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病院長からのメッセージ
「がん相談支援センター」

病院長　泉　良平

　平成１８年、議員立法でがん対策基本法が
制定されました。昨年１２月に胸腺がんで死
亡された山本孝史参議院議員が、自らがが
ん患者であることを参議院本会議で告白
し、基本法の成立に尽力したことは良く知
られています。そして、この基本法に基づ
く「がん対策推進基本計画」では、がん診
療連携拠点病院の整備に関する指針が新た
に定められました。その中では、緩和ケア
の提供などのがん診療体制やがん診療にか
かわるスタッフ研修の実施の他に、がん情
報の収集提供体制を整備するために「がん
相談支援センター」を、がん診療連携拠点
病院に設置することが義務付けられていま
す。
　すでにご承知のように、平成１９年１月
に、富山市民病院は地域がん診療連携拠点
病院に指定されました。そして、がん患者
さんやご家族、またがん診療に興味のある
方へのがん診療に関する情報提供を行うた
めに、正面玄関右手のふれあい地域医療セ
ンター内に、がん診療に関するがん相談支
援センターを設置し、皆さんからの相談を
受け付けています。
　具体的な相談内容について皆さんに知っ
ていただくことで、より多くの方からの相
談を受けられるようになると思いますので
紹介いたします。相談支援センターの業務
としては、（１）がんの病態や標準的治療の
内容、がんの予防・早期発見等に関する一
般的な情報の提供、（２）医師・医療従事者
の専門とする分野など、地域の医療機関や
医療従事者の情報の収集と提供、（３）セカ
ンドオピニオンのできる医療機関や医師の
紹介、（４）がん患者さんの療養上の相談、
（５）地域の医療機関や医療従事者との連
携協力体制に関する情報提供、（６）アスベ

ストによる肺がんや中皮腫の医療相談など
です。
　これらの業務は大変多くの要因を含み、
また、心理的な面などでの支援が必要であ
るため、適切な指導助言を行うことが重要
です。そのため、富山市民病院の看護師と
医療ソーシャルワーカーそれぞれ１名が国
立がんセンターでの相談員の研修を受けて
います。がん対策基本計画では、相談員は
がん患者さん本人だけではなくご家族に対
する心のケアも行うことが求められていま
す。研修では、疾患の内容だけではなく、
これらのケアについて研修が行われていま
す。さらに、相談員は、がん患者さんへの
サポートとしてがん患者会へのかかわりも
求められています。富山市民病院には、乳
がん手術を受けられた「ひまわりの会」が
活動しています。さらに、患者さんやご家
族の方々が悩みなどを話し合える患者サロ
ンの提供もがん相談支援センターの役割で
す。現在は、狭いところで恐縮ですが、外
来治療室に皆さんが話し合ったり、待ち合
わせたりできるようにと机とイスを置いて
あります。個室ではなく、十分な施設では
ありませんが、ご利用いただければと思い
ます。将来的には、外来治療室を拡充整備
する予定である西病棟８階にプライバシー
に配慮した患者サロンを設置する予定で
す。
　がん相談支援センターは始まったばかり
ですので、決して十分な対応ができないか
と思いますが、皆さんと共にスタッフも成
長し、お役に立ちたいと願っておりますの
で、ご利用いただきたいと思います。セン
ターには、がんに関するパンフレットや
DVDなど多くの資料も置いてあります。
是非、ご利用ください。

ふれあいギャラリー：切り絵
「趣味を求めてパート3」
月見町切り絵の会
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禁煙にトライ　　　　　　　　　　　　　　　医師：清川　裕明

