
▷病院長からのメッセージ P.02　　▷病棟マップ＆診療科名 P.03　　▷特集　緩和ケア病棟開床 P.04
▷がん相談支援センターからのお知らせ P.06　　▷PET/CT健診Ｑ＆Ａ P.07　　▷経営改善 P.08　　▷食と健康のたより P.09　　
▷ボランティア・エッセイ P.10　　▷腎臓病教室のご案内 P.11　　▷ふれあいギャラリー P.11　　▷今月のイベントと院内の動き P.12

題字の「きよら」は病院の清潔なイメージや医療の透明性、そして心の美しさを
表し、柔らかでやさしい書体はやすらぎと信頼を表現しています。
題字の「きよら」は病院の清潔なイメージや医療の透明性、そして心の美しさを
表し、柔らかでやさしい書体はやすらぎと信頼を表現しています。

富山市民病院

2009年3･4･5月号

51
富山市民病院マガジン「きよら」

緩和ケア病棟開床　
•緩和ケアとは
•緩和ケア病棟と一般病棟の違いは
•緩和ケア病棟の相談は

富山市民病院マガジン「きよら」  No.51  2009. 3･4･5月号　

総編集長：病院長　泉良平
編 集 部：家城岩松・齋藤勝彦・石森貞夫・山岸節子・川口宏・荒木久美子・宮田真理子
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
　　　　　TEL０７６（４２２）１１１２　FAX０７６（４２２）１３７１
          http://www.tch.toyama.toyama.jp/ 

Toyama City Hospital Magazine

今月のイベントと院内の動き

▲

３月14日土・28日土
緩和ケアボランティア講習会（計４回）を開催しました。
大変多くの方々に参加いただきました。

▲

３月２日月
東病棟３階（小児病棟）でひなまつりを開きました。

▲

３月４日水 
自衛消防訓練を行いました。

▲

４月１日水 
20名の新任医師が着任しました。また、看護師29名、診療放射線技師１名、
理学療法師１名の新人が医療人として勤務を始めました。

▲

４月 
緩和ケア病棟開棟。

▲

５月14日木・15日金
平成21年度　ふれあい看護体験
小学生94名が参加予定です。

３月 ４月▲ ５月▲

•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。

Vision

展望「将来どのような姿を目指すのか」

•信頼 安全・安心、満足、透明性　•良質 技術、知識、向上心、科学的　•俊敏 迅速、効率的、的確
•思いやり やさしさ、やすらぎ、おもてなし、親切　•つながり 連携、チームワーク、わかりやすさ

Value

価値観「我々が何を大切にして行くかのキーワード」

•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。

Mission

使命「富山市民病院の存在意義」

富山市民病院の理念富山市民病院の理念
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　医療崩壊の原因が､ 医師・看護師不足、医療費抑

