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 病院内での感染対策は大変重要です。

患者さんは体力が低下することによっ

て、免疫力などが低下します。そして、

病院には感染症にて多くの方が入院して

おり、家庭よりははるかに感染が起こり

やすい環境にあるともいえます。 
 
 院内感染で最も大きな問題である､抗

生剤が効かない細菌はどうして生まれる

のでしょうか。感染症を治療するには抗

生剤が必要です｡抗生剤は細菌に直接作

用を及ぼし､その病毒性を無くすもので

すが､その細菌が抗生剤に耐性、すなわ

ち抵抗性を持つようになりました。耐性

を得た細菌には､それまで用いられてき

た抗生剤は効きません。しかし、感染症

を治療するには抗生剤が必要ですので､

さらに新しい抗生剤が開発されることに

なります。抗生剤がその細菌に有効か否

かを調べる方法に､細菌薬剤感受性試験

があります。病院では､細菌の有無を調

べる検査を行い､感受性試験を行うこと

を原則としています。その試験によって

有効な薬剤を選択し使用します。 
 
 耐性を持つ細菌として代表的なものに

メ チ シ リ ン 耐 性 黄 色 ブ ド ウ 球 菌

（MRSA）があります。この細菌は体力

がある方に感染することは少なく、また

感染しても発症する事は少ないのです

が、体力が落ちた方に感染した場合に

は、抗生剤が無効であるため病状が重篤

になります。勿論､この細菌に有効な薬

剤も開発されましたが、腎障害などの副

作用があり､十分な知識と経験のある医

師の指導のもとでの使用が必要です。 
 
 なぜ、耐性を持つ細菌が多くなったの

でしょうか。原因の一つとして抗生剤を

多く使うことがあげられます。感染症の

治療には、新しく開発された薬剤ほど治

療効果は高くなります。医師は､症状を

できるだけ早く改善しようと､新しい抗

生剤を使う傾向にあります。しかし、新

しい抗生剤を多く使うことで､細菌がそ

の抗生剤に耐性を獲得する機会が増えま

す。したがって､病院では､新しい抗生剤

を使用する際には､届出をすることに

なっています。その薬剤の必要性につい

て院内感染対策委員会などにて検討し、

抗生剤の使用を制限することによって､

耐性菌の発生を予防し院内感染を減らす

努力を行っています。 
 
 その他にも､院内感染を減らす努力は

行われています。病室に使い捨ての手

袋､マスク､エプロンが置いてあることに

お気づきでしょうか。感染患者さんの処

置を行う際や､手術後のガーゼ交換など

の際には必ず装着しています。医師･看

護師は処置の前には手を洗います。手洗

いを厳重にすることによって､院内感染

を予防することが出来ます。これらのこ

とを感染対策では標準予防策といいま

す。1処置1手洗いともいわれ、患者さん

毎に、あるいは1処置ごとに装具を交換

して､抵抗力の落ちている患者さんに他

の細菌が感染することがないようにして

います。 
 
 これらの方策をまとめて行っているの

が､院内感染対策チームです。このチー

ムには､医師､看護師､薬剤師､臨床検査技

師などが含まれます。病院内の細菌検出

状況を把握し、各病棟などに出向いて有

効な感染対策を行うよう指導します。病

院には院内感染対策委員会があって､多

くの予防策を行っています。皆さんに

も､是非､感染対策にご協力いただきたい

と思います。病室内にあるマスクなどを

ご使用ください。また、看護師などに必

要な処置をお聞きください。皆さんとと

もに院内感染が発生しないよう努力して

参ります。 
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デューク大学での海外研修 
臨床研修プログラム委員会 蓑内慶次 

