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 これまで終末期に行われるとされてい

た緩和医療の考えかたが変わりつつあり

ます。2002 年に､WHO（世界保健機

関）は、緩和医療を次のように定義しま

した。「緩和ケアとは､生命を脅かす疾

患による問題に直面している患者とその

家族に対して､疾患の早期より痛み､身体

的問題､心理的問題､スピリチュアルな

（霊的な･魂の）問題に対してきちんと

した評価を行い､それが障害とならない

ように予防したり､対処したりすること

で､クオリテイ・オブ・ライフ（生活の

質､生命の質）を改善するアプローチで

ある。」様々な苦悩の中にある、がん患

者さまのケアを早い時期から行おうとい

うように変化しています。 
 
 身体症状の変化で病院を訪れ､検査の

結果“がん”と診断されたときから､

様々な苦痛に襲われます。検査･治療に

伴う肉体的な苦痛、現実となる死への怖

れ､治療のために費やす時間・医療費､社

会・家庭に迷惑をかけるといった思いな

ど、多くの問題を抱えることになりま

す。 
 
 緩和ケアでは､これらの要素から成る

痛みを「全人的な痛み」ととらえます。

肉体的な痛みではあっても､社会的なあ

るいは精神的な問題が加わることによっ

て､痛みは増強することがあります。不

安定な精神状態では、本来の病状とは症

状が異なり、鎮痛剤では改善しないため

に服用すべき薬剤を中止してしまうこと

もあります。薬の情報を副作用も含めて

知り、正しい治療を受けていただく必要

があります。そして痛みを十分に取り､

残された時間を有意義に使うことが大切

です。 
 
 WHOの定義にもあるように「霊的」

な痛みがあるといわれます。スピリチュ

アルペインといわれるもので､日本では

この概念についての理解が十分にすすん

でいるといえません。霊的とは､「心の」

という意味に理解することもできます。

現実の世界に生き､そして自分が実在する

意味を他人に認めてもらおうという心の

動きが霊的であるとも言われます。宗教

的に､霊的をとらえることもできると思い

ます。日本人は宗教への依存が少なく､む

しろ無宗教であるとも言われますが､長く

仏教を信仰してきた日本人の歴史は簡単

に消えるものではありません。勿論、仏

教だけではなくキリスト教など他の宗教

においても霊的という言葉は当てはまり､

西洋的な概念であると言われます。皆さ

んの心の中にある宗教観・死生観をいま

一度ゆり起こすことも、緩和医療では必

要です。 
 
 先日､乳がん患者さんの会である「ひま

わりの会」で、私自身が経験したことを

お話しました。病に心までも傷つけられ

た患者さんが､様々な治療を受けても改善

しないとき、ひまわりの会の会員にお話

をしていいただくことになりました。会

員の方の同じ病への思いを聞くうちに多

くの不安が取り除かれ､見事に回復される

姿を拝見し､これこそが緩和ケアであると

お話しました。緩和ケアは決して難しい

ものではありません。どなたにもある優

しい心という大きな潜在能力が人を救う

ことになります。 
 
 今年の4月から､緩和ケアの専門医が富

山市民病院に赴任致しました。緩和ケア

認定看護師とともに､緩和ケアをより一層

すすめてくれるものと期待しています。2
年後には緩和ケア病棟も整備します。緩

和ケアに必要な時間的な､そして空間的な

スペースを作ることが緩和ケア病棟をつ

くる大きな目的です。医療スタッフだけ

ではなく､皆さんにも緩和医療について理

解していただき､緩和ケアが多くの人の救

いとなるように努力してまいります。 
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 ナイチンゲールは「 本来の看護

