課題となっているよう

に、我国の将来指針に未来志向の追悼について議論を

深めなければなりません。もう一つ感動したＫＮＢ放

送のドラマは、戦争余話から混血孤児に人生を捧げた

女性｢澤田美喜物語｣から、戦争の 大の犠牲者は子ど

もや女性で、エリザベス・サンダーホーム（養護施設）

の設立美談で、二千人の孤児の母が、何で生まれて、

自分がどうして今ここにいるのか、成人した人間像か

ら、母たることは戦後の地獄の中の苦しみから、夢中

になって一生懸命に育てた７８年の生涯を、私たちに

感動と涙を与えてくれました。 
 
 終戦の日を契機に、私達は平和に甘んじて、ともす

れば自我（自分中心）で、思いどうりにいっている人、

行かない人など、今日の三世（過去・現在・未来）を

反省し、アッという間の人生50～90年が流れる業の

報（むくい）を経験して、いまを生かされている、生

きている大事を悟り、感動の思いを終戦の日にしっか

りした、拠り所をもって、幸せ者であったと自分の生

涯を、市民病院生活をとうして感じなければなりませ

ん。お互いに残暑を乗りきりましょう。 

（資料：読売新聞8月15日号） 

■ご案内 

第１５回ふれあいセミナー 
 

平成１８年１０月１４日（土） 

午前１０時～１２時３０分 

富山市民病院３階講堂 
 

第２回「健康で長生きするためのセミナー」 

テーマ：今から始める認知症予防 
 
●講演：「認知症になりやすい人，なりにくい人」 

 認知症の予防についてわかりやすく説明します 
 
●脳を活性化させる頭や体の体操 

●ミニ・コンサート 

●健康相談・医療相談・

栄養相談，など 
 
参加費：無料 皆様，ふ

るってご参加ください！ 
 
問い合わせ： 

富山市民病院 総務課 

TEL 076-422-1112 

（内2203） 
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■連載企画 解説「在宅療養」⑤  

 「特定高齢者の対象にならなかった場合について 」   地域医療連携室 

 今回は特定高齢者の対象にならなかった一般高齢者

の方についてお伝えします。 
 
 要支援や要介護状態になるおそれがあり、介護予防

サービスによって改善が見込まれる方のうち、ご本人

がサービスの利用を希望された場合は「特定高齢者」

として介護予防サービスを受けることができます。 

 

 特定高齢者の対象にならなかった場合、次のような

理由が考えられます。 

 

１．要支援・要介護状態に該当すると思われ

る。 
 
２．生活機能に問題がない、元気な高齢者。 
 
３．特定高齢者の対象と考えられるが、ご本人

が介護予防サービスの利用を希望されな

い。 
 

１の場合は、介護保険制度の介護サービス利用が必要

と考えられる、または介護サービス利用の希望がある

とき、要介護認定の申請をします。 

２・３の場合、一般高齢者として健康増進のための

サービスや活動に参加したり、次年度の介護予防に関

する健診を受けたりされることをお勧めします。 
 
 また地域包括支援センターは65歳以上の一般高齢

者の方に、介護予防に関する情報提供、介護予防にか

かわるボランティア等の人材養成、地域活動組織の育

成・支援、環境整備を行い 

 

 ◎高齢者自らによる自発的な取り組み 

 ◎高齢者が生き生きと生活する地域づくり 

 

を目指しています。 
 
 このように一般高齢者の方には、自立した日常生活

を送ることが出来るよう支援していますが、まずご本

人の意欲的な参加がカギとなります。ご自分の状況を

把握し、自覚と目標をもって自主的に参加しましょ

う。 
 
 当院においては、医療相談室を窓口として地域包括

支援センター等と連携しておりますので、関心のある

方はお気軽にご相談ください。 

■お知らせ 共同診療システムと共同診療カード  

 富山市民病院では、地域の診療

所（かかりつけ医）との連携を推進

するためにいろいろな取り組みを

行っています。「共同診療」とは診

療所と富山市民病院において、患

者さまの病状に応じた診療を共同

で行い、安心して在宅療養を送っ

ていただくことができるよう考え

られたシステムです。普段の通院

やお薬をもらう場合は診療所を受

診していただき、入院や精密検査

が必要になられた場合は、富山市

民病院を受診していただくことに

なります。具体的な手順は以下の

とおりです。 
 
①共同診療カードをお渡しいたし

ます。カードは、常にお持ちくだ

さい。 
 
②病状が変化し、受診の必要を感

じられた場合は、まず診療所の主

治医にご連絡ください。診療所が

時間外で連絡がつかない場合

は、富山市民病院救急センター

まで、お電話をください。当日の

当直医師が対応いたします。 
 
③富山医療圏では救急患者さま

への対応として「救急当番病院」

を決めています。富山医療圏に

ある公的病院が交替で対応して

います。直接生命にかかわる病

状の場合、各科の医師が対応可

能な救急体制の整った救急当番

病院へ行っていただく場合もあ

りますので、ご了解ください。 
 
④必要に応じて、富山市民病院

において定期診察を受けていた

だきます。 
 
 当院より地域の診療所（かか

りつけ医）へ紹介される方で共

同診療カードを希望される方

は、当院担当医までお申し出く

ださい。 

※富山市民病院への受診はこの共同診

療カードのみでは不十分です。受診時

は保険証を持参してください。診察券

をお持ちの方は、一緒にお出しくださ

い。 
 
お問い合わせ 

 救急センター 076-422-1112 （内）2099      

 地域医療連携室 076-422-1114（直） 
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■お知らせ 「外来表示盤の呼び出し番号と確認について」 

