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 医療法は、国民に適正な医療を提供す

るために定められる法律ですが、1997
年の改訂では3つの病院類型が示されま

した。それらは､一般病院と、特定機能

病院、そして地域医療支援病院です。特

定機能病院とは､大学付属病院など高度

医療を提供する病院です。そして､「一

般病院の中で、地域における医療の確保

のために必要な支援に関する一定の要件

に該当する病院は、都道府県知事の承認

を経て、地域医療支援病院として称する

ことができる」とされています。地域医

療支援病院は､地域の中で必要な医療を

提供する病院ということになります。 
 
医療提供体制は地域完結型に変わって

きています。富山市民病院は､地域に必

要な医療を提供するため､地域の診療所

や病院と協力して､救急患者さんや紹介

患者さんを多く受け入れる体制を整えて

います。そして今、地域医療支援病院を

称するために､地域医療連携を深め､地域

医療スタッフの研修をすすめ、申請の準

備を行っているところです。 
 

 地域医療支援病院では､救急体制の整

備や紹介外来制（紹介患者さんを優先し

て診療するなど）をとって地域医療連携

を行うとともに､地域医療スタッフの研

修を行います。医師をはじめとして看護

師､検査科や放射線科の技師､リハビリ

テーション科スタッフなど院外の医療ス

タッフに研修の機会を持っていただき、

地域の医療水準を向上させます。 
 
また、病院施設を開放することも地域

医療支援病院の責務です。富山市民病院

には､院外医師のための開放型病床があ

ります。聞きなれない名前の病床です

が､これは､診療所や地域医療機関の医師

が､自ら主治医となって市民病院に入院

した患者さんを診療するシステムです。

日頃から皆様の健康管理をしている医師

が入院後も主治医となって､これまでの生

活習慣などを病院主治医にお知らせいた

だくことにより､きめ細かい診療を行うこ

とができます。急性期を乗り越え退院し

た後も､入院中の経過を知っている診療所

医師が引き続き診療をすることによっ

て、切れ目のない診療が可能となりま

す。 
 
病院には､CTやMRIなどの高額医療機

器が整備されています。通常は､精密検査

のために病院医師が行うことが多いので

すが､診療所からも検査を依頼されます。

富山市民病院では､患者様に便宜を図るた

めに､診療所からの依頼に対して時間外に

も検査を行っています。時間外検査では､

検査結果を即日お返しすることは時間的

にも困難なことがありますが､翌日には､

検査結果を付けて診療所へお返ししてい

ます。このように、医療機器の共同利用

も積極的に行っています。 
 
地域医療を守るための仕事を行う病院

が「地域医療支援病院」です。富山市民

病院は年間約1万件の紹介患者さんを受け

入れています。「地域医療支援病院」に

なるためには、さらに地域との連携が密

接でなければなりません。普段は地域の

診療所で診療を受けていただき､精密検査

や手術などの治療を必要とする際に､富山

市民病院は皆様の診療を行います。医療

を病院と診療所が分担することによっ

て、病院医師は入院医療により多くの時

間を使うことができるようになります。

医師不足といわれ､勤務医の過重労働が言

われる中で､病院医師と診療所医師が仕事

を分担し､よりきめの細かい診療を提供で

きるように努力致します。是非､紹介状を

持って病院を訪れていただくことをお願

いいたします。 
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補助をしていますのでよろしくお

願いします． 

 当院独自の取り組みとして，昨

年から２名の女性技師が放射線科

に出向いて乳腺の超音波（エコー）

検査を行っています．乳癌は比較的

若い女性に増えている癌の一つで

す．乳癌の診断には，先ず放射線科

で行っているマンモグラフィーと

私たちの行っている乳腺エコーの

画像検査が行われます．多くの場合

は次に乳腺穿刺吸引細胞診を行い，

診断を確定します．これらの診断に

もとづいて，手術が行われ，手術後

には癌の悪性度や進行度を病理学

的に詳細に検査し，術後の治療方針

の決定に役立てています．時には手

術中に迅速病理検査が行なわれ，そ

の結果によって手術方法が変更さ

れます．当院では病理検査技師が画

像検査から術後の病理検査まで一

貫して携わることによって，それぞ

れの患者様に応じたより精度の高

い検査業務を目指しており，患者様

中心の医療に役立っています．ぜ

ひ，年に一度は検診をかねて，乳腺

エコー室をお訪ねください． 
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医１名と臨床検査技師５名で構成

