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 皆さんには、アドボカシ－という言葉

は聞きなれないものだと思います。アド

ボカシ－(advocacy)には、辞書では擁護

や支持という意味があり、「社会問題に

対処するため政府などに影響をもたら

し、公共政策の形成や変容を促す行動」

と定義する人もいます。 
 
医療でのアドボカシ－は、「ある人の

味方となってその権利や利益を守るため

に闘う」という意味になります。そし

て、アドボケイト(advocate)は、味方と

なって闘う人を指します。日本へ医療ア

ドボカシーを紹介したのは、マサチュー

セッツ総合病院（MGH）の李啓充医師

です。MGHにはよりよい医療を患者様

に提供するために患者アドボカシー室が

あります。そこには、専従のスタッフが

患者様の苦情処理にあたりながら、患者

様の権利を守るお手伝いをしています。 
 
患者さまの権利を守ることは､人権を

守るだけではなく､病に倒れ､傷ついた弱

い立場にある方の権利をお守りすること

になります。富山市民病院には患者権利

章典があり、その中に、「全ての患者さ

んは、平等で最善の医療をうける権利が

保障されていること、医療は患者さんと

医療者と対等の関係の中で、両者の信頼

関係に基づいて、共同で行われるもので

ある」と示されています。しかし、医療

は不確実な面を多くもつために、医療行

為本来の求められるものとは異なる結果

となることがあります。医療者が患者様

の利益のために最善を尽くしたとして

も、結果として求められるものが異なれ

ば、医療を受けられる患者様には不満、

不信となります。十分な説明のうえで医

療行為を行うことは当然であり、そのよ

うに努めていますが、時には皆様に十分

に説明が伝わらないこともあり、誤解が

生じることは避けられません。 
 

そのような時、不安や不満を表明しな

いでいると、医療者側は、医療行為が患

者様側に受け入れられたと了解してしま

うことになります。また、心理的に弱い

立場にある患者様は、医療者に新たに説

明を求めることなどがしにくいという圧

迫感を感じることもあると思います。そ

のような時、「病院や医療に不満がある

ときには、お知らせください。患者様の

立場に沿って問題の解決を図ります」と

いう役割を果たすのが、患者アドボカ

シーです。 
 
今年の4月から医療メディエーターの役

割をしている池原さんに、この患者アド

ボカシーをしていただくことにしていま

す。メディエーター（仲裁するもの）と

いう言葉も耳慣れないものですが、患者

様の立場にたって、ご意見や苦情をお聞

きします。患者アドボカシーの理念は、

先ず患者様の味方をするということです

ので、メディエーターの立場が必要なの

です。 
 
皆様からいただくご意見を、病院関係

者に伝え、良質な医療の提供に結びつけ

ることもアドボカシーが果たす役割の一

つです。これまでも「院長への手紙」で

多くのご意見をいただきました。さらに

多くのご意見をいただくために、患者ア

ドボカシ－は医療そのものへの苦情を含

めて患者様の立場にたった相談業務、と

いうように理解していただきたいと思い

ます。 
 
患者アドボカシ－室を、7月から西病棟

8階に整備いたします。メディエーター

が､月曜日から金曜日まで､午前10時から

12時までと午後1時から3時までお手伝い

を致します。詳細は病院案内などにてお

知らせいたしますが､是非ご利用いただ

き､病院への要望などをお知らせくださ

い。  
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病院長からのメッセージ 
 「患者アドボカシー」 

                     病院長 泉 良平 



 

 

