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 富山市丸の内の富山市救急医療セン

ターで､診療を受けた方も多いと思いま

す。富山市が富山市医師会にその運営を

委託して、富山医療圏の2次救急医療の

輪番体制とともに､富山市民の健康を

守ってきました。 
 
その沿革を､富山市医師会からの資料

から紐解きますと､富山市医師会の医師

などが救急医療センターに出向き､昭和

48年7月から休日のみ内科･小児科・外

科で診療を開始しました。昭和53年に

は施設を改修し､同年4月から内科･小児

科の夜間診療を毎日行っています。平成

5年10月からは､外科も水曜日のみ夜間

診療を開始しました。平成7年には､皮膚

科が月に1回の診療を開始し、平成19年
4月からは､外科は月・火曜日以外の全日

診療を行っています。 
 

 富山市の救急医療は､富山市医師会と2
次輪番制で救急医療を担当している5つ
の病院（富山市民病院・富山県立中央病

院・富山赤十字病院・富山県済生会富山

病院・富山大学附属病院）が担っていま

す。富山市救急医療センターには､平成

19年に約3万3千人が受診し､その他5つ
の医療機関を合計すると､約8万5千人が

時間外に受診しています。富山市民病院

には､平成19年には年間約1万3千人が時

間外診療を受けています。平成8年での

富山市救急医療センター利用者数は､約2
万8千人でしたが、平成18年には約3万3
千人となっており､特に小児科を受診さ

れる方がこの10年間で4千人以上増えて

います。 
 
 輪番病院を受診される患者さんで､入

院治療を必要とする患者さんは､富山市

民病院では約24％､県立中央病院では約

25％であり、約4分の3の方は入院治療

を必要としない比較的軽症の方です。輪

番病院の外来には多くの患者さんが診察

の順番を待っている現状があります。軽

症の方は､1次救急である富山市救急医療

センターで受診されることが望ましいの

ですが､現在の救急医療センターは手狭

であり､施設も老朽化し、新しい救急医

療センターの開設が望まれます。富山市

医師会では､輪番救急医療を行っている

病院と協議の機会をもち、そこでの議論

を踏まえて富山市と救急医療対応策につ

いて協議してきました。その中で､新し

い救急医療センターは､病院に併設する

ことが望ましいとの方向性が示されまし

た。 
 
 現在の救急医療センターより機能を充

実するためには､検査機器の充実､診察室

の増設、待合室の拡充などが必要です。

そのためには、新たな設備などに費用が

必要であるばかりではなく､施設の運用

に必要な人員の確保も行わねばなりませ

ん。臨床検査や放射線検査には機器のみ

ばかりではなく､専門の検査技師や放射

線技師が必要です｡医療機器が充実し､医

療スタッフがいる病院に併設すること

で、より充実した救急医療を提供できる

のではないかというのが､富山市および

富山市医師会の共通した認識です。 
 
 先日行われた会議では､新しい富山市

救急医療センターを富山市民病院に併設

する方向性が示されました。これから、

多くのご意見をいただきながら､市民の

皆さんが納得して救急医療を受けていた

だくことができるように､計画を立てる

必要があります。しかし、市民病院の医

療資源は限られたものであり､富山市全

体の救急医療を保ってゆくには市民の皆

さんのご理解が必要です｡それらの点も

含めまして､新しい救急医療センターに

ついて､富山市や富山市医師会の皆さん

と共に計画をすすめたいと思います｡ 
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特集 

平成１９年度患者満足度調査報告 
接遇向上委員会・接遇推進委員会 
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 当院を選ばれた理由 

 平成19年度の患者満足度調査の集

計結果ができましたので、①当院を選

ばれた理由、②ポイントで見る満足

度 、③総合的な満足度についてご報

告いたします。また、皆さんからお寄せ

いただいたご意見もまとめました。 

 今回の調査結果をもとに、各部署ご

とに更に検討し、よりよい接遇を目指し

たいと思います。少しでも患者さんや

市民の皆さんに満足していただけるよ

う、日々努力いたします。明るい病院を

目指して、これからも活動を続けていき

ます。 

 今回の特徴の一つは、当院を選ばれ

た理由の中で「他の医療機関の医師

からの紹介」が も多かったことで、当

院の目指す「地域完結型医療」の提供

が実を結んできた結果と考えていま

す。特に、外来においては前回よりも２

倍近い２１％に上がりました。また、医

師・看護師に対する患者満足度のポイ

ントが非常に高くなってきています。 ポ

イントの低かった会計窓口、売店、食

堂での改善は今後の課題です。 
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●  患者さんからのご意見・ご提案（入院） 
● 医師・看護師の増員が出来ればもっと良いのでは。 