は、処方された薬剤や刺激物を与え

たり外科的処置を施したりすること

のほかに、新鮮な空気を適切に活用

する（換気）、日光、暖かさ、清潔さ、

静けさ、食事の選択と与えることな

ど、すべて病人の生命力の消耗を

小にするよう適切に行うことを含ん

でいる。」と述べています。私は、人

間の生命力の消耗を押さえ、治癒力

を高めるために環境を整える行為

は、全て看護に繋がると思っていま

す。生命力の消耗は、「病は気から」

のことわざもあるように、身体面は

精神面に大きく影響されます。また、

家族や仕事など社会面の影響も無視

できません。人間を身体・精神・社会

（生活）面が統合された存在、かけが

えのない存在として理解し支援して

いくことが看護だと思っています。 

 
 現在、医療は、患者さまへ適切な

説明を行い、医療を受ける人たちの

理解を得るようにインフォームド

コンセントを充実し、患者さまの自

己決定権を大切にするようになっ

てきました。さらに、患者さまが医

療情報を知り、選択して、積極的に

自ら治療に参加して頂くことが求

められるようにもなってきました。

患者さまの人生の中で、どのように

病気と向い合うのかを決定し、治療

をすすめていくのは患者さま本人

ですが、判断していく過程におい

て、専門の知識・技術が今まで以上

に必要になってきます。その中で、

看護師としてより一層、患者さまに

寄り添い、よきパートナーになるよ

うに努めていかなければならない

と感じております。そのことが生命

力の消耗を 小にし、治癒力を高め

ることに繋がると思っております。 
 
 看護部では今まで、患者さまか

ら得られた情報をもとに看護師が

ケア計画を立てケアをしてきまし

た。しかし、看護師が立案したケア

計画はいくら情報を頂いたとして

も看護師の視点からのケア計画に

なりがちのため、患者さまとの思い

にずれが生じかねません。そこで、

ケア計画に患者さま本人が関わっ

て頂き、より患者さまに寄り添った

ケアの提供ができるようにしてま

いりたいと考えております。 
 
 皆様のご意見をいただきなが

ら、これからも質の高い看護を提供

できるように、日々努力をしてまい

りますのでよろしくお願いいたし

ます。 

教室紹介・相談室紹介⑨ 「減塩教室・腎臓病教室」 連載連載  

 高血圧は、日常診療で も頻度の高い疾

患であり、患者数は国民の４人に１人に当た

る約3500万人と推定されます。当院では、高

血圧の是正を目的とした減塩教室と慢性腎

不全への進行を予防する腎臓病教室を開い

ています。 
 
 減塩教室では、薄味でも美味しく食べら

れる料理の工夫や実際に減塩味噌汁の試飲

や塩分測定器を使って料理の塩分測定をお

こないます。また腎臓病教室では料理実習

を中心に減塩の工夫やたんぱく質制限やカ

リウム制限のポイントをお話します。 
 
 教室参加について、詳しくは栄養科までご

連絡ください。 

 腎臓病教室 
 

担当者 管理栄養士 
 

日時と場所 

◆第３水曜日（年４回） 

 午後２時３０分 

 ３階集団指導室 

内容 
①食事療法の基本 塩分・

たんぱく制限，カリウム

制限 

②調理実習 

 減塩教室 
担当者 管理栄養士 

日時と場所 

◆毎月第２月曜日 

 午後２時３０分 

 ３階集団指導室 

内容 
①塩分を舌でチェック 

②調味料に含まれる塩分量

チェック 

③調理の工夫 

④外食の塩分チェック 

 