されており，病理医は主に診断業務

を行っています．今回は，病理検査

部門の臨床検査技師の仕事につい

て，特に富山市民病院ならではの特

徴をご紹介します． 
 
 細胞検査業務（細胞診）は病理

検査部門の臨床検査技師が行う重

要な仕事の一つです．そのため，３

名が細胞検査士（サイトスクリー

ナー）という専門資格を有していま

す．患者様の病変部の細胞を顕微鏡

で観察し，主に癌細胞が無いかどう

かを判定します．がん検診を受けた

ことのある方はご存知かもしれま

せんが，肺癌なら痰，子宮癌なら擦

過細胞，膀胱癌なら尿を検査しま

す．乳腺や甲状腺などの腫瘤に対し

ては注射針で穿刺し細胞を吸引す

る穿刺吸引細胞診という方法がと

られますが，それでも比較的安全で

確実に癌を診断するための重要な

方法です．外来で穿刺を受けられる

際には，診断しやすい細胞標本を作

るために，私たちもその場で術者の

中央研究検査部 病理検査部門 部門紹介部門紹介  

 皆さんが外来や病棟で病理医の

診断結果の説明を受けるとき，電子

カルテの画面でご自分の顕微鏡像

をご覧になったことはございます

か．当院では「バーチャルスライド」と

いうデジタル技術を使って，世界で

初めて電子カルテ上で顕微鏡像を

ご覧いただける画期的なシステム

を作り上げました．この画期的な画

像を皆様に提供しているのも私た

ち病理検査技師なのです．顕微鏡が

なくても院内どこからでも電子カ

ルテでミクロの世界を覗くことが

できます．ぜひ，主治医の先生と一

緒にバーチャルスライド画像をご

覧になってください．他にも院内カ

ンファレンス・研修医や医学生の教

育などに有効に活用されています． 

 

 以上簡単に当院の先進的な取り

組みをご紹介しました．病理検査部

門では，精度の高い診断を患者様に

提供するために，スタッフ一同日々

研鑽し，医療技術の進歩に貢献でき

るよう努めています． 

 中央研究検査部紹介の第３回目として，

病理検査部門をご紹介します．病理検査部門

は患者様から採取された組織（体の一部）を

形態学的に検査する部門です．病理組織検査

（組織診）と細胞検査（細胞診）に大きく分

けられますが，ともに診断を確定し，正しい

治療を行うためには欠くことのできない検

査です．診療部門として病理科が独立してい

る病院もあります．当院では中央研究検査部

に所属し，２階の一番奥にありますが，病院

の要として，診療支援に取り組んでいます．

病理検査部門のスタッフは専任の病理専門



富
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★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。今月は歯と食品