特別寄稿特別寄稿  

Duke Univ. Family Medicineでの

海外研修  
 
 1月31日霙まじりの富山を出発し

て、当院としての初めての研修医

の海外研修が行われました。成田

からワシントンDCに1月31日に到

着しましたが、アメリカ入国の際

にちょっとしたトラブルが発生し

ました。田村先生の荷物が入国検

査でひっかかりました。何の事は

ないただのお土産用のシロエビせ

んべいなのですが、珍道中が予想

されるはじまりでした。 
 
 翌2月1日にダーラム到着。空港

に姉妹都市関係のボランティアの

方々が迎えにきてくれて、滞在予

定のホテル（長期滞在型のホテ

ル）まで送っていただきました。

まずホテルにチェックインして、

すぐにDuke大学に行き、白衣を購

入。そして携帯電話や水、食料の

購入と、生活の準備が始まりまし

た。 
 
 2月2日は大学をひ

と通り見学。あまり

の広大さ、立派な建

物 に 圧 倒 さ れ ま し

た。夕方には姉妹都

市関係の方々による

歓迎会（ホームパー

テ ィ ー で す）が あ

り、現地の生活にな

じむよう色々として

いただきました。も

ちろん会話はすべて英語です。そ

して2月3日は、ダーラムのダウン

タウンを見学。現地はとてもあっ

たかい気候で、持っていったコー

トが不要な感じでした。なおこの

日はアメリカ最大のスポーツイベ

ントのひとつ、スーパーボウルの

日です。夜、腎臓病学の先生のご

自宅（大邸宅というべきですが）

に招かれての夕食でした。 
 
 さて2月4日、いよいよ研修の開

始 で す。朝 8 時 に Duke 大 学 の

Family Medicineのオフィスに到

着、秘書から早口の英語で一連の

予定を説明されます（まくしたて

られるといった感じ）。そして大

学のセキュリティーパスをとるな

ど、午前中は事務処理です。なお

Family Medicineとはどんな所と

かというと、外来分野ですが子供

から老人まであらゆる疾患の患者

さんが来るところです。日本には

ちょっとないタイプの施設です。

医師もあらゆる患者に対応しなけ

れば行けないので、総

合力が必要な場所で

す。研修としてはいろ

んな症例をみれて興味

深いところです。 
 
 早速お昼からいわゆ

るランチミーティング

（当日は痛みの評価と

管理でした）、13時か

らは高血圧ミーティン

グ、その後チーフとの

面談、クリニックでの診察の見学

と休む間なく、予定がつまってい

ます。朝いきなり70ページほどの

英文論文（レビュー1本、論文 3
本）を渡され、夜には抄読会をか

ねた夕食会でした。そしてもちろ

ん質問が飛んできます。彼等とし

ても日本の事が知りたいのは当た

り前です。 翌日もミーティング

や見学があり、午後にはVA Hospi-
tal（退役軍人の施設）の老人ホー

ムでの回診、栄養士とのカンファ

レンスなどが行われました。 
 
 私は2月 8日に帰国しましたが、

吉田先生、田村先生は2月22日ま

で、連日濃厚な予定が組まれてい

ます。そして2月20日には一時間の

発表もあります。また大学の専門

分野の見学もあります。わずか三

週間ですが、貴重な経験を得る事

は間違いありません。 
 
 今後、研修医だけでなく、他職

種の研修も考慮されています。ぜ

ひいろんな方々が交流し、発展す

ることを期待します。 

■お知らせ 
 

◆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/ 
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 研修医レター⑬「２年間を振り返って」 
中橋卓也，吉田 聡，田村賢太郎 

特別寄稿特別寄稿

 平成18年4月から平成20年3月まで、

富山市立富山市民病院で勤務させて

頂きました。富山にゆかりがあったこと

もあり、この地で仕事をスタートすること

になりましたが、いま振り返ってみても

雄大な立山を望みながらの研修生活

は大変有意義なものでした。 
 

医学部を卒業して医師免許を取得

した後は、2年間の臨床研修が義務づ

けられています。専門をあらかじめ決

定している者の多くは大学病院での研

修を選択しますが、私たちはごく一般

的な診療を学ぶべく、まずは市民病院

での研修を開始しました。勤務初日は

救急診療が待ち構えており、診察や点

滴はおろか、『うい』や『つかえん』など

の富山弁もわからず、大変苦い思いを

したのを覚えています。 

 
現在の研修システムは内科、外科の

みならず産婦人科や精神科、救急外

来など、ほぼすべての科をローテート

して幅広い経験を積むのが狙いとされ

ています。この研修システムのおかげ

で様々な領域で学ぶ機会を得たと同

時に、院内を回ることで顔見知りの方も

増えました。そうして少しずつ仕

事に、富山に慣れ、楽しい時間

を過ごすことができました。 
 
研修生活も終盤にさしかか

り、勤務後は引越しの準備や経

験した症例などまとめなければ

いけないのですが、作業の途

中で感傷に浸ってしまうこともよ

くあり、なかなか前に進みませ

ん。本当に多くの経験を積むこ

とができたのだと実感しています。 
 
市民の皆様におかれましては我々

の研修(診療)に協力していただき本当

にありがとうございました。初期研修で

経験した2年間を土台として、今後も努

力を続け、いつか皆様に恩返しができ

ればと考えております。 

左より田村，中橋，吉田先生 

★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。 
 

Ｑ：「たけのこ」の栄養、選び方・保存方法について 
 

Ａ：◆たけのこの栄養 

 「たけのこ」には多くの食物繊維をはじめ、 ビタミンＢ２やカリ

ウムなどが豊富に含まれています。よって便秘解消や大腸が

ん予防、肌荒れや口内炎などに効果的だと言われています。

カリウムは、尿と一緒に塩分を排出してくれるので高血圧の

方にお奨めです。 
 

◆たけのこの選び方・保存方法 
 形はずんぐりしていて、ずっしりと重いものを選びます。

皮にツヤと湿り気があり、頭が黄色く開いていないものが

新鮮です。頭の部分が緑色になったものは、陽にあたり

育ちすぎて、えぐみが強く固くなっています。根元のイボ

イボは少なく、赤い斑点のないものを選びましょう。 

 たけのこは、時間が経つとえぐみが強くなるので、すぐ

にアク抜きをしておきます。すぐに使わない

場合はゆで汁と一緒に密閉容器に入れて

冷蔵庫で保存します。 
 
◆あく抜き 

 ゆで水の１割ほどの米糠を混ぜて茹でます。

米糠がなければ、米のとぎ汁でも良いでしょう。 

■連載 健康レシピ⑪ 「若竹煮」（栄養科） 

  

４月の代表的な旬の味覚とい

えば、「たけのこ」です。竹の

地下茎から出てくる若芽なの

で、竹の子どもということで

「竹 の 子」と 呼 ば れ て い ま

す。ま た、その成長の早さか

ら、芽が地上に出てから一旬（約１０日間）で竹

になってしまうことから、旬のうちは「筍」、旬

を過ぎると「竹」と言われています。  
 

作り方 
 
①たけのこを穂先と根

元のほうに分け、根

元のほうは、１ｃｍの

厚さに切り、穂先の

ほうは繊維に沿って

一口大に切る。  

② わかめは、ざく切り
にする。 

③ 鍋にだし汁とたけ
のこを入れて煮立て、調味料を加えて落としぶた
をし、火を弱めて２０～３０分煮含める。最後にわ
かめを入れてひと煮立ちさせ、味を整える。 

④ 器にたけのことわかめを盛り、木の芽を天盛り
する。 

材料（４人分） 
 

茹でたけのこ ３００ｇ 

わかめ(もどして) ６０ｇ 

だし汁 ３００ｃｃ 

酒 大さじ1・1/2 

砂糖 大さじ1・1/2 

淡口しょうゆ 大さじ1・1/2 

木の芽 
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相談・教室紹介 
お気軽に相談して下さい！ 

特集特集  

 