☆看護部の理念☆ 
 

①人間尊重を基本とし、さまざまな健康レベルの人々

に、その人らしい生活が送れるよう援助する。 

②専門職として必要な知識・技術に習熟し、主体的な看

護を実践する。併せて、豊かな人間形成に努める。 

③社会の変化に伴う地域のニーズを把握し、人々の福

祉を増進するための役割を担う。 

「患者・家族参加の看護」 看護部長 池上澄子   新看護部長に聞く！新看護部長に聞く！  

 富山市民病院の看護

部は病院の理念に基づ

き、一人ひとりを大切に、

優しさと思いやりのある

看護を、また、専門的知

識・技術を磨き、安全で信

頼される看護を市民の皆

様に提供できるよう日々

努力をしています。 
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ています。 
 
 また、 近注目されている病

気に関する検査も増えてきてい

ます。たとえば、メタボリックシ

ンドロームに関する検査として、

動脈硬化の程度をみる脈波伝播

速度検査や、睡眠時無呼吸症候群

の検査としての終夜睡眠ポリグ

ラフ検査、糖尿病教育入

院時の神経や血管の検査

などがあります。その他、

頸動脈超音波検査や聴性

脳幹反応検査なども行っ

ています。また平成１８年

度より腹部超音波検査も

担当することになり、生

理検査係から２名が放射

線科に出向いて、検査業

務を行っています。 
 
 昨年１月より電子カ

 今回から３回にわたり中央研

究検査部について紹介いたしま

す。一回目は生理検査室（生理検

査係）です。生理検査室は２階に

あります。大きな心電図の看板が

目印です。 
 
 心電図検査をはじめ脳波検

査、呼吸機能検査などが以前から

よく知られています。その他にも

心臓超音波検査、運動負荷検査、

２４時間ホルター心電図検査など

の心臓に関する特殊検査も行っ

ルテ導入に伴い、心電図など直接電子カ

ルテに取り込むようになりました。患者

さまに結果を持って行ってもらう手間

が省けましたので、喜ばれております。 
 
 生理検査担当技師は精鋭８名で、検査

室内にとどまらず院内のあちこちに馳

せ参じております。また、知識や技術を

高めるために日々努力をしております。 

中央研究検査部 生理検査室 部門紹介部門紹介  

  

★栄養Ｑ＆Ａ 
 
 日頃よく耳にしたり目にしたりする栄

養や食品に関する疑問にわかりやすくお

答えします。今月は調理する過程でちょっ

と気になるたけのこをとりあげました。 
 

Ｑ：ゆでたけのこの中の、白いぶつぶつ

したものは何ですか？ 食べてもよいの

でしょうか？ 
 

Ａ：水煮缶詰やゆで上がったたけのこに

包丁を入れると、節と節との間に真っ白な

硬い粒々があることがよくあります。これ

はチロシンというアミノ酸の一種で、たけ

のこの旨み成分であり、さらに脳を活性化

させやる気を起こさせる神経伝達物質と

して注目されています。チロシンは食品そ

のものの中から出てくるもので、生成をと

めることはできません。害のあるものでは

ないのでたけのこの風味を損なうことは

ありませんが、気になる方はこそげ落とす

ようにして取り除きましょう。 

■連載 健康レシピ① 

 「春キャベツと豚肉の重ね煮」 （栄養科） 

生理検査室のスタッフ 

 春キャベツはみずみずしくやわらかく、ビタミン

Cが豊富！！キャベツ1枚100ｇでレモン1/2個

分のビタミンCが含まれます。 
 

作り方 
① キャベツの芯を抜き葉を1枚ずつはがす 

② 豚肉に塩コショウで下味をつける 

③ 鍋にキャベツと豚肉を交互に重ねていく 

④ ③に酒をふり、しばらく弱火で蒸す 

⑤ ④のキャベツが少しし

んなりしてきたら、固形コ

ンソメと固形コンソメが溶

けるくらいの水分（キャベ

ツからでる水分と合わせ

て調整）を加える 

⑥ キャベツの甘みと調整

し砂糖を好みで加えてで

きあがり 

材料（４人分） 
 

キャベツ 1/2玉 

豚肉 200ｇ 

固形コンソメ 2個 

料理酒 大さじ4 

砂糖 少々 

塩・コショウ 少々 

最新のデジタル心電計 
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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。 