の関係について。 
 

Ｑ：“歯の健康に良い食べ物”とは、どのようなものが

ありますか？ 
 

Ａ：どのような食べ物が思い浮かぶでしょうか？8020
(80歳で自分の歯が20本！)を目指して、歯に良い食べ

物を考えてみましょう。 
 
大きく３つに分けると… 

１．歯を強くする 

 カルシウムの多い食べ物です。牛乳、チーズ、ヨー

グルト、小魚類などがあります。また、一緒にビタミ

ンＤを多く含む椎茸などを摂り、屋外で運動をすると

カルシウムが体内へ取り込まれやすくなります。 

２．顎の発達を助ける 

 噛みごたえのある食べ物です。ごぼうなどの食物繊

維が多い野菜、小魚、するめ、肉類（もも肉）など、

しっかりよく噛んで食べると顎の発達を促します。 

３．歯や粘膜の表面の清掃効果がある 

 レタス、キャベツ、セロリなどの生野菜、リンゴな

どの果物などは口腔内の清掃効果があります。 

 好き嫌いをせずに食事を楽しんで、ゆっくりよく噛

んで食べましょう。また、食後の歯磨きもしっかりし

て、よい食習慣を身に付けましょう。 

■連載 健康レシピ③ 「いわしのすりみ揚げ」（栄養科） 

  いわしには、いわしには、DHADHA、、EPAEPAなどの栄養素などの栄養素

が多く含まれています。これらは魚の脂が多く含まれています。これらは魚の脂

質で、血液をサラサラにする血栓予防質で、血液をサラサラにする血栓予防

の働きがあります。他には、骨に良いカの働きがあります。他には、骨に良いカ

ルシウムなどのミネラルや、ビタミンＤもルシウムなどのミネラルや、ビタミンＤも

豊富に含んでいます。豊富に含んでいます。  
 

作り方 
 
① ごぼうはささがきにし、アクを抜く。 

② にんじん、たまねぎは、うす切りにする。 

③ いわしは骨などを取り、ぶつ切りにして、ミ

キサー又はすり鉢でつぶす。 

④ ③に①、②、小麦粉、卵、コーンを入れ、小

判形にする。 

⑤ 油で④を揚げて

できあがり。 

※好みで、からし醤

油を添えてもよ

いでしょう。 

材料（４人分） 
 

いわし ２００ｇ       

小麦粉 大さじ２ 

卵 １個 

にんじん ２０ｇ 

たまねぎ ３０ｇ 

ごぼう １/３本 

コーン缶 ２０ｇ 

揚げ油 適量 

 森 文枝様は私の勤務先のデイ

サービスに通っておられた８３歳の

お客様で，４年ほど前に娘さんのご

家族の関係で北海道から富山市に来

られました．しかし，この春に故郷の

苫小牧市に戻られました．その間の

３年間ほどですが，森様と一緒に今

回の作品作りに係わらせて頂きまし

た． 
 
 貼り絵の始まりはふとしたきっ

かけからでした．「指先を使うことで

リハビリになるから，コピー用紙に

描かれた絵に折り紙をちぎって貼っ

てみませんか？」という一言からで

した．「私にはできないよ」と言われ

ましたが，「少しずつでいいから頑

張りましょう」の励ましに，徐々に

仕上がってゆく作品に森様も私も

喜びでいっぱいになった事を覚え

ています．次へまた次へと新しい作

品に挑むたびに，作品の芸術性も上

がっていき感激しておりました．さ

て，富山市民病院の展示会も決ま

り，今度はどんな作品を作ろうかと

考えていた矢先に帰郷が決まり，と

ても残念でなりません． 
 
 入院中に，「病室の窓から立山連

峰を眺めて“いいなぁ”と思ってい

た．第二の故郷である富山の山を作

品にできて本当にうれしい」と森様

は話しておられました．たくさんの

方にこの作品を見て頂き，病気を

■今月のふれあいギャラリー 「貼り絵 作品集」（森 文枝さん） 

「作者紹介」 酒井まさ子さん （ケアパートナー富山） 

立山連峰 「剱岳」 

闘ってる方の励みになればと，今回

展示させて頂きました． 
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「新任医師紹介」 よろしくお願いします！   特集特集  

山下 朗（やました あきら） 内科主幹 平成２年卒 
 
●専門領域：循環器一般，不整脈，スポーツ医学 

●資格：日本内科学会認定医，日本循環器学会認定循環器専門医， 

 （財）日本体育協会公認スポーツドクター，日本医師会認定産業医 

●所属学会：日本内科学会，日本循環器学会，日本不整脈学会，日本心電学会， 

 日本救急医学会 
 
●モットー・患者さんへの一言 

 地域住民の皆様に最良の医療を提供させていただきます． 

山本 宏樹（やまもと ひろき） 

内科医師 平成11年卒 
 
●専門領域：呼吸器内科 

●資格・学会 

日本内科学会認定内科専門医 

日本呼吸器学会 

日本呼吸器内視鏡学会 

日本アレルギー学会 

日本感染症学会 
 

●モットー・患者さんへの一言 

 わかりやすい医療を提供で

きるように心がけていきます． 

佐村木美晴（さむらき みはる） 

内科医師 平成12年卒 
 
●専門領域：神経内科 

●資格・学会 

内科認定医 

神経内科専門医 

日本内科学会 

日本神経学会 
 

●モットー・患者さんへの一言 

 適切な医療に努めます． 

小川 次郎（おがわ じろう） 

新生児治療科部長 平成２年卒 
 
●専門領域：新生児（ＮＩＣＵ） 

●資格・学会 

日本小児科学会専門医 

日本小児科学会 

日本未熟児新生児学会 

日本周産期・新生児医学会 
 

●モットー・患者さんへの一言 

 子供が大好きです❤ 

荒屋 宣子（あらや のりこ） 

健康管理科医師 平成３年卒 
 
●専門領域：内科 

●資格・学会 

 認定内科専門医 
 
●モットー・患者さんへの一言 

 色々な意味でバランスのと

れた医者であるよう努力した

いと思っています． 

黒田 文人（くろだ もんど） 

小児科医師 平成14年卒 
 
●専門領域：一般小児科 

 小児神経，新生児 

●資格・学会 

日本小児科学会 

日本小児神経学会 

日本未熟児新生児学会 

日本周産期・新生児医学会 
 

●モットー・患者さんへの一言 

 常に笑顔を忘れないように

心がけています。 

城所 暁子（きどころ あきこ） 

小児科医師・後期研修医 

平成17年卒 
 
●専門領域 

 小児科一般 
 
●モットー・患者さんへの一言 

 ていねいでわかりやすい診療

ができるよう努力していきた

いと思います。 



富
 

 