ふれあい地域医療センターのご案内 
 
相談日時：月曜～金曜 午前９時～17時 

相談担当者： 高畑由記子 岩田大史 谷山眞理子 

 大田優子 八木智矢 

（※相談内容によって、担当者が異なることがあります） 

相談費用：無料 
 

時間内であれば相談が可能ですが、他の方の相談に応じて

いる場合もありますので、事前に「ふれあい地域医療センター」

へご連絡いただいたほうが待ち時間を少なくできます。 

曜日によっては17時以降の相談が可能です。17時以降の相

談を希望される方は、あらかじめ「ふれあい地域医療センター」

へご連絡ください。 
 
【ふれあい地域医療センター】電話076‐422‐1112（代）内線2043 

●退院後、ヘルパーさんが家に来

てくれるの？ 

●リハビリ施設ってどんなところ？ 

●介護保険ってどう利用するの？ 

●わたしも福祉制度を利用できる

の？・・・・・・など  
 
 これらの通院や入院治療に伴う

様々な生活上の心配事や不安、

疑問や問題について、相談員が

患者・ご家族様と一緒に考え、満

足・安心して療養を続けていただ

けるような支援を行っています。特

に在宅療養においては、地域の

介護支援専門員や訪問看護ス

テーションと密接に連携して最適

な療養体制を作るお手伝いをして

います。必要に応じ、退院前にこ

れら関係する方々が集まって話し

合いを行い、安心して療養できる

体制を考えます。また､生活保護

や特定疾患の申請方法など社会

福祉制度の利用についてもご説

明いたします。 
 
 患者様の立場と権利を尊重し、

プライバシーに配慮した相談を

行っていますので、遠慮なくご相

談ください。  

 「かかりつけ医」とは、病気の治療だけで

なく、身近にあってご自身や家族の健康・

病気に関する相談に気軽に応じて下さる

開業医の先生方です。一生を通じて健康

生活を支えてくれる心強い味方となってい

ただけます。 
 
 「かかりつけ医」をお持ちになると、日常

の健康管理について気軽に相談でき、安

心して在宅療養が行えます。また、日頃か

ら生活習慣のアドバイスを受けることにより

病気の予防や健康増進を行うことができま

す。入院や精密検査が必要になった場合

は当院を受診することが可能です。 

「療養」「かかりつけ医」「セカンドオピニオ

ン」「がん」などに関する相談は「ふれあい地

域医療センター」で行っています。 

 セカンドオピニオンとは、現在あなたがか

かっている病院で、主治医から受けた診断

や治療法に対する『主治医以外の医師の意

見』という意味です。 
 
 医師によってあなたの病気に対する考え

方や治療法が若干異なっていることがありま

す。そこで、あなたの主治医からの情報をも

とに当院の医師が診断や治療

法について助言を行い、あなた

にとって最善と思われる治療法

を選択していただけるよう、当院

では『セカンドオピニオン外来』

を設けています。 

 セカンドオピニオン外来は完全予約制で、

原則として検査や治療は行いませんので、

現在の主治医からの診療情報提供書（診

断、治療経過に関する情報）や検査データ

（レントゲン写真やその診断所見、病理組織

診断のコピーなど）を持参していただく必要

があります。 
 
 当院での治療を希望される方はセカンドオ

ピニオン外来の対象とはなりませんので、通

常の外来を受診してください。また、セカンド

オピニオン外来での相談後、当院での治療

を希望される場合には、あらためて各科外

来を受診していただくことになります。  

医療相談「ふれあい地域医療センター」 

 ふれあい地域医療

センターでは、専任

の看護師や医療ソー

シャルワーカーが療

養に関する相談に応

じております。 

療養相談 

 ふれあい地域医療センターでは、「かかりつけ

医」に関する相談に応じています。また、「かか

りつけ医」と当院医師が連携して診療を継続する

ために、＜共同診療カード＞を発行しています。

ご希望の方は担当医師にご相談下さい。  

かかりつけ医に関する相談 
 ふれあい地域医療センターでは、セカンドオピニ

オンに関する相談を行っています．セカンドオピニ

オン外来についてはふれあい地域医療センターにお

問い合わせいただくか、当院ホームページ「セカン

ドオピニオン外来のご案内」をご覧下さい。 

セカンドオピニオン相談 



富
 

 