「富山ターミナルケア懇話会公開講演会」   講演レポート講演レポート  

 ３月２３日（金）に富山ターミナ

ルケア懇話会主催の公開講演会が富

山市民病院において行われました。

講師は昭和大学医学部医学教育推進

室専任講師の高宮有介先生で、約７

０名の参加者を前にして、「死を通し

て、いのち、生きる意味を考える－緩

和ケア医師が患者さんから学んだこ

と」と題して講演されました。いのち

や生きる意味について深く考えされ

られるすばらしい講演会でしたの

で、その内容を皆さまにお伝えいた

します． 
 
 高宮先生は、先ず緩和ケアの動向

をお話しになり、次に緩和ケア医師

として受け持った患者さんから学ん

だ具体的な事例をあげながら緩和ケ

アについて話されました。「患者さん

が望んでいることは何か」、「患者さ

んが人生で大切にしているものは何

か」などと考えすぎないで、むしろ心

を白紙にして患者さんを一人の人間

として受け入れていく姿勢が医療者

にとって大切で、「患者さんが歩んで

こられた人生」、「患者さんが大切に

してこられた日常生活」に

目を向け、それを大切にす

ることが求められている

と話されました。講演の途

中、患者さんが好んで聴い

ていた音楽をバックに流

し、患者さんにかかわる詩

を朗読されると、会場のと

ころどころで涙をぬぐう

姿が見られました。 
 
 「あなたが生きる希望」

として、①あなたが大切にしている

物または場所、②あなたが大切にし

ている人、③あなたが大切にしてい

る趣味、息抜き、気分転換、④あなた

の将来の夢をそれぞれ５つ（５人）ず

つ書き出してみることを行いまし

た。さて、皆さんにとって「あなたが

生きる希望」は何ですか。ちょっと書

き出してみませんか。また、「愛する

人への手紙」を書くことも薦められ

ました。 
 
 後 に 高 宮 先 生 は「I  have 
dream」として、「がんの痛みで苦し

む患者さんがこの世からなくなりま

すように。その苦しみに対しこころ

やスピリチュアルな面にも救いがあ

りますように。患者さんを取り巻く

ご家族にもケアが行き届きますよう

に。いのちをいただいた全ての人が

いのちの存在と意味について考え、

気づくことができますように。そし

て、そのことにより人への愛と感謝

をもつことができますように。」と講

演会の結びの言葉とされました。深

い感動とともに、あらためていのち

の大切さを実感し、感謝の気持ちで

いっぱいになりました。 

「第２回ＱＣ発表会」 
 ＴＱＭ活動委員会 石田陽一 

 3月8日に第2回の院内QC発表会

が開催されました。一般企業にお勤

めの方の中には「へぇー、病院でも

QC活動をしているのか」と思われる

方もおられるかと思います。 近の

医療機関は病気を治すだけではなく

医療サービスの質を高めることが要

求されていますので、QC活動を取り

入れている病院が増えてきていま

す。現在は行われていませんが、以前

は富山市役所で小集団活動をしてい

たそうです。当院では平成16年から

準備を始めて、昨年の3月に第1回院

内QC発表会を開催しています。今年

の第2回QC発表会では、11サークル

が136名の職員の前でQC活動の成果

を披露しました。QC活動に取り組ん

で2年目で、QC手法の使い方やQCス

トーリーに乗ったプレゼンテーショ

ンが上手く出来ていませんが、一生

懸命取り組んだ様子がう

かがえました。 
 
 看護師さん達は朝8:30
から夜勤者から日勤者へ

の申し送りを行いますが、

時間がかかると患者さん

のところへ行ってケアを

始めるのが遅くなってし

まいます。今回も3サーク

ルが申し送りの見直しに

取り組んで、図のような成

果を発表していました。 
 
 当院のQC活動は発表のため活動

ではなく、問題解決や課題達成に挑

み、結果が悪くても次に継げるため

に発表するようにしてもらっていま

す。QC活動を経験した職員は日常業

務の中でも自然に問題意識を持つよ

うになり、患者さんに質の高い医療

を提供できる人材となってくれると

思います。 
 
 平成19年度はリスクマネジメン

トに関するテーマに集中的に取り組

んでいく予定になっていますので、

安全な医療を提供するための改善活

動が展開されるものと期待していま

す。 

  研究会レポート研究会レポート  
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在宅医療⑪「訪問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つである訪問リハビリ

テーションについてお伝えします。 
 
 訪問リハビリテーションは、在宅において生活の場

にあったリハビリテーションを受けることができま

す。前回ご紹介した通所リハビリテーションに通うこ

とが困難な場合や、自宅で自分のペースで行いたい場

合等に利用されます。理学療法士や作業療法士等の専

門職が訪問します。 
 
 病院を退院するとき、今の状態を維持したい、また

生活の場にあったリハビリテーションを続けたい、慣

れた場所で訓練したいなどのご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「介護予防訪問リハビリテーション」として

利用されています。 
 
 利用方法は、利用者の状態に合わせて訪問リハビリ

テーションのみの利用でも、通所リハビリテーション

との併用でも可能です。利用料の自己負担（1割）の目

安は、要支援・要介護度に係わらず1回500円です。 
 
 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。 

■
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載 
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看護部長のひと言  一人ひとりの命の重さを尊んで，自身も生かされていると感じます． 
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 「造影剤副作用カード」はＣＴ・ＭＲＩ・血管造影