● 会計の請求書を無造作にテーブルに置いていかれることについて、せめ

て伏せていただくとか、封筒に入れていただくとかの対処をしてほしい。 

● 手術後のケア（立ち上がっていくまで）ですが、人によって体力や筋力が

違うと思いますが、その辺の考慮があっても良いのではないか。 

●  患者さんからのご意見（入院、施設設備） 
● 一台あたりの駐車スペースが狭い。 

● 心カテの装置が古い。特にモニターの数が少な

い。 

● 広いトイレが普通のトイレよりも汚い。 

● 整形の患者ですが、病院内にまだまだ高い椅子

が少なく、不自由な思いをしました。 

● 個人が病室で利用できる冷蔵庫が必要。 

●  患者さんからのご意見（外来） 
● 処置等は早く済むが、診療時間が遅くなる

ので、時間内にできればと思う。 

● おにぎりやサンドを食べる場所があればよ

い。病棟へ行けば食事をする所がありま

すが、行きづらいです。 

● ＮＩＣＵがなくなって残念。 

● 看護師さんはとても感じが良いのですが、

外科や内科にもっと腕の良い医師が必要

ではないでしょうか。 

●  感謝の声 
● 各職員は民営病院以上に患者に対して親切で、安

心して治療を受けています。 

● どの看護師さんも話しやすくて良かった。 

● 病室もきれいにされていて、気持ちが良い。 

● 看護師さんも優しく、先生も丁寧で穏やかに対応し

てもらえ、気軽に受診できます。 

●  ふれあい地域医療センターを開設し

たことについてのご意見 
● 紹介状を持って来院したので、丁寧に対

応して下さり、診察場所まで案内してくれ

た。 

● 近くの病院からの紹介状を持って外来受

付に行かなくても、ふれあい地域医療セ

ンターできちんとしてもらえるのでよい。 

● 初診で来た場合に場所が分かりやすくて

よいと思います。 

● 今後、重要な拠点になると思います。安

心して相談できる場であってほしいと思い

ます。 

● 若い女性スタッフは、もっと指導教育の必

要あり。 
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日本医療機能評価機構の 

病院機能評価(Ver.5.0)に認定されました！ 
お知らせお知らせ  

医療機関が提供する医療サービス

は、医師、看護師をはじめ様々な専門

職種の技術と組織の連携によって担わ

れています。質の高い医療を効率的に

提供していくためには、組織としての医

療機関の機能の充実・向上が求められ

ます。 
 
 財団法人日本医療機能評価機構は

医療機関の機能を中立的な立場で評

価する第三者機関です。医療機能評価

受審により、個々の医療機関は自らの

問題点を明らかにし、効果的に医療機

能の改善・向上へ努力することができま

す。また、日本医療機能評価機構から

は改善点の相談や改善策の助言が得

られます。 
 

この医療機能評価の認定基準を満た

した病院は、患者さんにとって安心して

受診できる“信頼できる病院”の証とし

て、認定書が交付されます。６月１６日現

在、全国で２,５０３病院が認定されており、そ

のうち 新の評価基準であるVer.５の認定病

院は１,０００病院です。 
 
今回２度目の受審（５年目の更新）です

が、２月に 新版のVer.５を受審し、６月に認

定されました。今後さらに、患者さんに信頼

される病院となるよう、職員一同医療機能の

充実・向上に努めてまいります。 

院長への手紙 接遇について 

 富山市民病院では、平成元年から、職員の接遇の向上

をはかるために「接遇向上委員会」が設置されています。

この委員会は、院内の全ての部署から選ばれた接遇推

進委員で構成されています。 
 

主な活動内容は、①日常の業務における活動（整理整

頓、ワッペン装着、笑顔であいさつ など）、②満足度調

査、③接遇推進モデル部署活動、④職員同士のご意見

カード、⑤体験学習、講演会 などです。これらの活動を

通して職員の接遇に対する意識を高め、それを維持する

よう努力しています。 
  

このうち満足度調査は毎年定期的に数回実施していま

す。昨年度は3回行いました（2回は患者さんにお聞きした

満足度調査、1回は職員に聞いた満足度調査）。患者さん

にお聞きした満足度調査では、総合的な満足度は平均す

ると5点満点でほぼ4点でしたが、ほとんどの項目で外来

患者さんより入院患者さんの満足度が高い傾向にありま

した。 
 
職種別にみると、医師・看護師に対する満足度が高く、

次いで検査技師・放射線技師・薬剤師などのスタッフでし

た。これに対して、総合受付・各科窓口・会計などの事務

職への満足度はやや低いという結果でした。これは、どう

しても直接治療にかかわったスタッフへの満足度が高くな

るためだと思われます。自由記載項目では、待ち時間に

関するご意見が最も多く、次いで職員の対応や説明に関

するものでした。少しづつですがおほめのご意見も増えて

おり、大変ありがたいと思っています。 
 

病院長  泉 良平  

ご指摘の多い待ち時間に対しては、院内の各部署がそ

れぞれ毎年目標を決めて意識して対応するように努めて

います。例えば今年度の各部署の目標には、「予約時間

が遅れてきたら早めにアナウンスを行い、患者さんの状

態に気を配る」「待ち時間は丁寧に具体的に伝える」「待

ち時間を利用してコミュニケーションを図る」「窓口の混雑

を確認しながら早めに内からの応援体制を取る」などがあ

ります。 
 
接遇推進モデル部署活動、職員同士のご意見カード

は、院内の職員同士でお互いに気付いたことを指摘し合

う活動で、指摘された内容を該当の部署で話し合って改

善策を出してもらっています。 
 
また、体験学習は年に数回実施し、１～２年目職員・中

堅職員に対してそれぞれグループで話し合って発表して

もらうという形式で行っています。講演会も年に数回、院

外のいろいろな企業（ホテル、銀行、有名旅館など）から

講師を招いて実施しています。講演していただく内容は単

なる言葉遣い、マナー、電話対応などにとどまらず、「なぜ

病院での接遇が大切なのか」についても言及していただ

いています。毎回、１５０名くらいの職員が参加していま

す。 
 
このように、院内・院外からさまざまのご意見やご指摘

をいただき、病院全体として組織的に接遇の向上に努め

ています。今後もお気づきの点がありましたら、いつでも

ご遠慮なく申し出ていただきますようお願いいたします。 
 

接遇向上委員会 委員長 置塩 良政 
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富山市民病院の患者権利章典 
 