５ 

 患者アドボカシー室は、皆様のお言葉やご意見

を頂き､そして皆様が安心して安全な医療をうけ

ていただくことができるように援助をするところ

です。富山市民病院をご利用いただく方はどなた

でもお尋ねください。 

 医療メディエーターは耳慣れな

い言葉ですが一言でいうと「仲裁

者」「援助者」です。中立第三者の

立場で応対いたします。 
 
１．相談者の感情や思いを受け止

め（傾聴し、共感する）ます。 

２．信頼を築きながら、相談者が本

当に求めておられる事は何か考

えます。 

３．求めているものを実現する現

実的で前向きな方策はないか、

（気づき）を得られるように援助

します。 

 相談者のお話しをお聞きし､その

件に関わるすべての人に面接さ

せていただきます。本当はどういう

意味だったのか？何が不十分な

のか？何が正しく伝わらなかった

のか？「見えてくるものは何か」考

えます。この結果、相談者にお知

らせします。納得が得られなけれ

ば当事者と直接対話の場を調整

し、私も立ち会います。対話する

事で解決に向かっていただくよう

に援助します。 

 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：１階中央廊下（北陸銀行横） 

相談日時：月曜～金曜 午前10時～12時 

 午後 1時 ～ 3時 

※時間外を希望される方はご相談ください。  
※病室に訪問もできますので、看護師にご相談ください。  
担当者：池原和子（医療メディエーター） 

患者相談「患者アドボカシー室」 

 「がん」と診断された患者さまからのご相談に応じ、ご支

援いたします。患者ご本人のみならず、患者さまを支えるご

家族からの相談にも対応いたします。また、当院を受診され

てない方の相談にも対応可能な範囲内で応じます。  

がんに関する相談 

 「がん」は心身両面に大きなストレス

をもたらします。場合によっては今まで

感じたことのないつらさを経験されてい

る方もいらっしゃることでしょう。 
 
●「がん」と診断された。誰かにつらさ

を聴いてもらいたいが、家族に言うと

心配をかけるので、聴いてもらいた

い。 
 
●家族が「がん」で闘病している。笑顔

で支えるようにしているが、どのように

接すればいいのか、わからなくなる

時がある。家族としての気持ちを聴

いてほしい。 
 
●「がん」で治療している人と話してみ

た。○○がんの患者会はあるか。 
 
 お１人で悩んでいらっしゃるのであれ

ば、まずふれあい地域医療センターへ

ご連絡ください。お力になれることがあ

るかもしれません。  

❤がんに関する相談のパンフレット❤ 
 
 国立がんセンターより「がんに関する相談のパンフレット」（下記の４タイトル）が届

いています。ご希望の方にお渡しします。冊数に限りがありますので、品切れの際

はご了解下さい。ご希望の方はふれあい地域医療センターまでご連絡ください。 

 ① 相談支援センターにご相談ください 

② 全国のがん診療連携拠点病院と相談支援センター 

③ 胃がんについて 

④ 家族ががんになったとき 

 当院は地域がん診療連携拠点病院です。

地域がん診療連携拠点病院では、がんに関し

て様々な相談にお答えする「相談支援セン

ター」が設置されています。相談支援センター

では、「がんのことについて知りたい」、「今後の

療養や生活のことが心配」など、がんの診療

にかかわる質問や相談にお答えします。また、

当院を受診されていない方やご家族の方でも

ご利用いただくことができます。ただし、相談支

援センターは担当医に代わって治療について

判断することはできませんのでご了解くださ

い。 
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●医師より切迫早産や胎盤の異常など妊娠

中の疾患についてお話を聞きます。当院の患

者様の中には切迫早産などハイリスク妊娠の

方がいらっしゃいますが、「おなかの張りはい

つもありましたが、これが普通だと思っていま

した。」と言われる方は少なくありません。妊娠

中に医師から専門的な話を聞くことは意識改

革となり、妊娠中より安全に過ごすことができ

ると思います。 
 
●妊娠中の日常の過ごし方については助産

師が説明します。病棟の助産師は１０名いま

すが、その多くは出産体験をしています。貴重

な意見やベテランだからこそ話せる体験談を

聞きながら、ぜひ、私たちと一緒に「安全で満

足するお産」をしてみませんか。 
 
●希望の方は実際に分娩台にあがって模擬

体験することもできます。 

 

対象： 当院に通院中の２０週以

降の妊婦さん，およびその

夫（予約が必要） 

日時： 第２水曜日 

 （AM９：３０～１１：３０） 

場所： 西病棟３階 

 カンファレンスルーム 

内容： 妊娠中の疾患（医師より） 

  妊娠中の過ごし方 

  出産準備用品について 

  産科病棟・分娩室の見学 

 妊娠中は喜びや期待と同時に、

ホルモンの変化から身体的にも精

神的にもアンバランスであり、不安

を抱えておられる方もいらっしゃ

ると思います。そんな不安を少しで

も解消して、マタニティライフを有

意義に過ごしていただくため、マタ

ニティクラスを開催しています。 

西病棟３階では、出産後１ヶ

月までのお母さんと赤ちゃんを

対象に「母と子にやさしい育児

支援」を目的とした育児相談

コーナーを行っています。 

昭和６３年の開設から現在

に至るまで改善を加えながら、

母親が満足できる指導体制を

考えてきました。これまで行っ

てきた育児相談の内容は「母

乳で足りているか心配」、｢乳房

マ ッ サ ー ジ を し て ほ し い ｣、

「夜、赤 ち ゃ んが 泣 い て 寝 な

い」など授乳に関することが多

くありました。まず家での授乳

状態を詳細に聞き、次に乳房

状態を観察するようにしていま

す。そして、「乳汁がうっ滞し乳

房にしこりがある時」や「母乳が

不足している時」などは乳汁分

泌が良くなるように乳房マッ

サージを行っています。また、

「乳頭が扁平で赤ちゃんが乳

首を吸えない時」などは、実際

に授乳をしてもら

い、そ の 母 子 に

合った具体的な

母乳の与え方を

指導しています。

子供に関する相

談内容は「赤ちゃ

んの体重の増加

が心配」「顔に湿疹ができてい

る」、「臍がジクジクしている」な

どがありますが、子供の状態を

よく観察し、時には小児科や皮

膚科受診を勧めることもありま

す。このようにして母と子の多く

の不安や悩みに応えていま

す。 
 

 母乳の向上と育児不安の軽

減のためには継続的な母乳管

理が必要です。相談コーナー

の利用者には混合栄養から母

乳栄養に移行している人が多

くみられ、現在母乳率は８５％

と年々増加しています。今後

も、相談コーナーを通じて､母

親への母乳に対する意識付け

を行い､母乳率アップに努め、

母子の不安のサポートができ

ればよいとスタッフ一同考えて

います。  

 

