
 

 Toyama City Hospital 
http://www.tch.toyama.toyama.jp/ 

２００７年３月６日発行 

富山市立富山市民病院 

富山市民病院マガジン 
第３５号（３月号） 

 精神科医療に大きな変化が生まれつつ

あります。厚生労働省は､精神科医療の

変革を求めて、平成7年に障害者の人権

擁護とノーマライゼーションの推進を掲

げました。平成12年には障害者施策推

進本部を置き､障害者の施設収容から在

宅生活支援への取り組みを行っていま

す。平成15年には､精神保健福祉対策本

部の中間報告で精神疾患への正しい理解

や精神病床の機能強化･地域ケア･精神科

病床の縮小、地域生活の支援などが必要

であるとしています。 
 
 2006年の第14回日本精神障害者リハ

ビリテーション学会富山大会では「私た

ちは精神の病気があっても､当たり前の

生活をしたいと思います。家族とともに

暮らし友人と交流し､縁があれば結婚し､

子が授かれば､子育てに苦労したいと思

います。また､親戚づきあいに顔を出し､

学校行事や地域活動に参加し､人の目を

気にしないで服薬し､病気を隠さないで

仕事につきたいと思います。そのような

生活の実現のために､困ったときには､気

軽に相談できる専門家が身近にいてほし

いと思います。入院しても長期になら

ず､効果のあるリハビリテーションを受

けて自分でも対処する力を高め､地域で

生活したいと思います。このような精神

医療・リハビリテーションおよび福祉の

システムが、まだ十分に作り上げられて

いないように思います。1日も早く実現

するように目指します。」と宣言されま

した。この宣言の実現には､精神科医療

の機能分化や障害者を地域で支えるシス

テムが必要です。精神疾患への偏見を無

くし､地域で障害者を支えることが求め

られます。 
 
 富山市民病院には､慢性期医療の「開

放病床」と、急性期医療の「閉鎖病床」

があります。他の診療科がある病院の精

神科として､精神以外の身体疾患を合併し

た患者さまの治療や､精神科救急に取り組

んでいます。うつ病の治療にも積極的に

取り組みECT治療を行っています。この

治療には､麻酔科などの協力が必要です。 
 
 薬剤治療の進歩もあり、精神科医療そ

のものに変化が出ています。地域の精神

病院や診療所などと連携を図り､機能分化

することによって､市民病院精神科の特徴

を生かすことができます。「開放病床」

を閉鎖し､現在の100床から50床規模に縮

小し､短期入院化を図ることによって精神

科医療を「入院医療中心から地域生活中

心へ」と変化させることができます。病

床を減らすことで、入院患者さま1人あた

りの医師･看護師の配置を多くし､急性期

の治療に重点をおきます。 
 
 一方、精神障害者の方が地域の中で生

活をするには､支援が必要です。そのた

め、富山市民病院精神科は､ゆりの木の

里､富山県心の健康センター､谷野呉山病

院との共同事業「包括型地域生活支援プ

ログラム（ACT）」を立ち上げました。

富山ACTは、地域で質の高い安定し自立

した生活を続けていけるように、各医療

機関から派遣される医師･精神保健福祉

士・看護師など様々な職種の専門家から

成るチームが､夜間や祝日もオンコール体

制で24時間･365日、障害者を支えるシス

テムです。このシステムは世界各国で取

り入れられており､日本でも3年前から行

われています。多施設からなる富山ACT
は日本では初めてで､国の障害者自立支援

研究プロジェクトの対象となっていま

す。これから改善を加えながら､障害者の

方が地域の中で､安心して生活できるよう

に支援したいと思います。皆さんのご理

解とご協力をお願いいたします。 
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病院長からのメッセージ 
 「新しい精神科医療」 

                     病院長 泉 良平 

ふれあいギャラリー 

写真「村沢京子のお花畑」 

（村沢京子さん） 



 

 

 共同診療システムと共同診療カード 

  