などの造影検査で副作用症状が発現した患者さまに

お渡しするカードです。カードの裏には副作用の発

現した日時、検査名、造影剤の種類、副作用症状など

を記入しますので、次回造影検査が必要なときに、こ

れを見れば副作用を防ぐことに役立ちます。 
 
 カードをお渡しするときにご説明しますが、カー

ドをもらわれた患者さまは大切に保管（重要情報が

記載されています）していただき、今後画像診断の検

査を受ける際には必ずこのカードを主治医または検

査室のスタッフにご提示ください。また、当院以外の

医療機関で検査される場合にもご提示下さい。 
 
 造影剤の副作用を同一患者で再び経験すること

のないように、医療提供者側と患者側の両者が協同

で防御することが目的です。患者さまに造影剤に対する認

識を深めていただき、安全な医療を受けていただきたいと

思います。 

造影剤副作用カードの表と裏（二つ折り） 

患者保管型「造影剤副作用カード」について お知らせお知らせ  
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 Ｈ１９年１月に病棟改修が終わり明るく快適な環境

になりました。東病棟６階は、急性期治療ののち慢性期

や回復期に至る過程で亜急性期病床として退院に向け

て準備を整える病棟です。退院を迎えた方が自宅や施設

での療養生活ができるように調整を行っています。患者

様が入院されましたら、日々の療養生活上の援助を行い

ながら、患者様と家族の意向を伺い、在宅における日常

生活や医療上の問題に沿ったサービスが受けられるよ

うに在宅復帰支援担当者と共に院内・院外に連携し、社

会資源の活用を考慮した退院調整を行います。 
 
 私達の役割は、患者様と家族の安心と安楽が得られ

て、満足して亜急性期病床を退院していただけるように

退院支援を行うことです。患者様が退院されるまでに、

リハビリや栄養状態の改善また介護保険の申請などに

必要な情報を提供し在宅復帰に向けての準備をします。 
 
 東病棟６階のナースステーションには、認知症の方

やリハビリ後にナースステーションに寄られる方、ま

た、歩ける患者様もふらりときてお話をしていかれるな

ど一日中患者様がおられます。このような状況の中でし

だいに患者様は表情も柔らかくなり落ち着きを取り

戻していかれます。患者様の話しやすい環境の提供を

心がけ、不安や思いを受け入れ、安心感をもって入院

生活を送っていただく心温まるケアの大切さを痛感

しています。一日も早くお元気になって退院されるよ

うにお手伝いさせていただきます。 

 ナース・ケア③ 「東病棟６階」 連載連載  

専門医に聞く！ 
 

小児科 

A 熱があっても機嫌が良い、食欲はないけ

れども水分はとれている、解熱剤で熱がさ

がると元気になって食欲も出てくる状態で

あれば自宅で様子をみてもかまいませ

ん。発熱は細菌やウィルスの活動を抑制し

て、これらをやっつける血液中の白血球を

活性化する作用があります。最初から解

熱剤を使用するのではなく、まずは保冷剤

をタオルで包んだものを首の後やわきの

下にあてて冷やしてください。そして水分

補給にも心がけてください。 
 

ただし、生後3ヶ月未満の赤ちゃんでは

重症化する感染症が潜んでいる場合があ

り注意が必要です。生後3ヶ月以降の子ど

Q 日中小児科を受診し、薬をもらって帰りま

した。ところが夜になって39度以上の熱が

出たので解熱剤を使いましたが下がりませ

ん。夜間受診するときは、どのような場合に

受診しなくてはいけませんか。」 

もさんの場合には発熱以外の症状に注意

してください。 発疹が出た、せきがひどく

て息が苦しそう、おう吐や下痢がある、水

分がとれなくておしっこの回数が少ない、

ぐったりしている、顔色が悪くて意識が

はっきりしない、けいれんが起きたといっ

た場合には受診してください。 



 

 