５ 

板野 武司（いたの たけし） 

緩和ケア科部長 平成４年卒 
 
●専門領域：緩和ケア 

●資格・学会 

麻酔科標榜医 

日本緩和医療学会 

日本死の臨床研究会－世話人 
 

●モットー・患者さんへの一言 

 患者さん、家族とともに 

青木 優太（あおき ゆうた） 

麻酔科医師 平成16年卒 
 
●専門領域：麻酔科学一般 

●資格・学会 

日本麻酔科学会 

日本臨床麻酔学会 

日本心臓血管麻酔学会 

日本ペインクリニック学会 

循環制御医学会 
 
●モットー・患者さんへの一言 

 がんばります． 

岡澤 成祐（おかざわ せいすけ） 

麻酔科医師 平成16年卒 
 
●専門領域：救急医療一般 

●資格・学会 

ＩＣＬＳプロバイダー 

ＪＡＴＥＣプロバイダー 

ＪＰＴＥＣプロバイダー 

ＡＨＡ ＢＬＳプロバイダー 

日本救急医学会 

日本外傷学会 

日本神経救急学会 
 
●モットー・患者さんへの一言 

 どんなときでも常に全力で

誠心誠意診療します． 

関 功二（せき こうじ） 

胸部血管外科医師 平成13年卒 
 
●専門領域：血管外科 

呼吸器外科 

●資格・学会 

日本外科学会認定医 

日本胸部外科学会 

日本心臓血管外科学会 

日本血管外科学会 
 
●モットー・患者さんへの一言 

 初心を忘れず丁寧な診療を心

がけます． 

坂越 大悟（さかごし だいご） 

整形外科医師 平成11年卒 
 
●専門領域：整形外科一般 

●資格・学会 

日本整形外科学会専門医 

日本股関節学会 

日本人工関節学会 
 
●モットー・患者さんへの一言 

 最新・最良の医療を提供でき

るよう頑張ります． 

岩井 信太郎 

（いわい しんたろう） 

整形外科医師 平成16年卒 
 
●専門領域：整形外科一般 

田中 慎吾（たなか しんご） 

脳神経外科医師・後期研修医 

平成17年卒 
 
●専門領域：脳神経外科一般 

吉江 雄一（よしえ ゆういち） 

放射線科医師 

平成13年金沢大学医学部卒 
 
●専門領域：画像診断 

●資格・学会 

 日本医学放射線学会 

中村 功一（なかむら こういち） 

放射線科医師 平成14年卒 
 
●専門領域：画像診断 

●資格・学会 

日本医学放射線学会 

日本ＩＶＲ学会 

日本肝臓学会 
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 研修医レター⑫「新研修医の自己紹介」 特別寄稿特別寄稿  

研修医２年目 

田村 賢太郎 

（たむら けんたろう） 
 

１．人生におけるモットー： 

 明るく元気に頑張ることです。 
 
２．自己ＰＲ： 

 小学生の途中までは富山で育

ちましたが、中学・高校は金沢で

すごしました。大学からまた富山

に戻ってきたので、今では富山暮らしの方が長いです。

大学では弓道を６年間やっていました。サッカーやバス

ケットボールも好きですが、最近の運動不足は否めませ

ん。 
 
３．初期研修を終えて，どのような医師になっていたいか： 

 患者さんの気持ちになって考えられる医師になりたい

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： 

 将来の専門はまだ決めていませんが、専門領域だけ

でなく幅広く知識・技能を身に付けたいと思っています。 
 
５．患者さんへの一言・二言： 

 まだまだ未熟者ですが、どうぞよろしくお願いします！ 

研修医１年目 

西尾 真理子 

（にしお まりこ） 
 

１．人生におけるモットー： 

 案ずるより産むが易し 
 
２．自己ＰＲ： 

 石川県宇ノ気町（現かほく市）出

身です。富山大学に入学し、縁あっ

て卒業後もそのまま富山に残ること

になりました。富山弁もかなり覚えたつもりでしたが、富山

県人にはまだまだ金沢弁に聞こえるそうです。 
  
３．初期研修を終えて，どのような医師になっていたいか： 

 医師になりたての今の時期に見たことや感じたことを忘

れず、自分の目指す医師像に少しでも近づいていきたい

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： 

 患者さんはもちろんのこと、看護師やコメディカルのみな

さんからも信頼される医師になりたいです。 
  
５．患者さんへの一言・二言： 

 医師免許をもらって2ヶ月、まだまだ分からない事だらけ

で皆様にご迷惑をおかけすることもあるかと思います。一

日も早く一人前の医師になれるよう努力しますので、よろ

しくお願いします。 

 平成19年4月に36名の看護師が新

たに採用になりました。そこで、

新人看護師さんに、「病院の印

象」・「先輩看護師に対する感

想」を聞きました。（回収31名） 
 
[病院の印象] 
◕新人研修が多くあり、病院全体でサ

ポートしてくれて助かる。（８名） 
 
◕患者の入退院が激しく、毎日が忙し

い病院だと思う。（４名） 
 
◕患者－看護師が身近で、親近感が

ある。（４名）  
 
◕病院内は清潔で、明るく和やかな病

院だと思う。（４名） 
 
◕委員会活動が盛んで、よりよい医療

を取り入れていこうとする意欲を感じ

る。（３名） 
 
◕地域の方々に、頼りにされている病

院と感じる。（２名） 

◕チーム医療をしている病院と感じ

る。（２名） 
 
◕設備が古く、改修病棟も使い勝手が

悪そうだ。（１名） 
 
[先輩看護師に対する感想] 
◕新人の私たちにとても優しく、質問

にも親切に教えてくれるのでとても

嬉しい。安心する。（１１名） 
 
◕丁寧な言葉遣いや対応で、学ぶこと

がたくさんある。自分も先輩のような

看護師になりたい。（３名） 
 
◕研修会に多く参加し、知識をつけて

いる先輩が多い。（２名） 
 
◕指導者により考え方が違い、戸惑う

ことがある。（１名） 
 
◕患者さんに対する態度が丁寧な方

とそうでない方とがいる。（１名） 
 
◕電子カルテの入力に時間がかかり、

患者さんに接する時間が少ないの

はいけないと思った。（１名） 
 
◕仕事中はすごく真剣だが、仕事が終

わるとすごく優しい。（１名） 
 
◕優しく注意されるので、もっとガツンと

注意してほしいこともある。（１名） 
 
◕年上の方が多いので緊張する。（１

名） 
 
◕挨拶や笑顔がしっかりしている。（１

名） 
 
 毎日、覚えることややることが

多く、戸惑っている新人看護師さ

んが多いようですが、周囲の皆様

と共に温かく見守り、応援してい

きたいと思います。  

 「新人ナースに聞きました！」 インタビューインタビュー  



 

 