 「共同診療」とは、患者さんの病状に応じた治療を診療所と当院と共同で行う

ことで、安心して在宅療養を行っていただくことを目的としたシステムです。普

段の通院やお薬は診療所（かかりつけ医）を受診していただき、入院や精密検査

が必要になった場合は当院で対応するということになります。対象は開放型病床

や亜急性期病床を退院予定の患者さんや、慢性疾患で長期間当院の外来に通院し

ておられる患者さんで、同意を得られた患者さんには「共同診療カード」をお渡

しいたしています。詳しいことは、地域医療連携室にお尋ね下さい。 

 富山市民病院でこのシステムを

担当するのが「地域医療部」です。

部内には「地域医療連携室」と「医

療相談室」があり、役割を分担して

活動しています。日常的な活動とし

ては、紹介患者さんの診察・検査予

約と手続き、院内の各部署の情報の

提供、開放型病床の利用手続き、入

院患者さんを地域の医療機関への

逆紹介、共同診療の手続き、福祉介

護施設への転院調整、自宅へ戻られ

る患者さんへの支援、院外からの問

い合わせ・クレームへの対応などを

行っています。最近では、地域の医
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 厚生労働省ではこの「地域医療

連携」を推進し、地域全体の医療機

関をあわせて一つの病院のような

機能を持たせた医療を行っていこ

うという「地域完結型医療」を目指

しています。また、日本医師会では、

皆さんに「かかりつけ医」を持つこ

とをお勧めしています。ふだんは地

域の「かかりつけ医」で診療を受け、

必要に応じて紹介状を書いても

らって病院を受診することで、ス

ムーズに高度で専門的な医療を受

けることができるということにな

ります。 
 

地域医療部 部門紹介部門紹介  

療機関と当院とをセキュリティー

の高いネットワークで結び、診療内

容や画像情報などを共有する「地域

医療連携システム」を導入し、連携

の強化を図っています。また、この

ほかにも広報活動や、研修会・講演

会などの学術活動の企画も行って

います。 
 
 これらの活動内容について、何

かわからないことや相談したいこ

となどがありましたら、お気軽にそ

れぞれの部屋をたずねてスタッフ

に声をかけてください。よろしくお

願いいたします。 

地域医療部のスタッフ 

 皆さんは「病診連携」という言葉を聞いたこ

とがありますか？ 「病」は病院、「診」は診療所

のことです。つまり、地域の中核病院と診療所が連

携し、一貫した方針の下で患者さんの治療にあたる

取り組みのことをいいます。また、病院同士の連携

のことを「病病連携」、病院と福祉介護施設との

連携を「病福連携」ということもあります。最近

ではこれらすべてを含めて「地域医療連携」と
総称しています。 
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 春を告げるのがニシンの群来で、3月から5月の北海道周辺は