れ以前にインシデントと呼ばれる事

故にならなかったものがあります。

このような事象を隠さず、経験した

医療者が病院の医療安全管理室に報

告することによって、重大な事故を

予防することができます。提出され

たインシデントレポートを医療安全

管理者は毎日チェックし、必要があ

れば、即時に対応策を決めます。ま

た、原因を究明し、病院内のシステ

ムを変更するための意見を院長に直

接提案する権限をもちます。」（富

山市民病院マガジン第３５号の病院

長からのメッセージより抜粋）つま

り、医療安全管理者の大きな活動目

標は「医療事故が起きる前に未然に

具体的防止策を実施する」というこ

とになります。 
 
 具体的活動内容は 

①インシデントレポートなど院内報告

制度に基づく医療安全のための活動 

②医療安全のための委員会に関する

活動 

③医療安全のための部署間の調整・

対策等の提案 

④医療安全のためのマニュアルの作

成・改訂・周知徹底 

⑤医療安全に関する教育研修の実施 

⑥院外からの関連情報の収集・対応・

配信 

⑦医療安全のための院内評価業務 

等となります。 
 
 患者様の安全を守ることは当然な

がら、職員の安全も守られねばなり
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 皆様、初めまして。富山市民病

院医療安全管理室専従医療安全管

理者の河西新悟です。 
 
 よくある質問に「医療安全管理

者って何する人？」というのがあ

ります。「医療安全管理者（メ

ディカル・セーフティ・マネー

ジャー：MSM）」とは、昔の言葉

で言うと「ゼネラル・リスク・マ

ネージャー（GRM）」となりま

す。昨年度までは看護師長が兼任

でGRMを務めていました。兼任で

あるがゆえに活動には多くの制限

がかかっていたようです。 
 
 昨今の「医療の質向上・安全医

療の提供」の気運のたかまりを背

景に、「施設内全体の医療安全を

実務的に担当する者」として、平

成19年4月より病院長直属、独

立・組織横断的活動拠点として医

療安全管理室を設置。同時に専従

実務担当者として医療安全管理者

が配置されました。 
 
 「身体に大きな障害を与えたも

のは、医療事故となりますが、そ

医療安全管理者の河西新悟です！ インタビューインタビュー  

ません。私は現在医療安全委員会を

中心として、リスクマネージメント

委員会と院内感染対策委員会にも引

き続き参画しています。どちらの委

員会も患者・職員双方の医療安全確

保に重要な役割を担った委員会で

す。 
 
 私はおもに院内の職員に対する活

動をおこなっていますが、医療安全

管理室にはもう1名、患者・御家族

への対応を中心とするメディエー

ターが専任で配置されており、医療

安全に関する相談に応じておりま

す。そこで感じる重要なポイントは

「接遇」「説明」です。もっとも重

要な「接遇」は接遇委員会がしっか

りとした活動をなされていますの

で、安心しておまかせして、私は

「黒子」に徹することができそうで

す。 
 
 今、一番苦労していることは「イ

ンシデントレポート提出数の伸び悩

み状態」です。平成18年度は、わず

か1054件でした。それぞれの職員が

どんな些細なことでも報告できるよ

うな環境作りもしています。 
 
 医療安全は、医療安全管理者だけ

でなせることではありません。患者

様および職員各位のご協力があって

こそ成し遂げることができます。ど

うぞ、この機会に私の顔と役割をお

知りいただき、医療安全管理活動に

ご理解とご協力をいただけますよう

お願い申し上げます。 

インシデントレポートの

報告内容の割合 

転倒予防 
スリッパ・サンダルはや

めましょう 

×
スリッパ・サンダルは脱げや

すく、転びやすいので，リハビ

リズックや履きなれた靴をお

使いください。 
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「患者アドボカシー室」 医療メディエーター 池原和子 特別寄稿特別寄稿  

 は じ め

まして、「池

原」です。 

 どうぞよ

ろしくお願

いいたしま

す。 

 