肺がんの診療と治療－内科の立場から－　　　医師：石浦　嘉久

肺がん外科治療とＣＴ検診　　　　　　　　　医師：瀬川　正孝

日　時
平成20年10月25日㈯
　　午前10時～正午

場　所
富山市民病院　３階講堂

講　　演

モルフェウス弦楽四重奏団

ミニコンサート

専門分野の看護活動報告

問い合わせ
富山市民病院総務課　〒939-8511　富山市今泉北部町2番地1　　TEL 076-422-1112

10:00 10:30 10:50 11:30 12:00

第1部

禁煙にトライ 肺がんの診療と治療
－内科の立場から－

肺がん外科治療と
ＣＴ検診

第2部 第3部

ミニコンサート

17文字メッセージ展、　　専門分野の看護活動報告
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とやま市民病院ふれあいセミナーを開催します。
今回は「あなたと学ぶがん知識～

第１回　肺がんについてご存じですか？～」をテーマに
肺がんについて講演等を行います。ぜひご参加ください。
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　公立病院改革ガイドラインは、地方公共団体の財政健全
化の一環として、地方公共団体が経営する病院院事業の健
全経営の観点から国の基本方針として策定され、全ての公
立病院は、平成２０年度内に公立病院改革プランを策定する
ことが求められています。
　当院では、外部有識者からなる富山市民病院経営健全化
委員会（委員長：金子周一金沢大学医学類長・医学部長）、
病院職員が主体となる経営改善委員会幹事会を設置し、病
院の今後の長期的な総合計画と言える「経営改善計画」の
策定を進めています。
　第２回経営改善委員会が９月１９日（金）に当院で開かれ、
外部コンサルタントからの経営分析の中間報告、事務局か
ら富山市民病院の基本方針（案）として、今後も、①地域
医療支援病院として地域の医療機関と連携し、切れ目のな
い安心な医療の提供　②地域がん診療連携拠点病院として
他の医療機関と連携し、最新の標準的がん診療の提供　③
救急医療の充実　などをすすめ、市民から信頼される病院
となるための取り組みと全職員を対象に実施した経営改善
の職員提案の報告などがありました。
　委員からは、①地域の医療機関とより一層連携を密にす
ること　②各科の改善目標を実現するため、具体的な目標
と詳細な実施計画を策定すること　③各科が設定した目標
の実施状況を管理することなどの指摘と要望がありまし
た。
　また、経営改善計画の骨子（案）が審議され、了承された段
階で、今後の計画の策定などの参考にするため（注1）パブリッ

クコメントを実施することなどが了承されました。
　この委員会には委員の外、部門ごとに編成される経営改
善委員会の幹事会の職員９０名近くが出席し、委員の生の意
見を傍聴しました。
　幹事会では、経営改善計画に盛込むため、次回１２月に開
催される第３回経営改善委員会までに、経営改善計画の骨
子（案）や各科の目標と実施計画などを取りまとめること
としています。

（注1）パブリックコメント
　公共団体が基本的な政策等を立案する過程において、立
案の趣旨・目的・内容など、必要な事項を広く市民等に公
表して意見を募集し、提出された意見を参考として政策等
の意思決定を行うこと。

　市民病院では、よりよい患者サービスを提供するととも
に、市民の皆さんの市民病院に対する理解を深めていただ
くために、平成１７年度から毎年２回、病院モニター会議を
開催しています。モニター会議では様々なご意見、ご提案
をいただいていますが、病院の「宿命」ともいえる「待ち
時間の短縮」については、毎回話題となっています。
　また、昨年のモニター会議では、県外から転入されてき
たモニターから、市民病院の場所がわからないので国道に
案内板を設置して欲しいとのご意見をいただきました。確
かに、市民病院が現在の場所に移転してきた昭和５８年当時、
このあたりは何もありませんでしたが、最近では、開発が
進み、国道から市民病院を見つけることが難しくなってい
ます。そこで、今年の４月に国道４１号の市民病院前交差点
付近の上下線に１箇所ずつ案内板を設置しました。

　ところで、この案内板に気付かれた方はどれくらいい
らっしゃいますか？当然ですが、病院職員は、看板を見て
病院には来ないので、ほとんど気が付いていないと思いま
す。そこにあっても見え
ない、このような問題を
異なった視点からご指摘
していただき、今後とも
モニターからのご意見、
ご提案をよりよい病院づ
くりに反映させて行きた
いと思います。