 すべての患者さんは、平等で、最善の医療を受ける権

利が保証されています。その基盤として、私達は患者さ

んの医療を受ける上での基本的な権利を守ります。 
 
 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、協同して行われるものであり、

患者さんに主体的に参加していただく必要があります。 
 
 富山市民病院は市民の健康と福祉の向上に寄与す

ることを使命としており、ここに「患者権利章典」を制定

し、患者さんの医療への主体的な参加を支援します。 

１．平等な医療を受ける権利 
 患者さんは、国籍・経済的社会的地位・年齢・性別・病気の

種類などにかかわらず、適切な医療を受ける権利を有します。 
 
２．最善の医療を受ける権利 
 患者さんは、常に一般的な医学水準に基づいた安全で、効

果的な医療を受ける権利を有します。患者さんは、医師および

医療機関を選択し、また転医する権利を有します。転医に際し

ては、それまでの診療に関する情報および記録の写しの交付

を求める権利を有します。 
 
３．十分な説明を受ける権利 
 患者さんは、これから行われようとする検査および治療の目

的・方法・内容・危険性およびこれに代わりうる代替手段、ま

た検査結果、診断、病状経過、予後などについて、医療従事

者から十分に説明を受ける権利を有します。 

４．情報開示を要求する権利  
 患者さんは、医療機関に対し、自分の診療に関する記録な

どの閲覧およびそれらの写しの交付を受ける権利を有します。 
 
５．自己決定する権利  
 患者さんは、提供された情報と医療従事者の説明により、自

分の自由な意志に基づいて、検査・治療その他の医療行為を

受けるかあるいは拒否する権利を有します。 

その際、別の医師の意見（セカンド・オピニオン）を聞きたいと

いう希望を尊重します。 

 また、拒否した場合でも、そのために不利になることはなく、

起こりうる医学的な結果について知らされる権利を有します。 

 患者さんは、薬の臨床試験、医学研究あるいは医学教育に

参加することを拒否する権利を有します。 
 
６．個人情報を守秘される権利  
 患者さんは、自らの承諾なしに、診療の過程で得られた個人

情報を自分の診療に直接関与する医療従事者以外の第三者

に対し、開示されない権利を有します。 

  （平成１３年１１月） 

患者の皆様へ：「説明と同意の原則」 

富山市立富山市民病院 病院長・医療安全部 

   多くの医療行為は危険を伴うものです。たとえば

日常的に行われている採血・注射によっても血管や

神経が損傷されて身体障害を生じることがありま

す。体内に針を刺して行われる検査、内視鏡治療や

手術などの治療行為には、さらに大きな危険を伴い

ます。このような危険を冒してまで医療が行われる

のは、通常診療行為による有益性の方が、その危険

性（不利益）を上回るからです。 
 
 検査や治療によって生じることがある不利益は、

副作用・偶発症・合併症などとも呼ばれますが、医療

を行う人もこれを受ける人も、すべての人がこれをな

くしたいと願っています。しかし、過失がなくても重大

な合併症や事故は起こることがあります。時には、診

療行為とは無関係の病気や加齢に伴う症状が診療

行為の前後に発症することもあります。合併症や偶

発症に対しては、その治療に最善を尽くすことは言う

までもありませんが、不幸なことに死に至る場合もあ

り得ます。 
 
 たとえば腕の血管や神経の走行ひとつをとって

も、あなたと完全に同じ人は一人もいないのです。こ

のような各個人の多様性、および人間の生命の複

雑性と有限性により、医療は本質的に不確実なもの

であることをご理解ください。すなわち、100％確実に

偶発症・合併症を起こさずに診療行為を行うことは

不可能なのです。 
 