 富山市民病院に来院された患者

様の中で、『学生』が病院内にいるの

を拝見された方も多いのではないで

しょうか。今回はそのような『学生』

が一体何をしているかについて紹介

させていただきたいと思います。 
 
 まず医学部について（ここでは金

沢大学のことに関してであります

が）、６年制であることは皆様よくご

存知だと思います。その具体的な中

身とは、１～４年までは教養科目や

医学専門科目を勉強し、５年時には

大学病院での病棟実習、その後６年

時に国家試験を受けるというような

流れになっています。そのような中

で、６年時の４月～７月にかけて行

われているのが、今回ご紹介する『ク

リニカル・クラークシップ』です。 
 
 『クリニカル・クラークシップ』

とは、学生が実際の医療現場で、医師

や看護師とともに病院の診療チーム

に参加させていただき、そのチーム

の一員として実際に患者様の診療に

携わるというものです。その中で、患

者様ならびに医師、看護職などの診

療スタッフの皆様から、医師として

の職業的な知識・思考法・技能・態度

の基本的な部分を学ばせて頂くとい

うことを目的としています。 
 
 金沢大学では、このような実習が

２年前から始まっています。今年度

は、４月１６日～５月１８日の５週

間、３人の学生が富山市民病院でお

世話になりました。各々診療科は違

いましたが、大変充実した

日々を送ることができまし

た。このように、第一線の医療

現場に身を置くことで、机上

の学習では得られないものを

得ることができ、そしてより

具体的に自分たちの理想の医

師像というものを描くことが

できたように思います。また、

５週間という比較的長い期間

お世話になったことで、診療

スタッフとの関係も密にな

り、多くの相談にも乗って頂

けることもでき、大変有用な

時間となりました。医師の資

質や倫理観の問題が取り沙汰

される中で、模範となるよう

なすばらしい診療スタッフの皆様に

囲まれて実習できたことを大変喜ば

しく思います。 
 
 市民の方々の中には、学生が病院

にいることに「まだ学生のくせに」、

「学生なんかに」と思われる方もい

ると思います。我々もそのような意

見があろうことは重々承知しており

ます。それに対しては、学生側がなる

べく多くの方々に理解していって頂

けるよう、謙虚に努力させて頂きま

す。さらには、市民の方々には、今後

のよりよい医療を共に実現するため

にも、厳しい目と温かい心で是非と

も学生に対して、積極的に指導して

くださるようにお願いさせていただ

きたいと思います。 
 
 最後になりましたが、このような

実習の機会を設けてくださった泉良

平院長ならびにすべての診療スタッ

フ、事務関係者の方々、そして診療に

携わったすべての患者様に、この場

を借りて御礼申し上げたいと思いま

す。本当にありがとうございました。 

クリニカル・クラークシップってナニ？ 
 米谷光弘（金沢大学医学部６年生 富山市出身） 

特別寄稿特別寄稿  

7 富山市民病院マガジン 第３８号（６月号） 

■お知らせ 
 

◆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．詳しくは富山市民病院ホームページ，上段赤いメニューバーのお

見舞いカード欄をご覧下さい． 
 

◆富山市民病院マガジンのバックナンバーがご覧いただけます！ 
 富山市民病院ホームページでは富山市民病院マガジンのバックナンバーを

PDF形式で掲載しています．メニューバーのアラカルト欄をご覧ください．必要

に応じ，印刷してご利用いただけます． 

 また，本誌は富山市民病院メールマガジンでお届けした内容をリメイクして編

集しております．電子メールアドレスをお持ちの方は，この機会にぜひメールマ

ガジンにご登録下さい．お申し込みは富山市民病院ホームページ，メニュー

バー左端のウエブサポーター欄をご覧ください． 
 

富山市民病院ホームページへは 

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

クリニカル・クラークシップ

研修中の医学生の皆さん 

新人ナース研修 頑張っています！ 



 