平成20年度経営改善委員会年次計画
月

区分

中間報告 最終報告書

答申

計画取りまとめ

８ ９ 10 11 12 １ ２ ３

経営改善委員会

幹 事 会
アクションプラン

経営改善計画
策定業務分析

▶ ▶ ▶

▶ ▶

▶ ▶
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特定健診って？

Ｑ１　だれでも受けることができますか？

Ａ　４０歳〜７４歳までの方が対象です。
１．富山市国民健康保険に加入の方
２．会社等の健康保険に加入の方とその被扶養者の方
＊受診方法等は、加入される保険者により異なりますので、保険者からの案内を確認してください。

Ｑ２　今年７５歳になる人はどうなるのですか？

Ａ　７５歳以上の方は、後期高齢者医療制度の健康診査（健診項目は特定健診と同じ）を受けてく
ださい。誕生月が過ぎたら受診券が送付されます。

Ｑ３　特定健診というから詳しく検査してもらえますか？

Ａ　健診項目は、従来の基本健康診査よりもメタボリックシンドロームに重点を置いたものに
なっています。

　　問診、身長、体重、ＢＭＩ（注１）、腹囲、血圧測定、血液検査（脂質検査、血糖検査、肝機
能検査）、尿検査です。

　　●従来、国保の老人基本健康診査では、心電図、眼底検査は希望すれば有料で受けられまし
たが、特定健診では医師が必要と判断した人のみ…腹囲が男性８５cm、女性９０cm以上で、血
液検査の結果が基準を満たさなければ受けることは出来ませんので、ご注意ください。

（注１）　肥満度を測る目安　ＢＭＩ＝体重（kg）÷身長（m）÷身長（m）

Ｑ４　費用はかかりますか？

Ａ　市民病院で受診される富山市国民健康保険に加入の方は無料です。
＊費用は加入される保険者により異なりますので、保険者からの案内に従ってください。

Ｑ５　受診結果はいつわかりますか？

Ａ　後日、受診結果をお知らせします。

Ｑ６　メタボと判定されたら、どうすればよいですか？

Ａ　結果によって医師、管理栄養士、保健師による保健指導が必要になります。
　　ただし、高血圧、高脂血症、糖尿病の治療中の方は受ける必要はありません。

・市民病院では、特定健診を実施しています。受診を希望される方は、事前に予約が必要です。
　受診される方は受診券、保険証をご持参ください。

市民病院４２２−１１１２　健康管理科（内線２０４５）へ

　４月から新しく始まった特定健康診査についてご説明しましょう。
　糖尿病等の生活習慣病、特にメタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）の予防
を目的に行う健康診査です。４０〜７４歳までの男性の２人に１人、女性は５人に１人が
メタボリックシンドロームか、その予備軍と言われています。
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■ 健康レシピ⑭「秋刀魚の大根おろし煮」
（栄養科）

　秋の味覚を代表するさんま。９月末〜１０月にかけて取れる近海ものが最も良質と言われています。食
欲の秋に、旬のさんまを美味しくいただきましょう。

【作り方】
①さんまは頭を落とし、４〜５ｃｍの筒切りにしてバットに入れ、Aにしばらく漬け込む。
②いんげんは下ゆでして半分に切り、しめじは小房に分ける。
③①のさんまに片栗粉をまぶし、１８０℃に熱した油でカラッと揚げ、油をきる。
④鍋にBを煮立て、しめじを入れて少し煮、③のさんまと②のいんげんを加えてひと煮する。
⑤仕上げに大根おろしを加えてさっと煮てから器に盛り、小口切りにしたねぎを散らす。