 検査・治療に際して、予想される重要な合併症に

ついては説明します。しかし、極めてまれなものや予

想外のものまで、すべての可能性を言い尽くすこと

はできません。 
 
 医療行為による身体障害が生じた場合、そこに過

失があれば病院側に賠償責任が生じます。しかし、

上に述べさせていただきましたように、過失がなくて

も合併症・偶発症が起こることはあり得ますし、この

場合は賠償責任は生じません。 
 
 医療行為の説明を受ける際には、こうした危険が

あることを理解した上で同意書に署名して下さい。疑

問があれば納得できるまで質問して下さい。それで

も納得できない場合は、無理に結論を出さずに、他

の医師の意見（セカンド・オピニオン）を聞くことをお

勧めします。必要な資料は提供しますし、他の医師

の意見を求めることで不利な扱いを受けることはあ

りません。 
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整形外科外来は「完全紹介制」です！ お知らせお知らせ  

 整形外科では6月より医師に2名の欠員が

生じ、今までの診療体制を維持することが困難

となりました。つきましては、整形外科外来の診

療体制を今までの「予約・紹介外来」から、「完

全紹介制」に変更させていただきました。皆様

にはご不便をおかけすると存じますが、何とぞ

ご理解とご協力をいただきますようお願いいた

します。 （病院長） 

整形外科の診療体制について 
 
①初めて整形外来を受診される方（初診） 

● 完全紹介制となります。受診される方は必

ず医師の紹介状をお持ちください。 

● 診察は火曜日と金曜日のみですので、ご

注意下さい。 
 
②現在通院中の方（再診） 

● 診察は従来どおり、月曜日から金曜日ま

でです。 

● 再診の方も必ず予約が必要です。 
 
③内服のみの方 

● 内服のみの再診は近医への紹介をさせて

いただきます。（紹介のために診療情報提

供書発行します） 

  月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 

  再診のみ 初診・再診 再診のみ 再診のみ 初診・再診 

１診   澤口     澤口 

２診 伊藤 坂越 伊藤 坂越 伊藤 

３診 岩井 舩木 舩木 舩木 坂越 

診察担当医表 

初診医専門分野 

澤口 毅： 関節，外傷 

伊藤貴明： 手の外科 

坂越大吾： 関節 

心肺蘇生講習に参加しませんか！ お知らせお知らせ  

人が倒れているところに遭遇し

た時、どうしたらよいかとまどい

ませんか？ 
 
生命に危険がある傷病者に遭遇した場

合、心肺蘇生法を早くすればするほど救

命率は高くなり、遅ければ遅いほど死亡率

が高くなります。尊い命を救うには一早い

心肺蘇生法を行う必要があるのです。①

早い119番通報→②早い心肺蘇生法→③

早い除細動（ＡＥＤ）→④二次救命処置

（医療機関における救命医療処置）の救

命の連鎖が重要となります。 
 
富山市民病院でも2005年よりＡＥＤ（自

動体外式徐細動器）が配置され、現在は

院内に11台あります。医師、看護師はもち

ろんですが、病院で働く全職員に毎年一

回、心肺蘇生の研修（講義と実技）を実施

し、知識、技術を高めております。実技の

チェックを行い修了者は、名札にオレンジ

色ハートマークをつけています。平成19年

度では院内のＡＥＤ使用は17件報告され

ています。 
 
ＡＥＤは病院に限らず、ショッピングセン

ター、イベントホール、駅、空港など身近な

場所で見かけたことがあると思います。 
 
 大事な人が急に倒れた時、あなたは助

けられますか？ 富山市民病院では一般

の皆様方向けの心肺蘇生講習（ＡＥＤの

実技もあります）を行っています。とっさの

時に備えて、あなたも講習を受けてみませ

んか。 

 