 私は本年

度の４月よ

り「医療メディエーター」として活

動を開始いたしました。今回はこの耳

慣れない「医療メディエーター」の「役

割」についてご紹介いたします。 

 医療メディエーターは、当事者

の感情や想いを受け止め（傾聴・共

感）、信頼を築きながら当事者自身

が《本当に求めているものは何か》

《それを実現する現実的で前向き

な方策はないか》などについて、

《気付き》を得られるようにケア

型の援助をしていきます。 
 
 当事者のお話をお聞きし,その

件に関わるすべての人に面接をさ

せていただきます。本当はどうい

う意味だったのか？ 何が不十分

で,何が正しく伝わらなかったの

か？ この面接の中から「見えてく

るもの」は何なのか。考えながら、

もう一度当事者と面接をし,状況

をお伝えします。どうしても当事

者が直接対面して解決の方向に向

かいたい場合には、その調整をし

場、を設定します。これを「メディ

エーション」といいます。 
 
 メディエーションは対立する

二人以上の当事者がいる場合に、

中立第三者としてメディエーター

が当事者を援助し、エンパワー（力

を引き出していく）する事で話し

合いを促進し、自分達の手で合意

形成、葛藤の乗り越えへと至らせ

る仕組みです。このメディエー

ションには下表のような重要な７

 

医療メディエーターの

役割 
 

１．とにかく、お話を共感的に傾

聴する。 

２．苦情やトラブルの構造を分

析し、解決へと至る「道筋」を

見つける事。 

３．解決に向けた「道筋」に当事

者が自然に乗ってきてくれる

ような「きっかけ」を提供して

ゆく事。 
  
◕一言でいうと「援助者」です。 

つの特徴があります。 
 
 このように、まず、お話を伺う事

から始まりますので、いつでも、だれ

でも、訪問できる専門の部屋が必要

です。秋には１階に専用の部屋が開

設される予定です。しかし、一日でも

早い問題解決に向けて相談を受ける

部屋をと考え、現在の西病棟８階の

一角の部屋に開設いたします。詳細

には玄関ホールの「総合案内」また院

内掲示板でご案内・紹介させていた

だきます。部屋の名称は「患者アド

ボカシー室」です。 
 

 Advocacy(アドボカシー)とは

「ある人（弱い立場）の味方になっ

て、その権利や利益を守るために闘

うこと。」という意味になります。患

者アドボカシー室は、患者さんやご

家族の皆様が、安心して安全な医療

を受けていただくために、ご意見・ご

要望・ご不満などを傾聴させていた

だく部屋になります。当然、プライバ

シーはお守りします。その中で私は、

中立的な第三者の立場で、問題解決

に向けてお手伝いをさせていただき

ます。どのようなお話でもお伺いい

たします。どうぞご遠慮なくおこし

ください。皆様のお言葉・ご意見が安

心して安全な医療への提供に結びつ

ける事になるよう努力いたします。 

  
メディエーションの重要な７つの特徴 

 
１．解決は当事者自身が練り上げていき、合意によってのみ達

成される。 

２．進め方は柔軟であり、また解決内容も違法でない限り、謝罪

も含めて自由に決められる。 

３．当事者が向き合い、適切な対話がなされる事で、疑念が払

拭され理解が得られる。 

４．過去の出来事の追求より、将来へ向けた創造的な解決を考

える。 

５．対立を強調するのではなく、共通する・共存しうる価値・ニー

ズに焦点を合わせる。 

６．非公開であり、率直なコミュニケーションが可能となる。 

７．メディエーターは、中立的なケア提供を通じ、対話は促進す

るが、介入は控えあくまでも、当事者の自助能力の回復援助

と合意形成の援助に努める。 

 患者アドボカシー室のご案内 
 
◆例えばこんな時どうぞご相談ください。 

 
１．直接には言い辛い苦情や提言を伝え

たい。 

２．先生が忙しそうで、聞きたいことが言い

出せない。 

３．看護師さん達は、私の事を分かってく

れているのか不安に思う。 
 
 どんな事でも直接お話をお伺いすること

で本当に伝えたい事を正確に把握し、お応

えします。また、医療の質の向上・サービ

スの改善にフィードバックします。  
 
場所：西病棟８階（ナースステーション左前） 

相談日時：月曜～金曜 午前10時～12時 

 午後1時～3時 

担当者：池原和子（医療メディエーター） 
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などを注入して、通過の状態や形態