対象： 母と子，および家族 

日時： 毎週水曜日（予約制） 

 （１３：３０～１５：３０） 

場所： 西病棟３階 

 カンファレンスルーム 

料金： 無料 

 乳房マッサージを行っ

た場合は２０００円 

育児相談コーナー 
相談内容

･母乳で足りているか心配

･乳房マッサージをしてほしい

･母乳の分泌を良く したい

利用し ての感想
･安心できた

･心配なこと が解決できた

●お産の始まる兆候とお産の進み方につい

てビデオを観て勉強します。初産の方はお産

の始まりから赤ちゃん誕生までのイメージをつ

かみます。経産婦の方も、前回のお産を振り返

り、あらためて赤ちゃん誕生の喜びを感じて頂

くよいきっかけになります。 
 
●スムーズなお産のために、呼吸法と補助動

作についてお話します。呼吸法は一度学習し

ただけではなかなか身につきませんが、何度

も練習することで自分に合う呼吸法を見つけ、

落ち着いて陣痛に臨めるようになります。 
 
●夫立ち会い分娩を希望されるご夫婦に説

明を行っています。当院では「ご夫婦でパパ・

ママ分娩準備クラスを受講していること」が夫

立ち会い分娩の条件とさせていただいており

ます。「注意事項」や「分娩室入室について」、

希望される方には｢妊婦体験｣も行っていま

す。何気ない日常動作が妊婦さんにとっては

一苦労であることが実感できます。 

分娩準備クラス 

 

対象： 当院に通院中の3０週以降の妊婦

さん，およびその夫（予約が必要） 

日時： 毎月第4水曜日 

 （AM９：３０～１１：３０） 

場所： 西病棟３階 

 カンファレンスルーム 

内容： ビデオ鑑賞，呼吸法と補助動作の

練習，夫立ち会い分娩について 

 妊娠後期に入りお産が近づい

てくると、もうすぐ赤ちゃんに会

えるという期待と、お産に対する

不安が入り交じる複雑な気持ち

になってきます。当院では、いつ

お産が始まっても慌てずに落ち

着いて臨めるよう、パパ・ママ分

娩準備クラスを開催しています。 

マタニティークラス 
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 担当者 管理栄養士 
 
相談日時と場所 

◆予約（当日予約可） 

月～金曜日：9:00～15:00 

栄養相談室・ディルーム・病室 

◆予約なし 

月・水・木曜日：9:00～12:00 

 内科診療室 
 
＊個人栄養食事指導料130点（1点10

円）個人負担は3割程度です 

栄養相談室  栄養相談室では、栄養管理の必要な患者

さまを対象に、医師の指示に基づき病態に応

じた栄養食事指導を実施しています。対象の

病態は、糖尿病、高脂血症、高血圧症、肥満、

肝臓病、腎臓病、貧血、食物アレルギー、痛風

などです。 
 
 糖尿病や高脂血症、高血圧症などの生活

習慣病予防のためには、食事に関する関心

を高め、生涯にわたる食習慣の自己管理の

必要性を理解していただくことが大切です。ま

た、平成20年4月から、メタボリックシンドローム

の概念を導入した、新たな特定健診・保健指

導がスタートします。メタボリックシンドロームと

は、カロリーの多い食事や運動不足など、不

規則な生活習慣によって内臓脂肪が増えた

状態のことです。適切な保健指導、栄養相談

を行うことで、疾病に対する理解が深まり、疾

病予防・重症化予防が期待されます。 
 
 一日これだけ食べれば大丈夫と言われて

も、それが苦になるようでは長続きしません。

そのために、一人ひとりの患者さまの生活スタ

イル（食事時間、食事内容、仕事量、運動量）

や嗜好などに配慮しながら、具体的にわかり

やすくお話します。楽しみながら実践していた

だき、それが行動変容に繋がるように患者さ

まを支援していきたいと思います。詳しくは内

科外来又は、栄養科へお尋ねください。 

 「栄養相談室」をご存知ですか？

「栄養相談室」は、診療棟2階の健

康管理科の前にあります。 

医療費相談 「医事課」 

 
医事課医事係  医事課入院係 

 市民病院では、治療費等のお支払

いについて、経済的事情でやむを得

ずお支払いが困難な場合に、納付相

談を行っております。担当者が患者

さんの事情をお伺いしたうえで、分

割納付などの手続きをとらせていた

だきます。詳しくは医事課医事係ま

でご相談ください。 

納付相談 

 交通事故や労働災害で市民病院を

受診した場合、受傷の詳しい内容を

お聞きし、その後の手続き等につい

て説明し、同意書の記入をお願いし

ております。詳しくは医事課医事係

までご相談ください。 

事故・労災の相談 

 また、入院等で治療費が高額に

なる場合､限度額認定書の提示に

よって、自己負担額までの請求書

をお渡しすることができます。限

度額認定書については、それぞれ

の加入している保険者で申請する

と交付されます。ただし、食事の

自己負担や、室料差額、病衣代等

は該当になりません。詳しくは医

事課入院係までご相談ください。 

高額医療費の相談 

 

◆お知らせ◆ 
 
「医療費の内容が分かる領収証」

と「医療費明細書」をお渡ししてい

ます． 
  
 診療内容が納入通知書の内容と違うの

ではといった疑問にお答えするために、

入院については平成17年3月から、外来

については10月から、希望される患者さ

まに医療費の明細書を納入通知書と

いっしょにお渡ししています。医療費の明

細書の請求は、入院の分は入院係 、外来

の分は医事課受付までお申し込み下さ

い。 
 
 医療費明細書でご不明な点がございま

したら、お気軽に医事課担当者や病棟看

護師にご連絡下さい。診療内容や診療

費についてご説明させていただきます。 
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 「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。 
 