【栄養メモ】
　さんまの油は不飽和脂肪酸であるEPA・DHAを豊富に含みます。EPAは血液をサラサラにする作
用があり、DHAは悪玉コレステロールを下げる作用があるため、動脈硬化・心筋梗塞・脳卒中・高
血圧といった生活習慣病を予防します。また、DHAは脳の機能を高める働きもあり、学習能力や記
憶能力にも影響を与えます。
　必須アミノ酸をバランスよく含んだ良質のタンパク質や貧血防止に効果のある鉄分、粘膜を丈夫に
するビタミンＡ、また骨や歯の健康に欠かせないカルシウムとその吸収を助けるビタミンＤも多く含
んでいます。
　調理方法は、塩焼きや蒲焼、お刺身などいろいろな美味しい食べ方があります。まさに身近でリー
ズナブルなすばらしい食品といえます。

【上手な選び方】
　背中が厚くて丸みがあり、口先が黄色く、目の周りが透明で澄んでいるものを選びましょう（新鮮
で油がのっています！）

【材料（4人分）】

■さんま
■いんげん
■しめじ
■片栗粉
■揚げ油
■大根（おろす）
■葱

４尾
12本
100ｇ
適宜
適宜
200ｇ
４本

　・コンソメスープの素
　・水
　・みりん 
　・しょうゆ
　・赤唐辛子

２個
２カップ

大さじ２杯
小さじ４杯

１本

　・コンソメスープの素
　・酒
　・おろし生姜

１個
 大さじ２杯
小さじ２杯

B

A
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民謡演奏会 消防操法大会

日時：１０月１４日（火）〜１６日（木）
１４日（火）南病棟、１５日（水）３階デ
イルーム、１６日（木）６階デイルー
ムにて、１０：１５から実演を行いま
すので、ぜひ
見学におこし
ください。

　民謡「綾の会」による演奏会が9月１6日（火）に当
院講堂にて行われました。三味線と太鼓の音色と、全
国大会１位の実績をもつ歌い手の美声に誘われて、多
くの入院患者さんが演奏と歌声を堪能されました。ま
た、当院の美声自慢（？）の看護師による職員民謡会
「ムガシルク」による歌声も披露されました。普段の
白衣姿と違った面
立ちを見て、患者
さんの顔もほころ
んでいました。会
場全体が楽しい雰
囲気につつまれた
ひとときでした。

　自衛消防隊　消防操法大会が9月３日（水）に富山
県消防学校で行われました。
　消火栓の操作や作業時間のタイムを競い合う大会
で、当院からは、屋内消火栓の部に男子の部1チーム
と女子の部１チームがそれぞれ出場しました。
　当日は、朝から曇り空で開会したものの、突然の豪
雨にみまわれ、その中で市民病院チームは懸命に頑張
りましたが、男女とも惜しくも入賞なりませんでした。
　住民の防災意識が
高まる中、当院でも
自衛消防訓練を毎年
行っており、患者さ
んの安心と施設や周
辺住民の安全を守る
ためにも日々努力し
ていきます。

　栄養科では、食事サービスの一環として、「そば打ち実演」を開催します。職人の本格的なそば打ち

を鑑賞しながら楽しんで頂きたいと思っております。入院患者様には昼食時に打ちたてのそばをお出

ししたいと思います。

すばらしい歌声と音
色が会場に響きわた
ります

「ムガシルク」の歌声に合わせて、
観客からも歌声が！
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ボランティア・エッセイ45 病院ボランティア　石森　貞夫

『有 言 実 行』
■新聞の号外を手に入院患者さんは、
「北島選手涙の快泳・勝負の鬼・全身
鍛え後半加速」金メダルの速報に興奮
気味でした。第２９回夏季五輪北京大会
は、１７日間にわたる祭典が終了しまし
た。今大会は東京・ソウル・中国とア
ジア３都市目の開催で、２０４の国から
１万６千人参加して、開催国の中国は
１００個のメダルを獲得し、世界一になっ
たが、日本はアテネ五輪より下回り
（３７から２５）、本大会は技術面では４３
の世界記録が生まれるレベルの高い大
会となり、日本勢では北島康介選手の
活躍が印象的で、なぜ北島はこんなに
も強いのか、「夢をはじめよう」と５
度の世界記録の樹立、アテネから北京
まで２つの金メダルは、数々の故障・
アクシデントを乗り越えての復活から、
５歳で水泳に出会い今日までの偉業は
「有言実行」の座有名の如く、彼は日
本全国に感動と夢を与えてくれました。