や進展の状況をいろいろな方向か

ら撮影します。 

 脊椎や関節に、造影剤を注入し、

首や腰、関節の痛みを調べる検査も

あります。また、内視鏡と併用して、

胆道・胆嚢や膵臓を調べたり、胆石

を取り除いたりもします。肺の組織

を一部採取して、細胞を調べたりす

ることにも、使われます。尿路腎臓

造影検査では、造影剤を点滴して、

腎臓や尿管の結石を調べる検査

（DIP）が、よく行われます。結石

の大きさや位置を、知ることができ

ます。 
 

《骨密度測定（BMD》 
 骨密度測定は、骨の中にあるカ

ルシウムなどのミネラル成分がど

のくらいの量があるのかを計測す

るもので、骨粗しょう症の診断に用

いられます。当院で行っている骨密

度測定は、DEXA法（デキサ法：２

種類のエネルギーのＸ線を利用し

て骨量を測定する方法）と呼ばれる

もので、主に腰椎と手首の２箇所で

測定し、それぞれ3～5分程度で終了

します。 

《乳房撮影部門》 
 乳がんを早期に発見するために

は、マンモグラフィー（乳房のＸ線

 放射線技術科は中央放射線部

に属します。X線を主に利用した撮

影検査部門と放射線治療部門から

なります。撮影検査部門では診断価

値の高い画像情報を正確に依頼科

に送っています。初回は、一般撮影、

透視・造影撮影、骨密度測定、乳房

撮影の部門の紹介をします。 
 

《一般撮影部門》 
 一般撮影部門には１～３番まで

の撮影室があり、胸部・腹部・骨な

どといった、いわゆるレントゲン写

真の撮影を行っています。各撮影室

で撮影対象部位や撮影方法が異な

り、それぞれに対応する検査機器が

設置されています。一般撮影部門で

は病室での撮影(ポータブル撮影)

や手術室での撮影も行っており、ス

タッフはあわただしく飛び回って

います。 

 レントゲン撮影においてもデジ

タル化は進んでおり、従来のアナロ

グフィルムや増感紙、現像機といっ

たものはもうありません。これらに

代わって、ＩＰ（イメージングプ

レート）と呼ばれるものにＸ線の情

報を記憶させて、それを読み取るこ

とでデジタル画像として保存して

います。ちなみに胸部写真１枚の

データ量は５～１０メガバイト、フ

ロッピーでは５枚以上にもなりま

す。 
 

《透視・造影検査》  

 透視室では、透視をしながら造

影剤を服用したり、注入して検査を

行います。胃や食道の検査では、バ

リウムなどを飲んでもらい、注腸

（大腸）検査では、バリウムや空気

中央放射線部 放射線技術科（１） 部門紹介部門紹介  

撮影）検査が有効です。乳房は柔ら

かい組織でできているため、専用の

Ｘ線撮影装置を使用しています。一

般的な撮影方法は、フィルムを入れ

た台とプラスチックの板で乳房を

挟んで（圧迫して）撮影し、両乳房

の正面、斜め方向の２方向を撮影し

ます。圧迫することで乳房の組織を

広げ、重なった乳腺を鮮明に撮影で

きます。また、放射線による被ばく

も少なくなります。圧迫で痛みを感

じることもありますが良い写真を

とるためには必要なことですので、

ご理解してもらうように説明して

います。また、組織の一部を採取す

るマンモトーム生検も行っており

ます。 

 なお、当院ではマンモグラフィー

検診精度管理中央委員会より施設A
認定、4人が専門技師の認定を受け

ております。 

 新たに待合室を設置しました。 

マンモグラフィー装置 

マンモグラフィー読影 

マンモグラフィー待合室 
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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、「“クエン酸”の効果」につ