●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くために、日常

生活の悩みやご相談を受けています。 
 
●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。 

 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。お気軽にご相談くださるよう

お待ちしています。 

糖尿病相談窓口 

 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） 

塚原美智子 立野恵子 

高林裕子 宮本育子 
  
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） 

 毎週月、水、金曜日（休日・祝祭日・年末年始

を除く）の午後３時より１時間の間で行い、完全

予約制です。 
 
 場所は富山市民病院２階の精神科外来で、

予約は、電話で富山市民病院心の健康相談

窓口（代表電話076-422-1112から内線「心の

健康相談窓口」か「精神科外来受付」に）へお

申し込み下さい。予約時間は、午後１時から４

時までです。どんなスタッフが相談にのってく

れるかといいますと、精神科医師、臨床心理

士、外来看護師長、精神保健福祉士が担当し

ますが、相談内容があらかじめはっきりしてい

ますと、例えば「精神医学に関する相談」であ

れば医師、「看護、介護に関する相談」なら看護

師、「心理的な問題に関する相談」であれば臨

床心理士というように担当者を決定しておくこ

とができます。 
 
   最後に、相談ではなく医師による診察、検査、

処方箋を望まれたり、継続した面接あるいはカ

ウンセリングを希望された場合は有料（健康保

険利用可）となります。相談されてもカルテを作

られることもありませんし、相談の秘密はもちろ

ん厳守ですので気軽にご利用下さい。詳細は

ホーム・ページ上で見ることもできます。 

心の健康相談 
 心の健康相談があるのをご存

じでしょうか。精神科の外来で足

を止められると、精神科のネーム

プレートの他に心の健康相談と

書かれているのに気がつかれる

でしょう。平成１４年より、市民

の皆様向けに無料で心の健康相

談を行っています。 

 担当者 
◆腎不全看護エキスパートナース 

中田美智代 斉藤梨恵子 

浦田千賀子 松木理浩 
 
相談日時と場所 
◆内科外来 

◆日時：月３回ほど 
 
担当医が予約をしますので、外来

受診の時にお尋ねください。 

腎臓病相談窓口を 

覗いてみませんか？ 
 
 現在日本国内の透析患者さまの数は約26

万人で、世界最高水準の透析療法を受けて

いらっしゃいます。近年では、糖尿病から腎不

全に移行し透析を受ける患者さまの数が、慢

性腎炎から腎不全になる数をしのいでいま

す。 
 
 血液の血清クレアチニン値が2.0を超える

と腎不全と診断され、8.0前後を超えると透析

療法導入となります。しかし、腎不全の初期か

ら透析導入までには、数年から数十年に及

ぶことがあり、腎機能が悪化し全身に及ぶ症

状が出るまで殆ど無症状です。少しでも透析

導入を遅らせるためには、患者さま自身の

《やる気》が一番大切なのです。 
 
 そのためには患者さま自身が、今腎機能

がどの段階にあるか理解され、そのために必

要な食事・薬物・生活療法を実践することが

重要です。例えば多くの人は自分のお財布

や財産の残額を見ながら、お買い物やライフ

プランを立てていますね。でも、体自身の残

額は「多少無理をしても大丈夫！」と考えて

いる人が多いのではないでしょうか？ 
 
 腎不全相談窓口では、わかりやすい言葉

や例を上げて患者様の状態の説明を行いな

がら、不安や質問を受けております。また、医

師に直接質問できない事など何でもお話し

てください。月1回は必ず相談窓口の報告会

を行い、治療に反映させていただいておりま

す。ぜひ、一度おいで下さる事をお待ちして

います。 

腎臓病相談窓口 



富
 

 

９ 

 ストーマ相談窓口というと皆さんはどんなことをしている場所だと

お思いですか？ 
 
 ストーマとは何かというとギリシャ語で「口」という意味があります。

消化管や尿路を手術によって造設した人工肛門・人工膀胱のことを

言います。また、ストーマ保有者をオストメイトと呼んでいます。相談窓

口ではオストメイトが術前と変わらず社会復帰することができ、意味

のある人生を送るための支援を行っています。 
 
 具体的にいうと手術後のストーマを持った生活についての説明、

退院後の定期検診、日常生活を送ってみて装具やケア方法に不都

合が生じた場合の指導、

新しい装具の情報提供

などを行っています。そ

の他には病棟看護師の

依頼でベッドサイドに訪

問し、相談やケアの指導

を行うこともあります。 
 
 オストメイトはストーマ

をもつことで人に言えない不満や憤りがたまっていることがあります。

問題や悩みを私たちに話していただくだけで気持ちが晴れることも

あります。そのために完全予約制にし、看護師一人とゆっくり相談を

受けるように対応しています。「ほかでは話せないこともここなら話せ

る」とオストメイトからは喜びの声も頂いています。私たちの指導がオ

ストメイトの人生観に影響することを忘れず、ともに喜ぶことで生きる

意欲や社会復帰を後押しできたらと心がけています。 
 
 今後の活動としては、高齢化が進みオストメイトの年齢も高くなっ

てきています。施設への入所などの場合もあり地域医療者との連携

が必要と感じています。オストメイトに、より良いケアを提供できるよう

に努力していきます。ストーマケアでお悩みの方は，外科・泌尿器科

に関わらずお気軽にご相談ください。 

ストーマ相談窓口 

 検査お問い合わせコーナー 
 
 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

査なのかを分かりやすくゆっくりとご説明します。担

当は臨床検査技師が行います。通院されている患

者さまでご希望の方は、待ち時間などを利用してお

気軽に利用下さい。 
 
◆相談時間： 午前１１：００～１２：００ 

※ご希望があれば時間外にも対応いたします． 

◆場   所： １階ふれあい地域医療センター横 

 相談コーナー（併設） 
 

 

検査相談 

88  

 こんな感じでやっています         お1人ずつご相談

に応じます。お気軽

にお越しください！ 

  「薬剤師に薬の話を聞きたいのだけど」という方の

ために、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。 
 
◆相談時間： 随時（９時～１７時） 

◆場   所： １階お薬お渡しカウンター 

 