 富山市民病院では一般

市民向けに心肺蘇生の

講習を実施しています。 
 

毎月第４金曜日 

１３：３０～１４：３０ 
 
 参加希望の方，興味の

ある方は富山市民病院

東病棟７階までお問い合

わせ下さい。 
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８ 

後期高齢者医療制度ご存知ですか！ 解説解説  

●後期高齢者医療制度の被保険者となる人は？ 
７５歳（一定の障害がある人は６５歳）

以上の人はすべて、住んでいる市町村が

加入している広域連合が運営する後期高

齢者医療制度の被保険者となります。 

これまで国民健康保険などの被保険者

だった人、健康保険組合、船員保険、共済

組合の被扶養者だった人も後期高齢者医

療制度の被保険者となります。 
 

●被保険者となるのはいつから？ 
 ・７５歳になったとき 

 ・７５歳以上の人が広域連合の区域内（富山県にある市町村）に転入してきたとき 

 ・６５歳以上の人が寝たきり等の認定を受けたとき 
 

●保険証は？ 
 後期高齢者医療制度の被保険者には、新しい高齢者医療制度独自の保険証を一人に１枚交付されます。 
 
●後期高齢者医療制度で受けられる給付は？ 
 後期高齢者医療制度では、次のとおり、これまでの老人保健制度と同様の給付が受けられます。 

◆病気やけがの治療を受けたとき（療養の給付） 

   かかった医療費の１割負担（現役並みの所得がある人は３割負担） 

◆入院したときの食事代（入院時食事療養費の支給） 

◆療養病床に入院したときの食事代・居住費（入院時生活療養費の支給） 

◆１ヶ月に払った自己負担額が高額になったとき（高額療養費の支給） 

◆やむをえず全額自己負担したとき（療養費の支給） 

◆訪問看護サービスを受けたとき（訪問看護療養費の支給） 

◆緊急の入院や転院で移送が必要になったとき（移送費の支給） 

◆差額を負担して医療を受けたとき（保険外併用療養費の支給） 

◆被保険者が死亡したとき（葬祭費の支給） 

 
７５歳以上の 

国民健康保険の被保険者 

 

健康保険組合、船員組合、 

共済組合等の７５歳以上の 

被保険者及び被扶養者 

 
後期高齢者医療制度

の被保険者 

 

制度や運用のお問い合わせ 
 

富山県後期高齢者医療 

広域連合事業課 

０７６－４６５－７５０２ 

腎臓病教室（アンケート結果） お知らせお知らせ  

ち ょうど 良い , 9 2 無回答, 8

ち ょう ど 良い , 8 3 無回答, 1 7

ち ょう ど 良い , 8 3 無回答, 1 7

0 % 2 0 % 4 0 % 6 0 % 8 0 % 1 0 0 %
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時間配分
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医 師 臨 床 検 査 技 師 管 理 栄 養 士 薬 剤 師 看 護 師

良かった

普通

悪かった

無回答

平成２０年度より、腎臓病教室は医師・看護

師・管理栄養士・臨床検査技師・薬剤師の

スッタフが集まり、２時間コースの教室にかわ

りました。第１回目の腎臓病教室は６月１８日

に実施し、参加者に教室についてのアンケー

トをとりましたので、その結果を報告します。 
 
第２回は９月１７日(水) 第３回は１１月１９日

(水)に開催します。 ２．内容はいかがでしたか？ 

１．開催の時間や時間配分はいかがでしたか？ 

内容（それぞれ２０分） 

① 医師 病気について 

② 臨床検査技師 検査について 

③ 管理栄養士 食事について 

④ 薬剤師 薬について 

⑤ 看護師 日常生活について 

⑥ 意見交換 



富
 

 