いて。 
 

Ｑ：“酸味”が夏バテ予防につながるのは

なぜですか？ 
 

Ａ：梅などに含まれる酸味は、クエン酸と

いわれる有機酸です。これは、体の細胞内

で食事からの栄養分（主にブドウ糖など）

をエネルギーに変える代謝経路“TCA
サイクル（クエン酸回路）”を活性化しま

す。 
 
 暑い季節には体内のブドウ糖をエネル

ギーに変えるビタミンB１が、他の季節

の２～３倍消費され不足しがちになりま

す。そのため疲労も溜まりやすく、夏バテ

がおこります。この疲労物質の正体は乳

酸です。クエン酸を摂取することによっ

て、乳酸はエネルギー源として分解・再利

用され、疲労回復へつながります。 
 
 このサイクルを順調に機能させるため

には、特にビタミンB群の摂取を心掛け、

その上でクエン酸を補給することが大切

です。 

■連載 健康レシピ④ 

 「豚肉の梅ごま味噌炒め」 （栄養科） 

暑い夏を乗り切ろう暑い夏を乗り切ろう！！  
  梅に多く含まれるクエン酸には、食欲増進や整梅に多く含まれるクエン酸には、食欲増進や整

腸作用などの効果があります。また、豚肉には、良腸作用などの効果があります。また、豚肉には、良

質たんぱく質、ビタミン質たんぱく質、ビタミンBB１が豊富です。一緒に食べ１が豊富です。一緒に食べ

ると、疲労回復効果があります。ると、疲労回復効果があります。  
 
 
 

作り方 
 
① 水菜はよく洗い水を切って5～6㎝の長さに、豚肉

は食べやすい大きさに切っておく。 

② 梅干の種を取り、手で適度な大きさにちぎったも

のを、ａの他の材料と混ぜ合わせておく。 

③ フライパンにごま

油を熱し、豚肉を炒

めて色が変わった

ら、ａを回し入れる 

④ 中火でからめるよ

うに炒め、すりごま

を加えて軽く混ぜあ

わせる 

⑤ 火を止めて水菜を

入れ、全体に絡むよ

うに混ぜ、器に盛り

付ける。 

材料（４人分） 
 

豚ロース肉 ４００ｇ 

水菜 ２束 

ａ： 梅干 ２個 

 味噌 大さじ４ 

 砂糖 大さじ２ 

 酒 大さじ２ 

 水 大さじ２ 

すりごま 少々 

ごま油 少々 

■
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載 

病
院
川
柳 

 

「
十
七
文
字 

メ
ッ
セ
ー
ジ
」 

看護部長のひと言 

悲しみ、喜びを、共に感じる一日一日を大切にしていきたいと思います。 
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教室紹介・相談室紹介⑬ 「てん糖むしの会」 
糖尿病療養指導士 