お薬相談室 
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お答え 
 
 現在､総合案内には､看護師と防

災センター職員の2名が、皆様のお問

い合わせなどに対応しています。 
 
 看護師は､病院を受診され､ご自分

の症状などから、どの診療科にて診

療を受ければよいのか、など、主に診

療に関したお問い合わせに対応して

います。そして、各診療科と連絡をと

り､皆様の診療が円滑に進むよう取り

計らっています。その他､病院で行っ

ています診療の予約についてのお問

い合わせなどにもお答えしています。

より、診療科との連絡を綿密にとるた

めにも､医療職である看護師が必要

と考え､外来患者様が多い午前に対

応しています。また、防災センター職

員は､午前・午後に総合案内にて対

応しています。患者様への対応のほ

かに､お見舞いにこられた方への対

応や､来客への対応を行っています。 
 
 二人の職員を配置することによっ

て､皆様により良い医療サービスを提

供することを目的としています。 
 
※総合案内での受診相談・お問い合わせの

他に、院内で行われている相談業務につい

て今回特集を組みました．お気軽に何でもご

相談下さい． 

院長への

手紙 

ご意見 
 

 総合案内（玄関ロビー）に、二人いるが必要なのでしょうか？

他の病院では1人が多い。二人の必要性はあるのですか？ 

 「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。 

  

★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。 
 

Ｑ：たびたび話題に出てくる、大豆の栄養素について

考えてみましょう？ 
 

Ａ：大豆に含まれるたんぱく質は、必須アミノ酸がバ

ランスよく含まれた良質なものです。一般に植物性食

品のたんぱく質は動物性食品のものと比較すると、栄

養価が劣りますが、大豆のたんぱく質は肉や卵に負け

ない良質のたんぱく質です。よって『畑の肉』と呼ば

れています。血中コレステロール値を下げる作用や、

肥満の改善効果などの効能があるといわれています。 
 
 また、イソフラボンは大豆に含まれるポリフェノー

ルの一種です。女性ホルモンのエストロゲンに似た働

きがあります。骨粗鬆症の予防や更年期時のホルモン

バランスを整える効果があるといわれています。 
 
 他にも脂質、炭水化物、食物繊維、カリウム、カル

シウム、マグネシウム、鉄、亜鉛、銅、ビタミンE、

ビタミンB1、葉酸など様々な栄養素が含まれており、

このようなことから大豆は自然のバランス栄養食と

もいえます。 

■連載 健康レシピ⑩ 「大豆のトマト煮」（栄養科） 

  「鬼は、外」「福は、内」と立春の前日

に豆をまき、年の数だけ食べることで、病

気知らずの一年を過ごせるといわれてい

る節分ですが，豆まきで余った大豆はあり

ませんか？ 
 

作り方 
 
① 鍋にオリーブオイルを入れ、みじん切りに

した玉ねぎ、ニンジンをよく炒める。 

② ①を炒め、ウィ

ンナーを入れてさ

らに少し炒める。 

③ ホールトマト、コ

ンソメ、ケチャップ、

ウスターソース、

大豆を２の鍋に入

れて１５～２０分

ほど煮込む。 

④ 味をみて塩コ

ショウで整える。 

⑤ 皿に盛りパセリ

を散らして出来上

がり。 

材料（４人分） 
 

 大豆(水煮) ２００ｇ 

 ホールトマト １缶 

 ウィンナー １０本程度 

 玉ねぎ １個 

 ニンジン 半分 

 コンソメ １個 

 ケチャップ 大さじ２ 

 塩、こしょう 少々 

 オリーブオイル 適量 

 ウスターソース 小さじ１ 

 パセリ 少々 
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ボランティア・エッセイ４２ 病院ボランティア 石森貞夫 