９ 

★栄養メモ：たまご 
 

卵に含まれるたんぱく質は、アミノ酸バランスが良

く、大変栄養価の高い食品です。（鶏卵にはヒナが誕

生するまでに必要な栄養素が全て含まれているわけ

です！）ビタミン、ミネラル類も豊富で、中でもビタミン

B1・B2は、糖質やたんぱく質、脂質をエネルギーに変

える働きがあり、夏バテ予防にも効果があります。その

他にもビタミンA、D、鉄、カルシウム、リンを多く含んで

おり、風邪や気管支炎、肌荒れ、貧血などに効果があ

ります。ただし、コレステロールが多く含まれているの

で、摂りすぎには注意し、１日１個程度を目安にしま

しょう。（脂質異常症の方は特に注意しましょう）また、

ビタミンC、食物繊維はほとんど含まれていないので、

野菜も組み合わせて摂りましょう。 
 

◆新鮮な卵の見分け方 
新鮮な卵は、割ったときに殻から

中身が離れにくく、卵黄がこんもり盛り上がっていま

す。また、卵黄の周りの卵白は厚みがあって、含まれ

ている炭酸ガスのために少し白濁して見えます。 
 

◆たまごの保存方法 

家では冷蔵庫で保存しましょう。（図のように、とがっ

ている方を下にしましょう）室温で放置しておくと鮮度

が落ちてしまいます。また、1度冷やした卵を急に室温

の高い所に置くと卵が汗をかき

ます。卵を水で濡れたままの状

態にしておくと細菌の侵入を早

めてしまうので、特に夏場は注

意しましょう。 

■連載 健康レシピ⑬ 「冷やし茶碗蒸し」（栄養科） 

 暑い季節になってきました。食欲の落

ちやすい時期ですが、冷たい飲み物や

麺類ばかりでは、ビタミンやミネラルが

不足して夏バテになりやすくなってしま

います。しっかり食事をして、夏バテを予

防しましょう。今回紹介する「冷やし茶

碗蒸し」は、暑くて食欲の落ちてしまい

がちな時期にも食べやすいメニューです。 
 

作り方 
 
① Aのだし汁は人肌くらいに冷まし、他

の調味料とよく合わせる。 

② 卵は泡を立てないように溶きほぐし、

①を加えて混ぜ、万能こし器や金ざる

でこす。 

③ ①と②を混ぜ、器に流して蒸し（強火

で1分、弱火にして15～18分）、粗熱

がとれたら冷蔵庫で冷やす。 

④ えびは茹でておく。オクラは茹でて小

口切りにする。 

⑤ Bを鍋に合わせて煮立て、水溶き片

栗粉を加えてとろみを付け、火を止め

てしょうが汁を加えて冷ます。 

⑥ ③の上にえび

と オ ク ラ を の

せ、⑤のあん

をかける。 

材料（４人分） 
 

卵 大２個 

Ａ 

だし汁 2カップ 

みりん 小さじ1 

薄口醤油 小さじ1 

塩 小さじ1/3 
 
むきえび 40g 

オクラ 1本 

Ｂ 

だし汁 1カップ 

みりん 小さじ2 

塩 少々 

薄口醤油 小さじ1 
 
生姜汁 少々 

 （小１片分） 

片栗粉 小さじ1 

おいしく食べて頂くため，温冷配膳車を導入しました！ 

７月28日より、全病棟に温冷

配膳車を導入しました。作りた

てのおいしさをそのままお届け

する為、温かいものは温かく、

冷たいものは冷たく、しっかり

と温度管理して提供できるよう

になりました。 
 
 これからも、より良いサービ

スを提供できますよう努力して

いきたいと思います。 

温冷配膳車 下膳車 

病棟への配膳車です 
下膳専用車です．食べた後は

こちらに返却してもらいます 
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「社会に学ぶ１４歳の挑戦」 イベントイベント  

 板野 徳江 さん 

 私が患者さんの髪や足を洗っている時のにっこりされ

た笑顔や洗い終えてから｢ありがとう｣と一言声をかけて

いただいたことが、これまで味わったことのないとてもう

れしい気持ちになりました。そして、その時、こんな私で

も人のために役に立つことができた

のかなと思うと、なんだか心地良く

なりました。 

 これからも人に優しく、思いやりの

気持ちを持って人に接したいと思い

ます。 

 斉木 俊介 くん 

僕がこの活動で一番印象に残ったのは、整形外科と脳外

科で活動したときのことです。たくさん老人の方が来ておら

れ、普段、老人と接することがないので、どのように話をすれ

ばよいのか分からず、とても緊張しました。また、言葉を話す

ことができない人が一生懸命僕たちに昔の

話をしてくれました。とてもうれしかったです。 

いろいろと自分の気持ちが動かされる５日間

でしたが、人は健康でいられることが一番大

切なことだと感じました。 

 大内  崚 くん 

 この活動を通して、僕に身につい

たのは｢積極性｣です。はじめはどの

仕事に対しても自信がなく、不安で

消極的でした。しかし、指導ボラン

ティアの方々の励ましの言葉や看護実習の目的を考

え、途中から積極的に患者さんと接するように努めまし

た。患者さんの髪や足を洗っているときに患者さんがと

ても気持ちよさそうに｢ありがとう｣と声をかけていただきま

した。あの時のうれしい気持ちは忘れられません。これ

からも積極的に優しく人に接していこうと思います。 

 今井 亜稀 さん 

 私がこの５日間で、一番印象に残っている

のは看護実習です。患者さんの髪を洗ったり

薬剤科で薬の量を量ったりしたことです。中

でも車椅子を押したことが心に残っていま

す。端から見ていると簡単そうでも、実際に

行ってみると｢患者さんに怪我をさせないだろうか｣、｢患者さ

んが不安に思っていないだろうか｣とても緊張しました。そし

て、この仕事を終えて、学んだことは、｢人の気持ちを考えな

がら行動すること｣、｢自分の思いだけで行動することは本当

の優しさではない｣です。このことは、普段の生活にも言える

ことだと思います。 

「高校生の一日看護見学」 イベントイベント  

 看護に対する理解を深め、看護

職への進路選択の参考に資する

ことを目的に、7月11日と7月15日

の2日間『高校生の一日看護見

学』を行いました。県内の高校生

を対象に毎年実施していますが、

今年度は50名の参加があり病棟

では看護師に同行し、看護業務

（洗髪や足浴や血圧測定など）の

見学を行いました。 
 

午後からはICU、手術室、病棟

で働く看護師7名より、それぞれの

部署の特徴や看護師の役割、看

護師になった動機、看護師になっ

て感じたことなど聞く場を設けとて

も楽しい雰囲気で高校生にも好

評でした。その後の座談会では、

「看護師のパワーに圧倒された。」

「大変な仕事なのに笑顔なのはな

ぜか。」「体験を終えて看護師に

なりたい気持ちが強くなった。」な

どの感想が聞かれました。看護職

を理解するきっかけ作りができた

と思います。 
 
昨年の『高校生の一日看護見

学』に参加された1割が富山市立

看護専門学校に入学されたと聞

いています。このような催しが看護

職の道に近づくことに役立ってい

ることを改めて感じることが出来ま

した。 



 