連載連載  

 てん糖むしの会は、糖尿病の患

者会として平成10年10月に設立さ

れました。この会は、糖尿病患者の

知識の向上、治療に対する啓蒙、会

員相互の親睦を目的とし、２カ月に

１度の定例会を開催しています。糖

尿病は生活習慣を改善することが

治療となり、食事療法に運動療法を

うまく組み合わせ継続することに

より、病気の進行や合併症の進行を

予防できます。しかし、長期にわた

り、自己管理を継続することは、精

神的な苦痛や困難を伴います。そん

な時に、同じ病を持つ患者同士悩み

を共有し、お互いの工夫しているこ

となど情報交換することにより、楽

しく療養生活が継続できるのでは

ないでしょうか。 
 
 活動の例を紹介しますと、バー

ベキュー、健康パークでの運動、エ

アロビクス、座談会、ボーリング大

会や、日本糖尿病協会富山県支部

の行事（小児ヤング合同サマー

キャンプ）への参加などがありま

す。 
 
 ある日の風景を紹介しましょ

う。高齢者向けのエアロビクスを

計画し、若いインストラクターの

かけ声のもと、必死に頑張るので

すが、手と足がどうしてもうまく

かみ合いませんし、前後左右の移

動も足がもつれてうまくいきませ

ん。それでも汗をたっぷりかきな

がら笑いながら終わったころは、

とても体が軽く楽しい思いでいっ

ぱいでした。また、富山県支部総会

のアトラクションを担当した時

は、大正琴に合わせ詩吟と歌（荒城

の月、古城）をスタッフと共に一生

懸命練習し成果をあげることがで

きました。 
 
 私たち糖尿病療養指導士（看護

師、栄養士、薬剤師）も行事には、

共に活動する立場として参加して

います。入院中には聞けない患者様

の気持ち、悩みを聞き、日常生活の

中でどのような工夫をされている

のかもよくわかり、多くのことを学

ばせてもらいます。 
 
 この会は開業医に通院しておら

れる方も入会しており、行事の運営

もほとんど会員の方々で行われて

います。患者会に入会し、共に活動

しませんか。お待ちしています。 

富山ハンドベル「ブルーリンガー」演奏会 イベントイベント  

 ６月２５日（月）午後５時３０分から講堂で，富山ハ

ンドベルの会「ブルーリンガー」の皆様によるハンドベ

ル演奏会が開かれました。 

 ブルーリンガーの皆さんは、３歳から７０歳代ま

で２７名で結成され、富山県内はもとより県外でも

活動されています。 
 
 今回は１６名の演奏者がお揃いの青いTシャツに

身を包み、「峠の我が家・埴生の宿・小さな世界」な

どを演奏して頂きました。青い澄みきった空の下に

いるような雰囲気に包まれて、入院中の患者様など

参加者約６０名は奏でられる素晴らしいメロディー

に感動しました。また、「ふれあいコーナー」では，

会場から６名の方がハンドベルの講習を受けられた

後、合同の演奏に参加され、「心をつないで音を繋ぐ」

音色が私たちの心を温かくして頂きました。有り難

うございました。 



 

 

 在宅療養について12回に渡りお伝え

してきましたが、 終回は介護保険サー

ビスでの「福祉用具の貸与・購入や住

宅の改修」についてお伝えします。 
 
 病院のような整った環境では、身のま

わり動作（トイレなど）が可能になってい

ても、在宅では布団のために床から起

き上がらなければならなかったり、トイレ

が和式のために使えなかったり、玄関

や浴室などの空間に歩行の障害となる

高い段差があったり、移動の支えとなる

手すりがなかったりなど、療養者の身の

まわり動作が困難になる場合がありま

す。そのために、徐々に動かなくなり、家

族などの介護量が多くなったり、寝たき

りになったりすることがあります。 
 

 在宅での療養環境を整えることは、療

養者の今ある能力を 大限に活かす

ことができるうえ、介護者にもやさしく、

療養生活の質をより高めることができ

ます。また、身のまわりの動作をなるべ

く自分で行っていくことは、療養者が意

識しなくともリハビリテーションに繋がり

ます。 
 
 療養者が、在宅の環境整備を行う際

に介護保険を利用することで、車いす

やベッドなどの福祉用具の貸与（レンタ

ル）や、ポータブルトイレやシャワーチェ

ア－などの特定福祉用具の購入、手す

りの設置や段差の解消などの住宅改

修を１割負担で受けることができます。 

富山市における支援の対象や手続き

の概要などは、下表のとおりです。 
 
 せっかくの福祉用具や住宅改修も利

用者の身体能力に合っていなければ、

意味の無いものとなってしまいます。

現在では、車いす一つをとっても様々

なタイプのものがあります。また、反対

にできることまで、しなくともよくなるよ

うな過剰な改修は、逆に療養者の能力

を低下させてしまう可能性があります。

まずは、利用する方の身体能力に合っ

たものを 低限用意し、生活しながら

必要なものを追加していくことをお勧

めします。 
 
 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。 
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在宅療養⑬最終回 地域医療連携室 