▼「平和と人類の融合」のテーマで
２００８年大会は、驚異的な記録が競泳史
上初の８冠達成した米国のマイケル、
平泳ぎで２大会連続２冠に輝いた北島
康介、陸上百㍍と二百㍍での世界新を
出したジャマイカの新星ウサイン、ソ
フトボールでは悲願の金メダルを、感
動を与えた上野由岐子選手の気迫の３
連投は「夢は必ずかなう」という一念と
負けたくないという一心と、絶対世界
一になるという強い信念があり、初め
てボールを持った日から、１6年間この
日のために努力した結果でした。努力
は人を裏切らないという、自分が立て
た目標に向かって頑張った、続ければ
結果はついてくる、夢は必ずかなうと
いうソフトボールチームの人生訓でし
た。

★また柔道・レスリング・サッカーな
どで女子選手の健闘が光り、9個の
金メダルのうちアテネ大会に続く連覇
が７個を占めたことは、４年間世界の
トップレベルの力を維持できた各選手
の努力のお蔭です。ロンドン大会まで
には、若手の育成が課題となっており、

次世代の選手強化が急務とされていま
す。星野JAPANの野球は４位に終わ
り、韓国・キューバ・米国に一度も勝
てなかったのは、プロ野球選手の選考・
投手の先発と中継ぎ・押さえの順序な
ど反省点や短期間での練習成果が出な
かったなど、今後の対策が大切で、少
年野球選手の夢を育てて下さいね。

●期待のマラソンも野口・大崎選手が
事前の故障で棄権、直前のコンディ
ション管理や補欠選手の準備にも問題
点がなかったのか、見習うべきはケニ
ヤのワンジル選手は、日本で育てた天
性のスピードランナーは、６年間陸上
を学び「我慢」することを教わったと
いう新鋭は、スピードをだすのを我慢
し、スタミナ配分することがレースで
の勝利することを、暑さに耐えてス
ピードを爆発した、長距離大国ケニア
の金メダル悲願達成に「優勝したかっ
た、すごいことだ」との本人の談話を、
日本選手は肝に銘じましょうか。

■日本の陸上は惨敗したが、四百㍍リ
レーでの銅メダル獲得はバトンパス
の成果でしたが、自己ベストの記録を
出した選手が一人もなく、入賞はハン
マー投げが５位の室伏選手と男子５０キ
ロ競歩７位の山崎選手のみで残念でし
た。今後は世界のレベルに力負けしな
いように、技術力を高めていかなけれ
ば、日本陸上界は苦しい現状となると
の関係者の談話ですが、今後は我慢強
い高速マラソン選手の育成を目指して
下さい。

▼ともあれ「百年の夢」中国軍団の活
躍が目立った大会でした。スポーツ
を楽しむために一線に立つ選手は、体
力の回復維持と技術向上に工夫されて、
トップ選手を倒す努力を4年後のロン
ドン大会までに、時間があるので自か
らの力と技の進歩を、追求する努力を
お願いします。人々に感動と夢を与え、
歓喜の笑顔も失意の涙も「メダル至上
主義」にとらわれることなく、オリン
ピック憲章は“オリンピズムの根本原

則”で、フエアプレーの精神を忘れて
はなりません。皆んなで力を尽くして、
進歩するスポーツを求めて下さい。

★さて夏休みのひと時、孫とともに
「越中座２００８」公演を鑑賞、富山県出
身芸人（１３人余）が年に一度の笑いの
恩返しと銘打って、立川志の輔・柳家
さん生・三遊亭良楽師匠の円熟した古
典落語に、オリンピックテレビ疲れを
癒すお笑いの富山トリオ高原兄・仲八
郎・伊藤敏博のダジャレ漫談や歌唱あ
り、会場は大笑いで、アレマー玉井の
マジックに驚き、若い藤沢姉弟の明る
い元気な漫談に、５周年記念公演に時
を忘れて笑いました。「てるてる亭・
三遊亭良楽落語講座・CICお笑い演芸
大会」など落語を親しむ機会がありま
すので、ご夫婦・お友達で笑って下さ
い。この世は想うとおりにならないの
が当たり前、ストレス解消は笑いが一
番、暑い夏を忘れて秋に向かって挑戦
しましょう。