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

８ 

 今回は在宅サービスの1つで

ある短期入所生活介護について

お伝えします。短期入所生活介護

は、介護老人福祉施設等などに短

期間入所して食事、入浴、排泄な

ど日常生活上の支援や、生活機能

の維持向上のための機能訓練が

受けられます。介護老人保健施設

の場合「短期入所療養介護」と言

わ れ ま す が、ど ち ら も 通 常

「ショートステイ」と呼ばれてい

ます。 
 

◆どんなときに利用するかに

ついて 
 
◕冠婚葬祭など諸事情により家庭

で生活介護ができない。 

◕しばらく家族の介護の手を休め

たい。 

◕家庭の事情で介護が難しい。 

◕介護疲れで休養をとりたい。 
 
などのときに利用されます。 
 

 利用できる期間については要介

護度によって異なりますが、1ヶ月

につき1週間前後から30日間ほどで

す。連続して利用したり、定期的に

週に数日ずつ利用したりすること

も可能です。ただし、連続した利用

が30日を超えた場合、31日目からは

全額自己負担になります。 
 
 利用料については、要介護度と

利用する施設の種類やサービスに

お答え 
 
 入院での治療方針を決定するに

は､主治医･担当医のみならず、多く

の医師の意見をとりまとめて行う必

要があります。従いまして､入院医

療を担当する診療科の部長・責任

者は、少なくとも週に1回は､管理者

としての回診を行い､おのおのの患

者さまの診療状況を把握し､助言･

指導を行っています。 

 そのための部長回診ですが､回

診後に主治医･担当医から治療方

針について説明することは大切で

す。これからも、回診の有無に関わ

らず､適切に病状の説明や､治療方

針につきまして､説明を行うように

指導してまいります。 

院長への

手紙 

ご意見 
 

 部長回診とは何なのでしょうか。患者としては現在の進行状

況、今後の治療方針などを聞きたいと思います。どうでしょうか。 

 「院長への手紙」にて、皆

様から頂きましたご意見に

お答えいたします。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。皆様からご意見を頂く

ことによりまして、病院を改

善して参りたいと存じます。 

在宅医療⑫「短期入所生活介護」地域医療連携室 解説解説  

■費用は施設の種類やサービスに応じて異なり、利用料に食費等

加算されます。 

◆併設型の施設の場合の利用料◆ 

 要支援・要介護度 従来型個室 

要支援１ 450円 

要支援２ 563円 

要介護１～５ 607～889円 

多床室 

500円 

619円 

689～971円 

ユニット型個室・準個室 

526円 

657円 

707～979円 

 要支援・要介護度 従来型個室 

要支援１ 558円 

要支援２ 698円 

要介護１～５ 732～941円 

多床室 

617円 

771円 

831～1,040円 

ユニット型個室・準個室 

624円 

780円 

834～1,043円 

◆介護老人保健施設の場合の利用料◆ 

応じて異なります。利用料の自己負

担（1割）の目安は下記のとおりで

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。 



富
 

 

９ 

「ふれあい看護体験２００７」看護サポート委員会 イベントイベント  

 ５月１２日は近代看護の礎を築

いたフローレンス・ナイチンゲール

の誕生日です。この日を含む日曜日

から土曜日までの1週間を「看護週

間」と制定し、看護の心を広く伝え

ていくための様々な催しが全国各

地で行われています。 
 
 富山市民病院では、５月１０日

（木曜日）に、市民の『ふれあい看

護体験』を行いました。市報で応募

された７名の方に、看護師の指導を

受けながら、入浴介助や体を拭いた

り、洗髪などの清潔面の援助、血圧

測定、車椅子介助などの看護体験を

していただきました。また、病院食

の試食会や施設見学、健康測定など

にも参加していただきました。体験

者の方々には看護への理解を深め

ていただくよい機会になったと思

います。 
 
 看護体験後は「看護師の方々が

常に笑顔で患者さんに接しておら

れる姿がとても頼もしく思われま

した」、「ムース食を試食しました

が調理に工夫していらっしゃるん

ですね。勉強になりました。」、施

設見学では「個人情報保護法や時代

に応じて病院が変化しているんで

すね。」などのご意見をいただきま

した。また、「病院が身近になりま

した」とうれしそうに言っていただ

き、参加者の方々の笑顔や言葉かけ

が患者様はじめ看護する私たちに

も励みとなりました。ありがとうご

ざいました。 
 
 １階正面エントランスホールで

は、来院された皆様を対象に血圧測

定や体脂肪などの身体計測や、測定

結果に基づいて健康な生活を送る

ためのアドバイスを行いました。 
 
 毎年５月の看護週間に『ふれあ

い看護体験』があります。男女を問

わず多くの方々の参加をお待ちし

ています。 
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教室紹介・相談室紹介⑪ 「糖尿病相談窓口」 
糖尿病看護エキスパートナース（日本糖尿病療養指導士） 