ニシンが産卵のために沿岸へ押し寄せます。この時期がニシン

漁の本番です。 
 
 室町時代から食用にされていましたが、始めは数の子しか食

用とせず身は肥料とされていました。江戸時代に発達した北前

船により松前から東北地方へは主に生で、加賀･京都・大阪など

へは、身欠きニシンとして運ばれニシン寿司、ニシンそば、昆布

巻きなどそれぞれの地方で加工した料理が生まれました。 
 
 良質なたんぱく質に富み、脂肪が多いことが特徴です。ビタ

ミン、ミネラルも豊富で中でもカルシウムの吸着を促すビタミ

ンＤ、口角炎、角膜炎を予防する役割を持つビタミンＢ2が多く

含まれています。 

◆献立紹介 《ニシンマリネ》《ニシンマリネ》《ニシンマリネ》   
 
① ニシンは三枚に下

ろし、塩・コショウを

ふりしばらくおく

（生が手に入らなけ

れば一夜干でも可、

その場合は塩加減に

注意する） 

② タマネギをみじん

切りにし、【Ａ】のマリ

ネ液を作る 

③ ①からでた水気を

拭き、②のマリネ液

に30分ほど漬ける 

④ 熱したフライパンにバターを溶かし、3を
色よく焼く 

材料（４人分） 
 

ニシン（生） 2尾 

塩・コショウ 少々 

バター 10ｇ 
 
【Ａ】 

タマネギ 50ｇ 

サラダ油 大さじ2 

レモン果汁 大さじ2 

塩・コショウ 少々 

★栄養ゼミ ～サプリメント～ 
 
 スーパーやドラッグストアでよく見かけるサプリメントと

は、ビタミン・ミネラル・ハーブ・アミノ酸などのことをいい、

医薬品ではなく「食品」に分類されています。食事で十分に摂れ

ない栄養を一時的に補うことが目的のものです。 
 
 ３大栄養素（炭水化物・たんぱく質・脂質）は主に体の構成

成分であったり、体を動かす燃料になりますが、この3大栄養素

を体内で使うためには補助的な仕事をする微量栄養素（ビタミ

ン・ミネラル）が必要になります。 
 
 サプリメントには単一の栄養素しか入っていないので、まず

無理のない食生活の改善を試み、それでも足りない栄養素があ

ればサプリメントで補うということが正しい摂取方法です。サ

プリメントを使用するときは使用目的や栄養の過不足を慎重に

検討し、適正なとり方で健康維持したいものです。 

■連載 旬をたのしむ３２ 「にしん」          （栄養科） 

教室紹介・相談室紹介⑦ 「高脂血症教室」 
高脂血症教室に参加してみませんか！ 

連載連載  

 高脂血症とは血液中の脂質(コレステロ－

ル、中性脂肪)が過剰になっている状態をいいま

すが、これらはいずれも飽食と運動不足の現代

社会の生活習慣が背景にあるといわれ、放置し

ておくと動脈硬化を引き起こし狭心症や心筋梗

塞などの病気のリスクを高めます。この他にも、

高血圧・肥満・喫煙などが冠動脈疾患(狭心症・

心筋梗塞など)の危険因子としてあげられます。 
 
 過栄養や運動不足が気になるが「何を」「ど

れだけ」「どのように」食べたら良いのかよくわ

からないと思っておられる方はありませんか? 