『縁起について』 
連載連載  

♥♥季節の節目が来ると｢早いもので

すね、こないだお正月を祝ったと

思ったら、もう暖かいお彼岸や

ね。｣と陽なたで入院患者さんの談

話ですが、彼岸会は｢讃仏会｣とも呼

び、寒くも暑くもない、春秋の一週

間は、仏法を讃嘆するお寺での行事

があり、念仏聞法週間と定めてお

り、禅宗でも釈迦の遺徳をしのぶ涅

槃会があり、５色の涅槃団子にご利

益を願っています。 
 

♠♠県内の小学校では５千７百人余

の生徒が、新たな希望を求め卒業し

ましたが、人間の一番大切なものは

｢夢｣を求めることだそうですが、

NHKドラマ『フルスイング』で高

林先生が、想い出に残る人生の一言

に｢気力だ、あきらめたらイカン｣と

生徒は先生の激励で、人生の生き方

が変わり、卒業生への最後のメッ

セージから、余命短い〝がん〟との

闘病生活の中でも、先生は甲子園へ

の夢を目指して、気力こそ自分なり

の人生への命がけの教訓でしたで

しょうか。 
 

♦♦『サイエンスZERO』では新万

能細胞への未来や、がんへの挑戦す

る京大再生医学チームの研究成果が

発表され、『驚きの新万能ＩＰＳ細

胞』では、再生医療が患者さんに役

立つ医学として、今までは受精卵か

らＥＳ細胞が造られていたのが、人

の万能細胞として患者さん自身の皮

膚から細胞を増殖して治療する、拒

絶反応の少ない手軽にできる研究が

山中京大整形外科医が、数万個の遺

伝子から２４個を抽出し更に４個を

選出した細胞から、生命体を支える

細胞物質を発見され、８年前から取

組み成果をあげており、また遺伝子

解析が世界的に注目されています。 
 

♣♣ＩＰＳ研究は世界で加速されて

おり、アメリカでも科学物質を組み

合わせることで、新しい人間細胞を

創り出す研究が進んでおり、京大医

学部再生医学研究所が若いチーム

ジャパンとして、新細胞の働きが創

薬となるよう、がん治療に効果が果

たせるよう安全性と臨床医療に明る

い話題となっており、研究者がお互

いに協力して人類の未来に光明を見

出してください。人の遺伝子の要因

は、自分の身体の中味を覗くような

もので、がん治療には特に個々の遺

伝子情報を診断して、親・子・孫の

三世代を調査して、重大な人生の決

断が下される｢オーダメイド医学｣が

進み、医師・看護師・腫瘍内科医・

薬剤師などチーム医療が行われ、安

心して医療が受けられます。 
 

♥♥がんを患い、死と真向かった

時、人は始めて苦悶をどう解決する

か、西念寺の鈴木章子さん『癌の身

を生きる』の著書は有名で、４７歳

で亡くなるまで｢還るところは、み

なひとつ｣と人間は死ねば仏とな

る、ただ念仏してお浄土へ還えりた

いと願われ、『あすありと、思う心

のあだ桜、夜半に嵐の吹かぬものか

は』と親鸞聖人が詠まれた詩の心か

ら、私達は常に夜半の嵐と隣合わせ

という、み教えを忘れてはいけませ

んね。全てのものが、何らかのご縁

があることを、考えてみましょう。 
 

♠♠『縁起』とは、すべてのものが

｢ご縁｣で出来ており、①いっさいの

ものごとの起こり、②神社やお寺の

由来、③良い事、悪い事が起こりそ

うなきざしであり、｢縁があったら

また会おう｣とか、医者が患者さん

に｢あなたのおかげで、ご縁が会っ

た｣など、因や縁があり、因あれば

必ず果あり、果には必ず因ありで、

医者が病気の原因をまず見出し、そ

の原因に対処することによって病気

を治すようなもので、善因楽果・悪

因苦果は因果の法則だそうです。人

はみな複雑な縁起の世界に生きねば

ならず、因・縁が限られた人間の知

恵では解明されない。釈尊は苦をの

りこえて｢心の平安を得る生き方｣こ

れが充実した人生を送る道だ、無常

無我の世界に生きよと悟ったと言わ

れています。 
 

♦♦最近若い人たちは、占いに頼り

ますが｢占いを見ると今日一日安心

する｣｢落ち着ける材料が欲しい｣と

占いに安らぎ（気休め）を求めてい

ますが、平安・鎌倉時代と現代も少

しも変わらず、吉・凶を占います

が、偽と真の見極めが出来ないか

ら、いつの時代でも本当に心の拠り

所を見失ってしまうのでしょうか。

私達病院ボランティアも、見せかけ

の安らぎだけではなく、惑わせられ

ることなく、何かの縁起と思い、ご

縁を大切に人との出会いを求めて、

常に励みたいと思いますので、今後

ともみなさんのご指導を新年度を迎

えるにあたり、お願い致します。 

 使用済みのテレホンカー

ド・プリペイトカード・

切手ございませんか？ 
 
 職員ボランティア会では国際協

力活動として，使用済みのテレホン

カード・プリペイトカード・切手を集め

ています．以前から病院職員対象

に実施していたものですが，今回，

患者・家族の皆様方にもご協力を

お願いし，活動を広げようと考えま

した． 

 病棟・外来の公衆電話の横に「小

さな籠」を設置してあります（毎週金

曜日に担当者が収集に廻ります）．

どうぞご協力宜しくお願い致します． 

（切手は消印を入れて切り取ってくだ

さい） 
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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１３日（水）～１５日（金）：医療機能評価の更新審査を受け

ました．病院職員一丸となって，医療の質の向上に日々努力していま

す． 
 
●３月１０日(月）：患者さんのプライバシーを守る目的で，泌尿器科

の外来診療室が個室化されました． 
 
●３月１２日（水）午後５時４５分：第１回接遇ロールプレイ大会が

行われました．ロールプレイとは接遇に関する病院内での様々な場

面を再現した劇を見て，接遇の意識向上を図るものです．患者アドボ

カシーのミニレクチャーも行われました．また，接遇向上委員会で

は，温かい信頼される病院づくりに貢献できるように，「マナーのい

ずみ」という冊子を作成しました．病院職員全員に配布し，接遇の基

本について改めて学び，接遇力向上を図ります． 
 
●３月１９日(水）午後３時３０分：病棟８階で自衛消防訓練が行わ

れました． 
 
●４月１日（火）：１８名の新任医師が着任しました．また，看護師

３３名，薬剤師１名，臨床検査技師２名，臨床工学技士１名，栄養士

１名の新人が医療人として勤務を始めました． 
 
●４月末日，西病棟５階の改修工事が完成する予定です．引き続き５

月中旬に西病棟６階の改修工事に取りかかります．  

■今月のイベントと院内の動き 

 ３月２８日～４月１８まで，パステル画「パステル物語」（熊西慶

子さん）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． 

 ２月１８日から展示しておりました蜃気楼写真展「富山湾の幻想～

君はしんきろうを見たか」（魚津蜃気楼研究会の皆さん）は３月７日

で，引き続き３月７日から展示しておりました写真展「どこで咲いて

も・富山のお花たち」（村沢京子さん）は３月２８日で終了しました．

有り難うございました． 

 ４月１８日からは「ちぎり絵展」（栗田育代さんら）を展示する予

定です． 

■今月のふれあいギャラリー（玄関ホール２階） 

富
山
市
民
病
院
の
理
念 

ふれあいギャラリー「蜃気楼写真展」 

（魚津蜃気楼研究会）より 

ふれあいギャラリー 

写真展「どこで咲いても・富山のお花たち」より 

（村沢京子さん） 
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