連載連載  

 「はじめまして、ようこそいらっ

しゃいました。私は、日本糖尿病療

養指導士の看護師の○○です。今日

は、○○さんの糖尿病について一緒

に考えましょう。」 
 
 「健康診断の結果、はじめて糖尿

病といわれた」「色々しているのに、

血糖のコントロールがうまくいか

ない」「今まで薬だったのに、イン

スリンに変わった。注射をどうすれ

ばいいのか」などの、糖尿病の患者

さまやご家族が抱えるさまざまな

悩みや不安を気軽に相談していた

だくために、私たち日本糖尿病療養

指導士の資格を持つ４人の糖尿病

看護エキスパートナースが「糖尿病

相談窓口」を担当しています。 
 
 「糖尿病相談窓口」は、おもに糖

尿病の患者さまを対象に入院中、通

院中を問わず、糖尿病を正しく理解

して、少しでも前向きな気持ちで

日々の療養に取り組んでいただき

たいとの思いで、日常生活の悩みや

ご相談を受けています。また、自己

血糖測定の手技やインスリン自己

注射の指導を行い、正しい器具の取

り扱い方や糖尿病の知識や情報を

提供しています。相談窓口は内科外

来で、第１・３金曜日、第２・４水

曜日の毎月４回、１

３：３０～１６：３

０の時間帯に、ゆった

りとした気分でご相

談していただけるよ

うに完全予約制とし

ています。 
 
 患者さまは、糖尿

病と初めていわれた

ときは自覚症状が乏

しく「痛くもかゆくも

ない」といわれます

が、日々の仕事や家庭での役割に

追われてご自身の生活を振り返る

ことがなかったかもしれません。

「糖尿病相談窓口」で、ご自身を一

度振り返る機会をもち、今後の生

活を楽しく過ごす自己管理の方法

を一緒に考えましょう。 
 
 相談が終わる頃には、「休肝日

をつくろうかな」「たばこ、やめる

かな」「犬の散歩、自分の仕事にす

るわ」など、患者さまからの声が聞

かれると、今後も少しでもお役に

立つことができればと思います。

これからも皆様のお力になれるよ

う努めていきたいと思っています

ので、お気軽にご相談くださるよ

うお待ちしています。 

 担当者 
◆糖尿病看護ｴｷｽﾊﾟｰﾄﾅｰｽ 

（日本糖尿病療養指導士） 

岡村多枝子 立野恵子 

塚原美智子 高林裕子 
  
相談日時と場所 
◆内科外来 

◆日時：毎月４回 

 第１・３金曜日、第２・４水曜日 

 １３：３０～１６：３０ 

◆完全予約制 

 （予約は内科外来まで） 
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看護部長のひと言 

ことばにならない想いを感じながらケアする心の大切さを伝えていきたいと思います． 
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◇５月は気温が25度位になると、入