 当院では、電子カルテの稼動と併せ、外来表示盤に

受付番号が表示されています。患者さまの個人情報保

護のため、患者さまの受付番号で表示いたします。 
 
 しかし、受付番号で確認できない方など、患者さま

によっては、名前で確認する場合がございます。 

これは、患者さまを確認し間違いを防止するために

行っています。確認にご協力いただきますようお願い

申し上げます。 
 
 患者外来表示盤には、中待合への誘導のため、診察

の患者さま、検査の結果待ちの患者さまなどが混在し

て表示されることから、順番にお呼びすることが出来

ない場合がございますのでご理解いただきますようお

願い申し上げます。 
 
 また、受付番号は、来院され、受付された時点（初

診、再診窓口、再来受付機含む）の全科の番号が採番

され、診察、会計まで、一日を通しての患者さまの番

号となります。 

■蕎麦打ちイベント 
 
 ８月２２日南３・４病棟，８月２３日８階・６階病

棟，８月２４日４階・３階病棟で，各病棟デイルー

ムで蕎麦打ちイベントが行われました． 

 第２回目の蕎麦打ち実演は，１０月に開催しま

す．奮ってご参加下さい． 
 
●１０月１７日 南３・４病棟 

●１０月１８日 ８階・６階病棟 

●１０月１９日 ４階・３階病棟 

                      

■イベント 

 受付から診察までの流れ 
 
●患者さまは、受診券、予約票、受付票、紹介状など

をフォルダーに入れ診療科の外来窓口へ提出する。 

●診療科の外来では、予約票、受付票と外来から打ち

出される外来受診票を一緒にして、予約票に記載さ

れている今日の検査内容に従い、血液検査、レント

ゲンなどの検査に行く。 

●初診患者さまは、問診したあと診察を行い、必要な

検査を行う。 

●初診患者さまは、検査終了後、改めて検査結果を含

めて診察を行い、必要な治療を行う。 

●再診患者さまは、検査終了後、案内表示盤に自分の

受付番号が表示されたら中待ちへ移動し、診察室か

らの呼び込み指示で診察する。 

●診察、会計が終わられるまで受付票（受付番号）を

お持ちいただきますようお願い申し上げます。 

外来表示盤 

高岡工芸高校吹奏楽部の皆さんによるデイケアコンサート 

アロハフラサークルによる「フラダンス」 
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■編集コラム 
 
 人には一人一人固有の顔があり個性があります．十人十色と言うように考

え方も様々です．同じように人の病気にもそれぞれに個性があり，顔つきも違う

のです．同じ病名であっても，症状や検査結果，お薬の効き具合は，人により

様々なのです．そのためテーラーメイド医療といって，患者個々の病気の個性

にあった治療が求められるようになってきています． 
 
 しかし，一方ではいつでも何処でも同じ医療が受けられるように標準化が進

められています．医療がネットワークで連携されはじめた現在では，方言と標準

語のように病名にも標準病名なるものが必要となってきました．皆さんは希望

すれば日本中の病院にセカンドオピニオンを求めることができるようになりまし

たが，それには標準語や共通の基準が必要なわけです． 
 
 この個別化と標準化，一見矛盾しているように見えるかもしれませんが，もの

の見方が違うだけで本質は同じです．「個」の持つ多様性を活かすことをダイバ

シティ・マネジメントと言いますが，多様化を個別化と置き換えれば，個々の長

所を活かすことにほかなりません．対して，個々の短所を減らし，最低限の質は

保たなければなりません．つまり，これが標準化です．いいところを伸ばすこと

も，悪いところをなくすことも，ともに大切です．標準化を画一化に履き違えて没

個性に陥らないように，それぞれの特徴を伸ばしていきたいものです． 

 

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 

島竹恵美子・松下桂子・玉扶持春実・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 

●８月１日（火）：１階正面エントランスホールで、むつみ児童合唱

団の皆様をお迎えし、ヒーリングコンサートが開催されました。コ

ンサート参加者は１５０名で、参加者の笑顔が印象的でした。音楽

が患者さまの心の癒しになったことと思います。むつみ児童合唱団

は、立山町のむつみ幼稚園の園児・卒園生４歳から１２歳の可愛い

合唱団で、昭和５７年に結成されました。指揮者の園長先生や諸先

生の熱心なご指導のもと、全日本少年少女合唱団や病院でのミニコ

ンサートなど数多く参加されています。 
 
●８月１１日（金）：午後１時３０分から３階講堂で，高岡工芸高校

吹奏楽部総勢３０名の皆さんによるデイケアコンサート「吹奏楽を

楽しもう」が行われました．曲目は「見上げてごらん夜の星を」，

「冬のソナタ」などで，入院患者さま約１００名が参加されました． 
 
●８月２２日・南３・４病棟，８月２３日・８階・６階病棟，８月２

４日・４階・３階病棟で，午前１１：００～１２：００まで病棟デ

イルームで蕎麦打ちイベントが行われました． 
 
●８月２３日（水）：午後４時から，１階正面エントランスホールで，

いきいきアロハフラサークルによる「フラダンス」の発表会が開催

されました．暑い夏のひととき，参加者約６０名が優雅に流れるハ

ワイアンの音楽と踊りを楽しみました．まるでワイキキビーチにい

るような心地よい気分になり，病院の中にいることを忘れた瞬間で

した． 

■今月のイベントと院内の動き 

むつみ児童合唱団によるヒーリングコンサート 

 ８月１８日から９月７日まで，「誰でもリズム良く楽に読める様に

書いた私の短歌・俳句」（熊本清信さん）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，９月８日から９月２８日まで，

「押花アート展」（柴山れい子さん）を展示します．四季の花々の美

しさをお楽しみ下さい． 

■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（ウｪブサポーター欄横）をご

覧下さい． 