高脂血症教室ではビデオを見て病態を理解して

いただき、食品に含まれるコレステロ－ルや食

塩の量・食物繊維の多い食品・適正体重と個人に

あった必要エネルギ－の求め方など

について学び、自己の日常の生活や

食事のパタ－ンを振り返ってどこ

に原因があるかをともに考え、食品

の選び方や適度な運動の取り入れ

など自己管理への動機付けを行う

ことを目的としています。 
 
 食事療法や運動療法を継続しても

十分な効果が得られない場合は薬物療法に

よってコントロ－ルします。治療によってせっ

かく戻したコレステロ－ル値も、治療を中断す

れば再び上昇してしまいます。高脂血症の治療

は継続させることが重要です。お心あたりのあ

る方はぜひ教室へご参加ください。 

 担当者 管理栄養士 
 

日時と場所 

◆毎月第３月曜日 

 午後２時３０分 

 ３階集団指導室 

★豆知識 
 
 シュールストレミングという

スウェーデン発祥の、ニシンを塩

漬けにし、缶の中で発酵させた缶

詰があります。臭度計ではくさや

の6倍を示すといわれ、世界一臭い

食べ物としても知られています。 
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お答え 
 
 大変ありがたいご意見を

いただきまして､心より感謝

いたします。いただきました

ご意見を糧として､皆様に満

足していただける治療を行う

ことを心がけてまいります。

ありがとうございます。 

「第３回接遇力向上講演会」 

院長への

手紙 

  講演レポート講演レポート  

ご意見 
 

 私は､N病院から偶然こちらの病院へ転院してきた患者の１人

です。通院治療もそろそろ落ち着くころとなりました。いろいろな迷

惑や心配をスタッフのみなさんにおかけし、そのつど入院病棟で

も､外来でも､治療室でも親身にしてくださった先生方や看護婦さ

んには感謝の気持ちで一杯です。すばらしいチームワークで湧

き水にひたるような、やすらかな安心感や希望をもらいました。セ

カンドオピニオンのことを説明してくださった○○さん、長い時間､

ていねいに病状を説明してくださった２人の先生方､そして一番

最初の窓口である電話で親切に応対してくださった○○さん、す

べてのことがきっかけで、この病院にくることができました。長い

治療にたえるのは､とても苦難ですが､私はここで次の患者さん

にエールをおくります。安心してください。すばらしい先生方や看

護婦さんがおられるのですから。（乳腺外科患者さまより） 

 ２月１４日（水）第３回接遇力向

上講演会が開催されました。今回は

接遇力向上に最もふさわしい方に

講演に来ていただきました。それは

「プロが選ぶ日本のホテル・旅館

100選」で連続27年間総合１位を続

けている和倉温泉の有名旅館、（株）

加賀屋の代表取締役会長である小

田禎彦氏です。有名旅館ならではの

「おもてなしの心」と題したお話し

で、少しでも接遇のヒントを得よう

と235名もの職員が勤務の合間に

もかかわらず集まりました。廊下ま

で溢れかえるほどの大盛況でした。 
 
 「笑顔と気働き」というサービス

の原点を、体験を通し分かりやすく

具体的にお話される小田会長は、気

取らず笑顔の素晴らしいパワフル

な方でした。あまり聞き慣れないか

もしれませんが、「気働き」とは「気

を配る」・「気を使う」ことをさらに

一歩進めて積極的に「気」を働かせま

しょうという意味合いだそうです。

私たちも医療のプロとして患者さま

に対してもっと気を働かせなくては

と気持ちを新たにしました。一方、お

話の端々に社員の一人一人を心から

愛し信頼されていることが伝わって

きて、とても感動しました。 
 
 さて、加賀屋のすごさはお客様ア

ンケートと徹底したクレーム対策に

もあるようです。「お客様の体験話に

は真実がある」と年間3万人の利用者

からアンケートを貰い、改善会議を

開いてクレームの分析と改善を行っ

ています。クレームの内容は、 

1. お客様より自分の段取りで進める 

2.一言多い（言い訳） 

3. お客様のニーズの多様化・個性化・

高度化 

の３種類に分けられ

るそうです。「昔は10
人10色と言いました

が、今は１人10色（以

上）と言ってよいほど

お客様は難しくなっ

ている。」 医療の現

場も同じであり、その

言葉に反省と共に重みを感じまし

た。 
 
 最後に、「サービスとは、正確で

あること、ホスピタリティ（相手の

立場にたって思いやる心）があるこ

と、お客様が抱えている問題を誰よ

りも上手く解決する事である。」と

締めくくられた時、感動の輪が参加

者全員に広がりました。「患者さま

中心の医療」を実践しなければなら

ない今、職種は違っても、誰に対し

てのサービスなのかを今一度しっ

かり認識して、明日からの患者さま

との接遇に臨みたいと決意しまし

た。 

（接遇向上委員会 今市澄枝 記） 

加賀屋代表取締役会長 小田禎彦 氏 
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在宅医療⑩「通所リハビリテーション」地域医療連携室 解説解説  

 今回は在宅サービスの1つである通所リハビリテー

ションについてお伝えします。 
 
 通所リハビリテーションは通所系サービスで、前回ご

紹介した通所介護と同様に利用が多い日帰りサービス

です。一般的にデイケアと呼ばれ、通所介護の機能にリ

ハビリテーションの機能が加わったものです。病院を退

院するとき、今の状態を維持したい、もう少し普段の生

活に自信が持てるようにリハビリテーションを続けた

い、などの希望があるときに利用されることをお勧めし

ます。要支援1・2の方は介護予防サービスの「介護予防

通所リハビリテーション」として利用されています。 
 
 サービスを受けられる施設は、介護老人保健施設や

病院・診療所です。一日の過ごし方は施設によって多少

違いますが、食事や入浴、排泄など日常生活上の支援、

または生活行為を向上させる支援サービスと、理学療法

士や作業療法士等による機能訓練を受けられます。 
 
 要支援の場合、月単位・定額制で送迎加算と入浴加算

は基本単位に含まれます。どんなときも利用者の方が主

体ですので、自分でできることは積極的に行っていただ

けるように働きかけたり、安全に行えるように見守った

りされています。利用料の自己負担（1割）の目安は下記

のとおりです。 

 その他利用するメニューによって、別に費用が加算

されます。 

 
 当院においては、医療相談室を窓口としてご相談に

応じております。お気軽にご相談ください。 

■
連
載 

病
院
川
柳 

 