院患者さんが外に出て雲の流れを見

ながら、「今日は蜃気楼が出るだろう

かね」と外来者と談話をかわし、新聞

の写真を見ながら21日から3日間連

続で魚津の海岸で春型蜃気楼が観測

され、対岸の景色が伸びてバーコー

ド状になったり、船が3段階に反転す

る、橋や建物が水平線から3～5倍に

伸びるなど、気象条件の変化でゆら

りと幻想的な風景が楽しめたと、魚

津の記事を読んでいました。 
 
◆海の幻と云われる「一度でもいい

からこの目で蜃気楼を見たい」と願

うロマンを求める人は、魚津埋没林

博物館で発行される『証明書』を求め

て、4月～5月になると気象条件やテ

レビで発表される確立予報を見て、

“待てば出ないし、帰れば出るし、ほ

んにしん気な蜃気楼”と歌われる通

り、何度出かけても見られないのが、

またひとつの楽しみかもしれません

ね。「君は蜃気楼を見たか」で始まる、

魚津市観光協会発行印の証明書を手

にした時は、大自然の神秘に遭遇し

た喜びと、その時その場にいた人生

の感激で、長年の苦労が報われて、心

が熱くなりますよ。 
 
◇蜃気楼の語源は、魚津埋没林博物

館石須学芸員の講演では、2000年以

上の昔に中国で司馬遷がまとめた

「史記」天官書の中に『海旁蜃気象楼

台』という記述があり、これが蜃気楼

となり、蜃（しん）とは一般に大ハマ

グリのことで、春になると気を吐く

とされ、また蜃は蛟（みずち）という

龍のなかまで、ハマグリと龍が九谷

焼の大絵皿で気を吐いている絵柄が

描かれています。また欄間・陶磁器・

着物の絵柄・山車の彫刻・傘鋒などに

見られ、日本文化の中に定着してお

り、美術館やお寺で蜃気楼を発見し

てください。なお中国の本草書とい

う医薬材料書や日本の「本草綱目」の

中に、蜃という生き物は貝と蛟龍（こ

うりゅう）とされており、どれも想像

の世界なので、正解として、意外な所

に蜃気楼の形を見ながら、今後も楽

しんで下さい。（うもれぎ・第26号よ

り） 
 
◆「第5回蜃気楼交流会」は、5月20
日に魚津埋没林博物館で全国より研

究者が参加して開催され、研究観測

データーに基づいて発表があり、北

海道・東北・猪苗代湖・富山などの地

域での海上大氣の気温・湿度の状況・

海岸での蜃気楼発生時の時間的な変

化の様子を、映像で解析され、さらに

天気図による気象データーを参考

に、科学的・学術的にライブカメラ

（自動観測装置）で撮影された、情報

発信時代の機器を使っての発表と質

問交流があり、皆さんに分かりやす

く説明され、研究・分析されることに

より、より身近に自然現象が楽しめ

ます。 
 
◇初めて昭和49年4月30日に蜃気楼

を見た初代魚津蜃気楼研究会澤崎会

長は、蜃気楼の開拓

者として知られ、私

たちが平成7年ころ

から魚津浜へ通い

始めて魚津蜃気楼

会が結成されて、十

数年が流れました

が、現在は50数名の

会員を数え、海岸は

蜃気楼を待つ社交

場となり、海の駅魚

津前には観測広場

となり、写真愛好家や見たいという

野次馬諸君が、お互いに蜃気楼談義

に花を咲かせ「生まれてから一度も

見たことがない蜃気楼を見る」人達

で混み合います。 
 
◆先月に魚津出身の彫刻家大成浩氏

の蜃気楼をモチーフにした石彫作品

「風の地平線―蜃気楼」が、モニュメ

ント7基が、観光施設「海の駅・蜃気

楼」の駐車場に設置されました（写

真）。「蜃気楼というつかのまの現象

を、モニュメントとして残そうとし

て製作し、見て、いろいろなものをイ

メージしてほしい」と作者は話して

いました。魚津のランドマークとし

て、観光拠点とともに蜃気楼広場に

親しまれる作品で、一つの石から切

り出した彫刻としては、国内有数の

大作です。 
 
◇「未来への贈り物」（中国泰山石経

と浄土教美術展）を先月、九州国立博

物館にて観賞する機会があり、南北

朝時代に仏教の迫害を危惧した、末

法思想が強まった時に、廃仏に負け

ず三東省泰山摩崖の大地に、一行30-
メートルの巨大な経典が刻まれ、壮

大なスケールと浄土教が、後世に伝

えられて、幻の教えとならないよう

石窟寺院や石刻経となっています。

日本にも平安時代には、法然・親鸞聖

人によって後世に浄土真宗と伝承さ

れていますが、過去の歴史から蜃気

楼のように幻とならないように、日

常生活を信念をもって励みましょ

う。 

ボランティア・エッセイ３６ 病院ボランティア 石森貞夫 

『蜃気楼（しんきろう）談義』 
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 

富山市民病院看護科 

（代）０７６－４２２－１１１２ 内線２００９ 
中央は魚津出身の彫刻家 大成 浩 氏 



 

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

■編集コラム 
 麻疹（はしか）が流行しています．関東では大学の休校が相次ぎ，社会生活にも

いろいろと支障がではじめているようです．年配の方は麻疹ならこどもの頃に罹っ

たよとおっしゃると思いますが，特効薬はなく，発症すると安静と対症療法しかない

のです．そう言えば全身に発疹が出て，高熱にうなされた記憶はないですか．時に

は肺炎や脳炎などの合併症を起こすこともあるのです． 

 ではなぜ今大学での流行が問題なのでしょう．特効薬のない麻疹は予防注射が

第一で，それ故ワクチンを打って免疫をつければ発症しないと思われていました．

一回麻疹に罹れば二度と罹らないよと言われるように，一度罹ったことのある年配

の方は強い終生免疫を持っています．昔はごく普通に見られた麻疹もワクチンの

普及に従い流行が徐々に減ってきたわけです．しかし，麻疹はインフルエンザなど

と比べても非常に感染力が強く，免疫を持っていない人がある程度に増えると大流

行につながるのです．一般的には９５％以上のワクチン接種率がよいとされていま

すが，自然流行が少なくなった現在では，ワクチンを打っても麻疹のウイルスに接

する機会が無く，免疫能が徐々に低下してしまい，大学生の頃に感染すると発症し

てしまうらしいのです． 

 さて，大学での麻疹流行といえば，４，５年前，金沢工業大学と保健所のすばらし

い連係プレーが行われたのをご存知ですか．麻疹の集団発生を知った大学と保健

所が話し合い，費用は大学がすべて負担して，千人単位の集団予防接種を速やか

に実施し，大流行を押さえ込んだのです．また，現在金沢大学では新入生全員には

しか，風疹，おたふく風邪，水ぼうそうの抗体検査を大学負担で実施し，免疫能が不

十分な学生に予防接種を受けることを勧めているそうです．さらに，医学部の学生

はこれらの免疫を持っていることが実習参加の条件になっているのです． 

 近隣のこのような対策を見習わなければいけないのは関東の大学ばかりでは

ないでしょう．我々医療者の対応は十分でしょうか．国は２０１２年を麻疹制圧の目

標としています．ちなみに広島球場の外野スタンドに麻疹撲滅の大きな広告がある

のをご存知でしょうか．（９ページのポスターもご覧下さい） 

総編集長：病院長 泉 良平 
編集部： 齋藤勝彦・島竹恵美子・石森貞夫 

村崎 進・松下桂子・高畠 裕子・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 

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

電話  ０７６ （４２２） １１１２ 
FAX  ０７６ （４２２） １３７１ 

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 

● ４月１６日（月）～７月１３日（金）：クリニカル・クラークシッ

プが行われます（関連記事７ページ参照）．医学部６年生の病院実

習として，金沢大学より５名，富山大学より９名，筑波大学より２

名，計１６名の医師の卵が実習しています． 
 
● ５月１０日（木）：「ふれあい看護体験」（関連記事９ページ参照）

が行われ，７名の方が参加されました．また，１階正面エントラン

スホールにおいて，血圧測定や体脂肪計測と健康な生活を送るため

のアドバイスが行われました． 
 
● ５月２２日（火）：富山市の姉妹都市の中国河北省秦皇島市の秦皇

島市第一医院から，馮 院長，張 副院長，王 副院長，王 主任医師

が病院視察に来院されました．当院の医療スタッフと友好を深め合

いました． 

■今月のイベントと院内の動き 

 ５月１２日から６月８日まで，「貼り絵 作品集」（森 文枝さ

ん）を展示しています（関連記事３ページ参照）．待ち時間などに気

軽にお立ち寄り下さい． 

 次回は６月８日から７月６日まで，写真「北アルプスの女王“燕岳

（つばくろだけ）”展」（勢濃寛司さん）を展示します．読者の皆様

もなにか作品を出展してみませんか．また，お知り合い方々の作品を

紹介していただけませんか．ご応募・ご連絡をお待ちしています． 

■今月のふれあいギャラリー（玄関ホール２階） 

秦皇島市第一医院医療友好訪問団 

「貼り絵 作品集」（森 文枝さん）より 

看護週間 