　当院で活躍されているボラン

ティアの方々や正面2階の壁面

で行っている「ふれあいギャラ

リー」に展示いただいている

方々との交流の場を持ち、また

感謝の意を表すため毎年開催し

ています。

　今年は11月4日（火）に開催を

予定しています。ボランティア

さんの活動内容の報告や感謝状

の贈呈、「緩和ケアとボランティ

ア」と題して緩和ケア科の板野

先生のミニ講演を予定していま

す。

　僅かな時間ですが、参加者全

員で楽しみたいと思っています。

ボランティア交流会
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■

■
●9月３日（水）：消防操法大会が行われ、当院から男女各１チームが参加し
ました。（p.６関連記事）

●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した。（p.６関連記事）

●9月２５日（木）：市民から応募いただいた委員によるモニター会議が開催さ
れました。（p.３関連記事）

●１０月８日（水）：自衛消防訓練が行われました。
●１０月１４日（火）〜１6日（木）：そば打ち実演が病棟で行われます。
　　（p.６関連記事）
●１０月２５日（土）：ふれあいセミナーが開催されます。今年のテーマは「肺が
んについて」です。興味のある方はぜひお越しください。　（p.２関連記事）

●１１月４日（火）：院内で活動されているボランティアの皆さんとの「ボラン
ティア交流会」が開催されます。　（p.７関連記事）

◎１０月３日（月）から１２月５日（金）までの予定

◎展示作品紹介
　●８月１日〜８月２２日
　　ハサミの切り絵「四季おりおり」（浅田臣枝さん）
　●８月２２日〜9月１２日
　　版画「英遠の会　作品展」（大窪渉さんら）
　●9月１２日〜１０月３日
　　切り絵「趣味を求めてパート３」（月見町切り絵の会）

期　　間 テ　ー　マ

１０月３日（金）〜
１０月２４日（金）

池田るみ子
絵画教室　ハガキ展 池田るみ子さん

１０月２４日（金）〜
１１月１４日（金）

富山生きる場センター作品展
「パソコンで書いた絵・習字」

富山生きる場
センター　　

１１月１４日（金）〜
１２月５日（金） 写真「京の紅葉　７」 中村　勇さん

Toyama City Hospital 
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富山市民病院の存在意義富山市民病院の存在意義

我々が何を大切にして行くかのキーワード我々が何を大切にして行くかのキーワード

将来どのような姿を目指すのか将来どのような姿を目指すのか

使命使命

価値観価値観

展望展望

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .MISSION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .MISSION

. . . . . . . . . .VALUE

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .VISION

私たちは医療を通して皆様の建康を守り、

　　　　　　　　豊かな地域づくりに貢献します。

私たちは医療を通して皆様の建康を守り、

　　　　　　　　豊かな地域づくりに貢献します。

地域から最も信頼される病院になる
地域医療の質向上を牽引する病院になる

地域医療情報ネットワーク構築の中心的役割を担う病院になる

地域から最も信頼される病院になる
地域医療の質向上を牽引する病院になる

地域医療情報ネットワーク構築の中心的役割を担う病院になる

●信 頼
●良 質
●思いやり
●つながり
●俊 敏

●信 頼
●良 質
●思いやり
●つながり
●俊 敏

安全・安心、満足、透明性
技術、知識、向上心、科学的
　　やさしさ、やすらぎ、おもてなし、親切
　　連携、チームワーク、わかりやすさ
迅速、効率的、的確
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ふれあいギャラリー：ハサミの切り絵
「四季おりおり」浅田　臣枝さん

ふれあいギャラリー：版画
「英遠の会」作品展