「
十
七
文
字 

メ
ッ
セ
ー
ジ
」 

看護部長のひと言  病（やまい）は気から…この気の部分へ思いやり・やさしさを届けたい。  
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 要支援・要介護度 自己負担（１割）の目安 

要支援１ 2,496円/月 

要支援２ 4,880円/月 

要介護１～５ 688円～1,303円/回※ 

（※通常規模型の施設で6～8時間未満利用の場合） 

利用料 

 

その他のサービス 
 
① 運動機能の向上 
 運動器の機能向上を目的とした機能訓

練（要支援の場合） 
 
② 口腔機能の向上 
 言語聴覚士または歯科衛生士等による

口腔清掃や嚥下機能に関する訓練の

指導、実施 
 
③ 栄養改善 
 管理栄養士等による食事相談等の栄養

管理 

「魅せられて」（村沢京子さん） 
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 東病棟５階は、脳腫瘍、脳動脈瘤、頚椎疾患などに対

する手術、脳外傷後の処置などを行う脳神経外科と脳、

脊椎、末梢神経、筋肉の疾患を内科的に治療する神経内

科の患者さまが主に入院されている病棟です。昨年の１

０月に病棟改修が終わりました。新しい病棟は壁の色が

クリーム系、床は温かみのある木目調になっており、と

ても明るく、また広く感じられます。床は足に優しく､足

音も静かなクッションフロアになっており、歩行訓練を

している方からも「歩きやすい

ね」の声が聞かれています。また、

トイレは患者さまからご要望の

多かったウォシュレット付に

なっています。手術後の患者さま

や、麻痺、筋力低下が見られる患

者さまが座ったり立ち上がった

りするのに少しでも負担がかか

らないように、一般のトイレより

も便座の高さが少し高くなって

います。元気な時には気になら

ないわずか数ｃｍ。でも、その

高さは患者さまの事を思う理

学療法士と看護師のこだわり

の数ｃｍなのです。 
 
 意識障害や嚥下障害のある

患者さまの多い当病棟の看護

ケアの中で、重要視されるもの

の中に「口腔ケア」があります。私達は、歯ブラシ、

くるリーナブラシを使用して口腔内の清潔を保ち、呼

吸器感染症を予防したり、唾液の分泌を促し、食物の

嚥下・消化を助けるように努めています。忙しいとつ

い後回しにしがちな口腔ケアですが、今後も歯科衛生

士の免許を持つ看護師を中心に、リハビリテーション

科と協力し患者さまの口腔内の状態を評価して早期

から予防的に介入していきたいと考えています。 
 
 突発的、急激に生じる脳血管障害。患者さまやご家

族の方への細やかな配慮が出来るようにそして、常に

優しい笑顔で応対が出来るように心掛けていきたい

と思います。 

 ナース・ケア② 「東病棟５階」 連載連載  

 ＣＴ検査室（従来は１０番・１１番）

が，レントゲン撮影と同じ通路にある４

番・５番の部屋に変わります．外来から

も近くなりました．また冬場に苦情の多

かった寒さも和らぐと思います．これに

伴い，ＣＴ検査の受付はレントゲン受付

窓口（中央通路）で行って下さい．これ

までのＣＴ受付は閉鎖されます． 
 
 また，２月２６日より，多列ＣＴ２台

体制となります．多少なりとも待ち時間

の短縮に貢献できるのではないかと考

えています．さらに，息止めの時間がこ

れまでの３分の２程に短くなります．高

速で精細な画像を得ることができます．

微細な病変を発見しやすくなります．密

度の高い画像情報が得られるので，精密

な立体画像が作成できます．などのメ

リットがあります． 

 ④  ⑤ 

 受付 

 ＣＴ室の変更について お知らせお知らせ  



 

 