◇3月は卒業シーズンで、校下の小学

校30回目の式典に出席、卒業児童１

１４名一人一人が壇上で決意表明を

して、卒業証書を授与されましたが、

｢ﾌﾟﾛ野球の選手やサッカーの選手に

なる、自動車整備士技術を習得、保育

士になりたい、社会で役に立つ人を

目指す、サラリーマンになり家計を

助けたい、自分のやりたい事を実行

する｣など、一番大切な夢を語り、表

明していました。 
 
◆｢夢を抱く時に、人は輝く｣とNHK
ウルトラメッセージの放送から、冒

険家の植村直己さんは、彼が夢に向

かってどこまでチャレンジ出来た

か、人間の限界に挑戦して、五大陸

高峰登頂達成からマッキンリーに消

えた43歳の活動に終止符を打つま

で、人々に夢とロマン・感動と希望を

与えた男は、自分のやりたい事を精

一杯実行した男であり、若者に人生

への体験から、子ども達にも自然に

親しむ事の大切さを訴えながら、信

念を貫き生きる目標と、喜びや夢を

与えた人ではなかったでしようか。

今，学校を巣立った若者は、挑戦する

社会経験の中から次のステップを越

えて下さい。 
 
◇親の責任としては、｢ありがとう、

生まれてきてくれて｣と子ども達に、

今，生きていることを自覚させ、生ま

れて来てくれた、すべての子ども達

が、ありがとうと、やさしい心が一番

大切なことを認識させましよう。子

どもへの教育が大事なことは、自立

支援活動で、子どもの絆をしっかり

結ばなければなりません。花は人と

同じように生きているように、桜は

いっせいに咲き，散り，葉桜になるよ

うに、花の一生は短いものですが、私

達は華道家の安達瞳子先生が、花の

いのちを大切にして、花を活ける時

には必ず鋏をいれる時は｢ごめんな

さい｣と言うように、花のいのちを頂

き、活けさせてもらっており、花の生

命を輝かせようと、一輪との出合い

を喜び合い，無意識のうちにと述べ

られ、一輪・一枚・一茎は、寸時の逢

瀬であっても、お互いに喜び、高め合

えるような時を持ちたいものです

ね。 
 
◆ベンチャー企業家の南場智子社長

は、大勝ちをするビジネスは、①人を

待たせない、②組織のトップの元気

度が大切、③仕事が人を育てる、④与

えられた責任を果たす、⑤絶えず

“前のめり”の姿勢で人生を乗り

きってほしいと、部下を指導され、仕

事の忙しさは充実の証です。脳を活

性化し膨大な仕事をこなすには、気

分を切替える、寝る前に脳をクール

ダウンする、朝に集中して仕事をこ

なすなど、自分なりのリズムを心が

ける時に、能率性が高められ時間活

用術は、これからの社会に出て働く

若者たちには必要な事で、それが為

にはなによりも健康が一番ではない

でしょうか。 
 
◇ちなみに｢病気にならない生活習

慣｣は、新谷弘実先生の著書によれ

ば、①血液とリンパ、②胃腸、③尿、

④呼吸、⑤気の５つの流れをスムー

ズにすることで、自己流の運動習慣

を身につけ，体をこまめに動かして

下さい。食事は玄米・雑穀・豆類が５

０％、野菜・果物が３０～４０％、魚・

肉・卵などの動物食が１０～１５％

の割合が理想的で、エンザイム（酵

素）を多く生成してくれる食物繊維

を含み、納豆はタンパク質や大豆イ

ソフラボンが多く、ガンの予防にも

よく、摂取して下さい。あまり流行に

惑わされない事が大切です。人間に

とって呼吸法と睡眠が正しくなさ

れ、１日に１０回腹式呼吸や十分な

睡眠をとり、１日に 後の食事は就

寝の５時間前で、胃の中を空っぽに

してエンザイムの生成をはかり、入

浴は熱めでバスソルト（還元塩）を入

れて暖まる。風邪の予防には緑茶で

うがいが有効です。大事なことは日

常生活に笑いと幸福感を持ち，何事

にもプラス思考で、愚痴をいわない

生活習慣で、会社では仕事に専念し，

家に帰ったら今日も１日頑張ったぞ

と、自分を力づけて褒める言葉を唱

えて休んで下さいと、先生は結ばれ

ていました。 
 
◆中学校１万余人も、大きな期待に

胸を弾ませ、希望も新たに巣立ちま

したが、基本的アサーション（自己主

張）は大人になるには、自分の人生を

歩む権利で、人に合わせて人に従属

することなく、自分らしく生きてい

きたいという欲求を大切に、自分が

納得できる人生を歩み、人の思惑を

気にせず、一度決めたことでも成長

するに従い、気持ちや状況の変化に

対応して、かつ自分を大切にして，相

手も受け入れながら、社会に対して

自己表現する権利を養ってもらいた

いものです。 

ボランティア・エッセイ３４ 病院ボランティア 石森貞夫 

『巣立ち行く若者へ』 
連載連載  
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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富山市民病院でボランティアを