「福祉用具の貸与・購入や住宅の改修」 解説解説  

福祉用具の貸与・購入や住宅の改修について 

福祉用具貸与 特定福祉用具購入 居宅介護住宅改修 

◎車いす、特殊寝台などの福祉用具が

借りられます。 

◎腰掛便座など、貸与になじまない福祉

用具の購入費が支給されます。 

☆限度額：年間１０万円 

◎住宅の手すりの設置、段差の解消など、住

宅改修の費用が支給されます。 

☆限度額：２０万円（原則） 

○貸し出しの対象となる福祉用具は、

次の12種類です。 

 ①車いす 

 ②クッション、電動補助装置等の一定

の車いす付属品 

 ③特殊寝台 

 ④マットレス、サイドレール等一定の

特殊寝台付属品 

 ⑤床ずれ防止用具 ⑥体位変換器 

 ⑦認知症老人徘徊感知器 

 ⑧移動用リフト（吊り具を除く） 

 ⑨手すり  ⑩スロープ  ⑪歩行器   

 ⑫歩行補助杖 

○保険の対象となる福祉用具は、次の5

種類です。 

 ①腰掛便座 

 ②特殊尿器 

 ③入浴補助用具 

 ④簡易浴槽 

 ⑤移動用リフトの吊り具 

○保険の対象となる住宅改修は、次の6種類

です。 

 ①手すりの取付け 

 ②床段差の改修 

 ③滑りの防止、移動の円滑等のための、

床または通路面の材料の変更 

 ④引き戸等への扉の取替え 

 ⑤洋式便器等への便器の取替え 

 ⑥その他、これらの各工事に附帯して必要

な工事 

※要支援１、２の方、要介護１の方は、

原則⑨～⑫の品目の利用に限定され

ます。 （例外的に、貸し出し可能な場

合がありますので、担当のケアマネー

ジャーにご相談ください。） 

※指定を受けた事業者から購入した場合

に限ります。購入前に、担当のケアマ

ネージャーにご相談ください。 

※用具はいったん、自費で購入し、「領収

書」、「申請書」などを、市に提出してく

ださい。 

※工事前に担当のケアマネージャーに必ず

ご相談ください。事前に申請が必要となり

ます。 

※完成後に、全額支払った「領収書」、「完成

届」などを、市に提出してください。 

福祉用具の貸与・購入や住宅の改修について 

福祉用具貸与 特定福祉用具購入 居宅介護住宅改修 

◎車いす、特殊寝台などの福祉用具が

借りられます。 

◎腰掛便座など、貸与になじまない福祉

用具の購入費が支給されます。 

☆限度額：年間１０万円 

◎住宅の手すりの設置、段差の解消など、住

宅改修の費用が支給されます。 

☆限度額：２０万円（原則） 

○貸し出しの対象となる福祉用具は、

次の12種類です。 

 ①車いす 

 ②クッション、電動補助装置等の一定

の車いす付属品 

 ③特殊寝台 

 ④マットレス、サイドレール等一定の

特殊寝台付属品 

 ⑤床ずれ防止用具 ⑥体位変換器 

 ⑦認知症老人徘徊感知器 

 ⑧移動用リフト（吊り具を除く） 

 ⑨手すり  ⑩スロープ  ⑪歩行器   

 ⑫歩行補助杖 

○保険の対象となる福祉用具は、次の5

種類です。 

 ①腰掛便座 

 ②特殊尿器 

 ③入浴補助用具 

 ④簡易浴槽 

 ⑤移動用リフトの吊り具 

○保険の対象となる住宅改修は、次の6種類

です。 

 ①手すりの取付け 

 ②床段差の改修 

 ③滑りの防止、移動の円滑等のための、

床または通路面の材料の変更 

 ④引き戸等への扉の取替え 

 ⑤洋式便器等への便器の取替え 

 ⑥その他、これらの各工事に附帯して必要

な工事 

※要支援１、２の方、要介護１の方は、

原則⑨～⑫の品目の利用に限定され

ます。 （例外的に、貸し出し可能な場

合がありますので、担当のケアマネー

ジャーにご相談ください。） 

※指定を受けた事業者から購入した場合

に限ります。購入前に、担当のケアマ

ネージャーにご相談ください。 

※用具はいったん、自費で購入し、「領収

書」、「申請書」などを、市に提出してく

ださい。 

※工事前に担当のケアマネージャーに必ず

ご相談ください。事前に申請が必要となり