 

ボランティア・エッセイ４４ 病院ボランティア 石森貞夫 

『孤独を救え！』（いのちの尊さ） 
連載連載  

11富山市民病院マガジン 第４７号（７・８月号） 

★「 近の若者は、けしからん」と言われ

ますが、真剣に向き合ってこない大人た

ちに多少の責任があり、家族関係・社会

的格差・孤独感・恋愛問題など若者たち

の声に、少しでも耳を傾けてみなければ

ならないことが、6月8日の秋葉原無差別

殺傷通り魔事件が起こり、過去の神戸・

池袋・下関・京都・池田小学校・土浦無

差別事件など、いわゆる「誰でもよかっ

た」という悲惨な出来事が想いだされて

なりません。 
 
▼加藤容疑者の性格は、本音を友人に

言えない、境遇に強い不満があった、交

際相手がいない、コンプレックスへの強

さがある、両親への憎悪感、暴発的な行

動があるなどの原因から、また識者の記

述から「派遣社会労働制度の問題点

や、自尊心を奪われた人間は、他人を

人と思えない考えになる」「人間関係に

おいても孤立した、希望のなさと自己顕

示から、携帯ネット社会の危険性がある」

「社会からの疎外感を感じた者は、命を

かけての自己表現をする現代社会の異

常性がある」「孤独な若者は、家に居場

所がない家族関係になり、個人主義者と

なる」「将来に対する見通しが立たず、世

の中全員が敵だとなり、社会に受け入れ

られない自分から、自暴自棄になる、格

差社会に生き残れない」などの社会的

現象を指摘されました。 
 
◆一方、10年連続3万人以上の自殺者

があり、若者たちは生きている意味を

まったくわからない、生きづらさがあり「隣

で話を聞いてくれる人がいればよかっ

た」や、アキバのオタク文化発信基地

は、劇場型犯罪の演出地ともなりかねな

いとも言われ、携帯サイトの書き込みが

3000回以上もある携帯依存者は、両親

への不満・職場の人間関係・雇用不安・

恋人のいない不満・仕事への安定感の

ない将来への希望がなくなり、今回の閉

ざされた事件になったのでしょうか。 
 
■また病院へ通院されるお年寄りは『孤

独感』にならないよう、お隣同志ベンチ

で組になって世間話をしたり、私も仲間

になり話を聴いたり、励ましが大切で、人

とのふれあい・支えあいは、コミュニケー

ションが重要ですね。また地域社会で孤

立孤独をなくすために、一人暮らしの高

齢者は、過疎地域や仕事を退職して、

社会との繋がりが希薄にならないよう、地

域の人とともに見守り活動を続け、いき

いきサロン教室への参加などの呼び掛

けで、孤立死の予防・早期発見や個人

情報を民生委員や、地域包括支援セン

ターの協力のもとに、私たちも近所付き

合いの重要性を認識しましょう。 
 
▲先日「心の健康づくり講演会」で『いの

ちに学び、生きる力を育む』を富山いの

ちの教育研究会稲葉会長から、生と死

の教育の大切さを秋葉原事件からも引

用されて、永年の教職員時代から、いの

ちの教育に取組んだ動機・自殺予防な

どから「いのちの教育を深く感じ取り、自

他共に充実して生きようとする力を育て

る」という趣旨から講師は、生命とは生物

的な身体と、命という命令的な分類と、

更にいのちは精神的な営みで息吹きだ

と分析され、生命誕生（細胞）と遺伝子

の歴史、3億分の１つという、先祖から伝

えられた、多くのいのちに支えられてい

るという、科学的ないのちの繋がりを考え

て大切さが分かる。 
 
◆それは自殺・殺人・非行・虐待・いじ

め・生命倫理のゆらぎ・環境破壊などに

よっていのち観の混迷衰弱により、今や

より深いいのち観が必要となり、これから

地球環境の変化の多い時代こそ、自分

の精神状況を省みながら、いのちの教

育の進め方は、生涯にわたる自己教育

であり、学校・家庭・地域で、①判断力

（知）、② 豊 か な 心（徳）、③ 健 康・体 力

（体）の三本柱から、生きる力を養わねば

なりません。自殺予防は、①自己肯定感

を高める、②他者との繋がり感を深め

る、③閉塞感の解消を図る、④前向きな

生き方を身に付けることが結果的には成

果があると、指摘されました。 
 
■ 後に、青少年がいのちを学ぶ、つ

ながりを考えて、①ドン底に生きる力を

詩に表現した金子みすずさん、大平光

代さんに生きる力を発揮させたものはな

にか、ナチスの収容所で囚人に自殺を

おもい止まらせたフランクル“夜と霧”か

ら人生に君が期待するものは、自分しか

出来ない未来に生きる自分があることを

忘れてはならない。②人間の絆は、独自

の人生と独自のいのちが各々ある、人は

それぞれ、自分でしか織れないジュータ