☆先月のスタジオ・パークに出演さ

れたテノール歌手の秋川雅史さん

は、昨年の紅白歌合戦で好評だった

｢千の風になって｣が今もCD売上上

位を占め、人々に希望と夢を与える

歌声を流しています。この詩なら友

人の心の励みになると思い、新井満

氏が作者不明といわれた英語詩を作

詞作曲したもので、今日の秋川さん

の凛としたスピリット溢れる歌は、

老人の心を捉えました。 
 
★彼の力量ある歌声は、水泳による

肺活量アップのトレーニングと、快

活なラテン系の明るい性格と、歌う

前にシュークリーム１個のカロリー

で作られており、今後も日本の名曲

やクラッシックもより身近なものを

発表したいと願いつつ、｢私は千の風

になって、いつでもあなたのそばに

いる｣と限りないいのちに包まれて

いるあなたの人生を見守っていると

思いますね。 
 
☆過日、市民病院で半年余り夫を看

病された顔見知りの方が｢永らくお

世話になりました。ガンでしたので

諦めがつきました、いろいろ手を尽

くしましたが、ありがとうございま

した。｣と言葉をかけられ、バスで帰

宅されましたが、最後の談話で『私の

夫も、あの風のように立山連峰に向

かって、千の風になったチャー』と少

しおどけて、カラ元気を出された事

が印象的でしたね。昔は人が亡くな

るとお星様になったと聞かされます

が、今日ではもう千の風になって、世

界を駆け巡って、限りないいのちに

包まれているよと、心に残る詩と

なっています。 
 
★｢風、風吹くな｣の風は、蓮如上人の

お手紙にあります白骨の御文章御文

に、｢すでに無常の風きたりぬれば、

すなわちふたつのまなこ、たちまち

に閉じぬ｣とあるように、仏教の生・

病・老・死の四苦の中に、愛するもの

と別れなければならない愛別離苦

は、まさに無常の風のことではない

でしょうか。人はみな無常の風の中

を漂うシャボン玉のように、儚いい

のちを生きているんだよ、だからこ

そ今日生きているいのちを、いとお

しんで生きなさい。必ず人は別れて

ゆくんだから、今の出会いを大切に

生きなさい、という仏事の法話を思

いだしました。大切な人を失ったあ

なたは、千の風になった想い出を、釈

迦仏の広大無辺な大悲のお救いをな

されることを、忘れないようにしま

しょう。 
 
☆人生冠婚葬祭は廻るもの、先月の

披露宴の心暖まるスピーチに｢20代
は愛情・30代は努力・40代は忍耐・

50代はあきらめ・60代は感謝｣と処

世術を、新郎新婦に激励されました

が、私達定年組みは、70代は初心に返

り赤ちゃんに戻り、孫の笑顔に老後

を癒され、80代は友人が欠ける風の

時でしょうか、90代は青木新門氏が

体験された光（オーラ）に出会う場

所、と講演されました。 
 
★今冬は世界中が地球温暖化の影響

から、雪が少なく乾燥地の少雨傾向

から，砂漠化は1年中に6万平方キロ

（四国と九州を合わせた面積）とい

われ、くい止めるには大規模な植林

をして、砂を運んでくる風を和らげ

るため、NPOを中心とした｢アミダ

の森｣活動があり、本願寺派では苗木

募金箱を各寺に設け、現在までに300
万本を緑の協力隊によってモンゴル

地方などに、ポプラ・ニレ・ヤナギを

大地に混植して、砂漠化を防止して

います。風の効果は大きいですね。 
 
☆地球環境を守るためには、各自で

買物袋を持参する小さな運動や、レ

ジ袋（ポリ）の廃止や、先月の北日本

新聞では、地域で｢癒しの森｣を立山

山麓で、グリーンシーズンを活用し

て、森林資源を健康増進に森林療法

（セラピー）を進め、国土緑化推進機

構を中心に、セラピー道路・遊歩道・

基地を設け、自然環境を整備し、温泉

施設やレクレーション施設・観光

コースを設けて、健康増進に寄与し、

いきいき富山を目指す立山山麓の自

然の風に親しみましよう。 
 
資料：｢千の風、大切な人を失っ

たあなたへ｣西脇賢真著 

 

ボランティア・エッセイ３３ 病院ボランティア 石森貞夫 

『千の風になって』 
連載連載  
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 ２月１日からニコチン依存症に保険適用が認められました お知らせお知らせ  