してみませんか！してみませんか！  
  

 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 
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■編集コラム 
 
 ジェーン・フォンダの出演したチャイナシンドロームという映画を覚えてい

らっしゃいますか．公開後にスリーマイル島原発事故が起こったことでも有名

です．実際にはありえないことですが，アメリカで炉心のメルトダウンが起こる

と，超高熱が地中を溶かし地球の裏側の中国まで貫通する大事故になるだろ

うという仮説です．この映画は当時流行ったパニック映画とは違い，現代・未来

の原発問題を予見した社会性の高い映画だったのです．日本でも東海村JCO

臨界事故が1999年に起きました．国際原子力事象評価尺度はレベル4（事業

所外への大きなリスクを伴わない事故）で，スリーマイル島の事故がレベル5

（事業所外へリスクを伴う事故）だったことを思うと，もう少しでブラジルシンド

ロームになりかねなかったわけです． 
 
 ここにきて，北陸電力志賀原発臨界事故の隠蔽問題が発端となり，原発の

臨界事故隠しが多数発覚しています．志賀原発の場合15分間と東海村の2時

間に比べ短時間であったにせよ，第２のチェルノブイリになっていた危険性も

あったのです．安全第一の原発こそ，ハットヒヤリの情報共有とマニュアル遵

守が求められるのは当然です．当院では２月に医療事故等公表基準を策定し

ました．医療事故の公表は他の医療機関への警鐘であり，地域医療全体の安

全性向上に役立つのです．それは病院の社会的責務であり，結果的に信頼の

回復を早めることになるのです． 

 

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 
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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 

● ３月５日（月）午後５時４５分：第１３回安全と信頼の医療を考え

るセミナーが行われました．当院のジェネラルリスクマネージャー

である池原和子さんから「インシデントレポートの報告」が行われ

ました． 
  
● ３月８日（木）午後５時３０分：第２回ＱＣ発表会が行われまし

た．今年度は１１グループから１年間の改善活動の成果の発表があ

りました．（４ページ研究会レポート参照） 
 
● ３月２３日（金）：富山ターミナルケア懇話会公開講演会が当院で

行われました．昭和大学医学部医学教育推進室の高宮有介先生を講

師に迎え，「死を通して，いのち，生きる意味を考える－緩和ケア

医師が患者さんから学んだこと」と題したお話しを聞きました．（４

ページ講演レポート参照） 

■今月のイベントと院内の動き 

 ３月２４日から４月１３日まで，パステル画「はる・出会い」（熊

西慶子さん）を展示しています．明るく色鮮やかな美しさと楽しさ溢

れる作品の数々です．待ち時間を素敵な一時に変えてみませんか．ど

うぞ気軽にお立ち寄り下さい．３月２日から展示しておりました写

真「村沢京子のお花畑」（村沢京子さん）は３月２３日で終了しまし

た．有り難うございました．４月１４日からは村中謙樹さんの写真展

を予定しています．読者の皆様もなにか作品を出展してみませんか．

また知り合いの方で出展してくださる方を紹介していただけません

か．ご応募ご連絡お待ちしています．  

■今月のふれあいギャラリー（玄関ホール２階） 

ＱＣ発表会 

●お知らせ 内科の初診受付時間の変更について 

 内科では，４月２日（月）から午後の初診受付をとりやめ，受付時間を

他の診療科と同様，午前８時３０分から午前１１時３０分までとさせてい

ただきます．なお，急患の場合は，救急センターで診察いたします． 

１階玄関ホール奥薬局前の受診相談コーナー

で行っています．臨床検査（血液検査など）に

ついて，臨床検査技師がご説明をいたします． 

ふれあいギャラリー 

パステル画「はる・出会い」より 

花 （熊西慶子さん） 