ンがある。③自律性・協調性から体内５０

兆個の細胞の営みがある。④有限性

は、全ての生物が死んでゆくので、病院

で必死に生きようと努力しているから、み

なさん死ぬなんて考えてはいけません

と、小児ガンの子供が訴える事例を話さ

れて、心の支えは、いのちのつながりと、

存在を考えてこそ、いのちは今日もあっ

たと感じる時に、あなたの幸せがありま

す。人は孤独を救うために、お互いに人

として支え合おうではありませんか。孤独

を今一度周囲を見回して救いましょう。 
 
（資料：週刊朝日・6月27号：心の健康づ

くり講演会より） 
 

診療費のお支払いに 

クレジットカードが使用できます！ 
お知らせお知らせ  

 

現金を持たなくても入院

や外来の診療費が支払え

るよう、８月１日から診療

費のクレジットカード納付

のサービスを導入しまし

た。支払手段の多様化に

対応し、患者さまの利便性

の向上をはかりました。例

えば、入院診療費など高

額な医療費の支払いに分

割払いも可能です。 

● ご利用対象：入院及び外来診療費 

● ご利用窓口：会計一番窓口、救急外来窓口 

 ご利用の方は職員にお申し付け下さい。 

● 支払方法： 

 １回、分割、リボルビング払い 

● お取扱できるクレジットカード： 



 

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

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 

■今月のイベントと院内の動き 

 ８月１日から８月２２日まで，ハサミの切り絵「四季おりおり」（浅田臣枝さん）

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．あなたもふれ

あいギャラリーで憩いのひと時をすごしてみませんか．８月２２日からは「英遠

の会作品展」（英遠の会の皆さん），９月１２日からは「趣味を求めてパート３」

（月見町切り絵の会の皆さん）を予定しています． 
  
展示作品紹介 

●５月３０日～６月２０日 

 写真「芽吹きから初夏を迎える北の大地」（河南政範さん）（表紙参照） 

●６月２０日～７月１１日 

 第４回押し花サークル「花フレンド押し花アート展」（竹林益子さんら） 

●７月１１日～８月１日 

 シャドウボックス「アントンピックの世界」（高橋ヤスコさん） 

■今月のふれあいギャラリー（玄関ホール２階） 

小児病棟たなばたまつり 

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 

山岸節子・荒木久美子・宮田真理子・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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● ７月４日（金）：小児病棟（東病棟3階）で「たなばたまつり」が行われました．ボ

ランティアの皆さん有り難うございました． 

● ７月７日（月）～１１日（金）：「社会に学ぶ１４歳の挑戦」で堀川中学校の生徒

さん４名が，５日間，看護実習に挑戦しました．（１０ページ参照） 

● ７月７日（月）：「滅菌・消毒・洗浄」をテーマに院内感染対策学習会を開催しま

した． 

● ７月１１日（金）・７月１５日（火）：高校生の一日看護見学が行われました．（１０

ページ参照） 

● ７月１８日（金）：第１回接遇力向上講演会が開かれました． 

● ７月３０日（水）：富山いずみ高校吹奏楽部の皆さんによるデイケアコンサート

が，３階講堂で開催されました． 

● ８月３日（日）：西病棟６階の改修工事が完成し，整形外科が新しい西病棟６

階へ移動しました．また，８月９日（土）に循環器内科，内分泌・代謝科が東病

棟７階から西病棟５階へ，８月１６日（土）に呼吸器内科，血液内科が西病棟７

階から東病棟７階へそれぞれ移動します．引き続き，８月１６日（土）から西病

棟７階の改修工事にとりかかります．  

● ９月１６日（火）：１５時から当院講堂にて，民謡「綾の会」と職員民謡会「ムガ

シルク」による演奏会が開催されます．興味のある方はぜひお越しください．  

富
山
市
民
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ふれあいギャラリー：シャドウボックス 

「アントンピックの世界」（高橋ヤスコさん） 

ふれあいギャラリー：花フレンド押し花アート展 

「ドリーム」（竹林益子さん） 