禁煙外来のお知らせ 
 
 禁煙をお考えの方、病気の治療

のために禁煙が必要な方など、喫煙

中の方全般を対象に行っています。 
 
 完全予約制です。予約は内科窓

口または電話でお受けします。 
 
◕ 診療科 内科 

◕ 診療日時 火・木曜日，午後１時～午後２時 

◕ 担当医師 清川裕明 

 ◕保険適用となるには、次の条件を満

たしている必要があります。 
 

① 直ちに禁煙しようと考えていること。 

② スクリーニングテストにより、ニコチ

ン依存症と診断されること。  

③ ブリンクマン指数（１日喫煙本数×

喫煙年数）が２００以上であること。  

④ 禁煙治療を受けることを文書によ

り同意していること。 
 
 上記の条件を満たさない場合には、自

由診療（全額患者負担）となります。  

 公開禁煙教室 
 
 奇数月に院内で実施

しています。 

 第２金曜日 

 午後３時～４時 
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■編集コラム 
 
 「加賀屋の流儀」（細井 勝 著）という本をご存知ですか．昨年の秋頃，書店で

発見し，思わず手にとってしまった本である．この本についてここで取り上げた

理由は，今月のイベントにもあるように，接遇委員会の粋な計らいで，和倉温泉

の有名旅館，加賀屋会長小田禎彦氏の講演「おもてなしの心」を拝聴する機会

があったからである．講演の中で，お母様である先代女将との思い出をお話し

になっていたが，会長自身が幼い頃から加賀屋の「心」をくり返しくり返し聞かさ

れ育ってこられたのである．会長ばかりでなく裏方の社員一人一人にいたるま

で，「おもてなしの心」を女将とまったく同じように実践できるのは，人づくりをな

によりも重んじた女将や会長，そして加賀屋の隅々に脈々と伝わる人づくりの

伝統ではないだろうか．前号で教科書やマニュアルのような形式知と個人の技

能や経験といった暗黙知について触れたが，まさに加賀屋ではこの暗黙知が

口伝いに人から人へ知恵として受け継がれていっているのである．加賀屋の

「流儀」とは長い時間の試練に耐え抜いた加賀屋の「知恵」なのだと感じた瞬

間であった．皆さんも，一度読んでみられてはいかがでしょうか． 

 

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 
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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１日（木）：検査（血液・尿など）お問い合わせコーナーを開

設しました．相談時間は午前１１：００から１２：００までで，場

所は１階玄関ホール奥薬局前の受診相談コーナー（併設）です．待

ち時間などを利用してお気軽に利用下さい．このコーナーでは臨床

検査（血液検査，尿検査など）について，何がわかる検査なのか，

どのような検査なのかのご説明をいたします．臨床検査技師が担当

します． 
  
● ２月９日（金）：第３回看護研修会「看護フォーラム」が行われま

した．４つの分野からエキスパートナースの活動について発表され

ました．多数の看護師が看護の向上を目指し研修しました． 
 
● ２月１４日（水）：加賀屋の代表取締役会長，小田禎彦さんをお招

きして接遇力向上講演会を開きました．加賀屋の「おもてなしの心」

についてのお話を聴き，職員の接

遇に対する意識の向上を図りま

した．（４ページ講演レポート参

照） 
 
● ３月１４日（水）：南病棟４階で

消防訓練が行われます． 

■今月のイベントと院内の動き 

 ３月３日から３月２３日まで，写真「村沢京子のお花畑」（村沢京

子さん）を展示しています．もうご覧になりましたか．待ち時間など

に気軽にお立ち寄り下さい． 

 ２月１０日から展示しておりました切り絵「趣味を求めて」（月見

町切り絵の会）は３月２日で終了しました．有り難うございました． 

紙などを切って貼った平面作品を『切り絵』と言うそうですが，どの

作品も色を巧みに使って深みのある立体的な作品になっており，切

り絵の表現力にとても感銘しました．根気と作品にかける熱い思い

に敬意を表します．読者の皆様もふれあいギャラリーに作品を展示

されませんか．ご連絡をお待ちしております．  

■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 

切り絵「趣味を求めて」より 

（月見町切り絵の会の皆さま） 

 

ボランティア募集ボランティア募集  
富山市民病院でボランティアをして富山市民病院でボランティアをして

みませんか！みませんか！  
  

 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．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を大きく育てて

みましょう．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 