ます。 

※完成後に、全額支払った「領収書」、「完成

届」などを、市に提出してください。 
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■編集コラム 
 
 価値観の多様性は成熟した文化社会の一つの特徴に挙げられます．農耕

社会では食べ物（食欲）に価値があり，工業化社会ではいろいろな製品（物欲）

に価値があり，そして情報化社会ではいろいろなメディアに価値を見いだしてき

ました．これからは，アイディアが価値となる真の多様化社会がやってきます．

自由な発想の中から生まれてくる様々なアイディアが新たな価値を創造する

社会です．人に考え方や価値観の違いがあることが認められ尊重されるように

なったわけです． 
 
 しかし一方，多様化した価値観をすべての人がお互い納得した形で共有す

ることは難しくなってしまいました．人間のエゴも多様化したからです．こんな時，

周りの人のために今自分がしてあげられることは何なのかを考えてみることが

ヒントになるかもしれません．例えば，情報化社会になってとても便利になりまし

たが，一方で個人情報を保護するための規制が始まりました．つまり情報開示

による利便性と情報保護のための規制という相反する価値観がぶつかり合っ

ているわけです．多様化社会の恩恵を享受するために他方で不利益を被る人

がいるとしたら，その人に何をしてあげられるでしょう．それとも規制に縛られ，

何か恩恵なのかと思い悩むことになるのでしょうか． 

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 

● １階入退院口防災センターの前に「開放型医師室」が新設されまし

た． 
 
● リハビリ機能訓練室，デイケアの廊下とミーティング室，レントゲ

ン投影室１～３の部屋が，緩衝性の柔らかい床になりました．転倒

による事故を防止するためで，より安全になりました． 
 
● ６月１３日（水）～９月２１日（金）：玄関ロビーの改修工事がは

じまりました．正面玄関を入って右側の場所に地域医療連携室と医

療相談室が移設される予定です．工事期間は９月２１日までの予定

です．市民の皆様には大変ご迷惑をおかけしますが，ご理解とご協

力をお願いします． 
 
● ６月２５日（月）：１７時３０分より講堂で富山ハンドベルの会に

よるハンドベル演奏会が行われました．（６ページ参照） 
 
● ６月２７日（水）：患者アドボカシー室が西病棟８階に開設されま

した．（関連記事：１，３ページ参照） 
 
● 富山市の島倉恭治様より寄付金をいただきました．地域医療の充

実に活用させていただきます．どうも有り難うございました． 

■今月のイベントと院内の動き 

 ７月９日から７月２７日まで，朝顔展「マイフェアレディ７」（中

村 勇さん）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．朝顔は奈良時代に中国から伝わり，夏の風物詩として今も観賞

されています．咲き方いろいろ，色もいろいろ，素敵なひと時をお過

ごし下さい． 
 
 ６月８日から展示しておりました「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）は７月９日で終了いたし

ます．有り難うございました．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） 

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/ 
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ふれあいギャラリー燕岳展より 

 （勢濃寛司さん） 

◆病院川柳「１７文字メッセージ」番外◆病院川柳「１７文字メッセージ」番外  
  願いごと願いごと  
        一度きいてね一度きいてね  
              おほしさまおほしさま  

「いるか岩」 