制であることをお知らせしました。政府は､ 医師不

足対策として医学生増加を決め､ また地域枠といわ

れる、出身県の学生が優先的に地方大学医学部に入

る制度も出来ました。しかし、医学生が一人前の医

師になるには１０年以上かかります。高齢者増加への

対策は必要ですが､ 現在の危機的状況の即効薬には

なりません。市民の皆さんには､ 地域医療が崩壊し

ないように、特に救急医療のあり方について一緒に

考えて頂きたいと思います。

　体調不良のとき､ すぐに治療を受けたいとき､ 救

急医療は提供されるべきです。しかし、救急であっ

ても､ 時間を競って治療しなければ命にかかわるも

のと､ 時間的な余裕があるものとがあります。腹膜

炎では緊急手術を行わないと命にかかわります。し

かし、胃腸炎などの軽症のものが多いのが実情です。

救急病院では､ 重症の方を優先して診療します。し

かし、多くの方が２次救急病院へこられることに

よって､ 重症の治療を行う救急病院の機能が、軽症

の方を診ることに人手をとられることで損なわれて

しまいます。比較的軽症と思われる方は､ かかりつ

け医や富山市救急医療センターを受診していただき、

医学的な判断をうけることで救急病院の混雑が避け

られます。

　医療崩壊の原因の多くは､ 病院の勤務医や看護師

の不足です。救急当番日には､ 当番医は一睡もしな

いで診療をすることがあります。富山市民病院は翌

日の勤務を免除していますが､ 入院患者さんの治療

が必要な場合には帰宅することが遅くなります。人

間の体力･気力には限界があります。専門的治療に

専念できれば､ 勤務医の負担は軽減されます。

　現在の富山市救急医療センターは昭和５３年に改築

されました。利用者は､ 平成１９年までの１０年間で約

５千人増えています。医療の進歩によって診断法が

進歩し、また皆さんの医療に対する考え方が変わっ

てきました。多くの方がＣＴなどの精密検査を希望

されます。これまで救急センターには機器がなく､

皆さんのご希望に添うために２次救急病院へ紹介し

てきました。その結果､ ２次救急病院で治療を受け

られる軽症の方が多くなっています。救急医療セン

ター機能の整備拡充が富山市救急医療整備構想委員

会で協議され､ 新しい救急医療センターを富山市民

病院敷地内に併設することになりました。病院併設

によってこれまでの救急センターではできなかった

検査を病院の医療機器を用いてできるようになり､

救急病院に紹介してきた軽症の方の診療を救急セン

ター内でおえることがでます。結果として､ 救急病

院の負担が減ります。

　時間内に診療を受けていただくことも､ 病院勤務

医の負担を減らすことになります。かかりつけ医の

診療を受けていただき､ 精密検査や治療が必要な場

合には､ 病院へ紹介していただくことで病院の診療

にかかる負担が減ります。効率的に医療を受けてい

ただくことで地域医療が守られます。兵庫県では､

病院から小児科医がいなくなろうかといったその時

に､ 母親が立ち上がり､ 軽症では夜間病院を受診し

ないよう運動し､ その結果医師は病院に残り地域医

療は崩壊しませんでした。医療は社会的共通資本で

あり､ 皆さんのものです。地域医療を崩壊させない

ために､ 皆さんのご理解とご協力を御願い致します。

地域が支える医療
　　（医療崩壊から医療再生へ）

Ryouhei Izumi
泉 　 良 平
病院長
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■ 特集 ■ 

■一般病棟及び南病棟の改修が終了しました
　平成17年度から３年間にわたって進めてきた、一般病棟及び南病棟の改修が終了しました。 

　工事期間中、患者さんやご家族、外来患者さんにご不便をお掛けいたしましたことにつきましてお詫び申し

上げます。

■新しい病棟編成の特徴とメリット
　新しい病棟編成の特徴は、疾病別、関連する

診療科間の連携が図りやすい病棟編成となって

います。

　患者さんにより分かりやすい医療の提供とプ

ライバシーの確保、同一の疾病に罹っておられ

る患者さんと同じ診療を受けることができる等、

患者さんの心理的負担の軽減につながることか

ら、近年病棟センター化が多くの医療機関で実

施されています。また、内科的治療と外科的な

治療が同一階の病棟で行われることになり、診

療科間の連携も可能となるなどのメリットがあ

ります。

呼吸器科

消化器科

循環器科

胸部・血管外科

ひ尿器科

放射線科

呼吸器内科

消化器内科

循環器内科

内分泌代謝内科※

透析内科※

腫瘍内科※

緩和ケア内科※

病理診断科※

救急科※

※は、新たに標榜した科名

　平成20年４月の医療法の改正によって診療科名の見直しがされ、市民病院が持つ診療機能をより分かりやす

くするため、21年４月から次の診療科に新設・変更しました。

消化器外科

乳腺外科※

呼吸器・血管外科※

放射線治療科　　　

放射線診断科

ペインクリニック内科※

変 更 前 変 更 後

診療科名の一部を変更しました診療科名の一部を変更しました

MAP

８階

呼吸器・血管外科　精神科 
産婦人科　　　　健康科  
皮膚科　　　　　泌尿器科  
耳鼻科　　　　　形成  
小児科　　　　　眼科  

医局　　　　講堂 
図書室　　　集団指導室 

整形外科　　　内視鏡内科  
外科　　　　　内科  
脳外科　　　　救急科  

玄関ホール　　総合窓口
薬局　　　　　医事課 
ふれあい地域医療センター

７階

６階

５階

４階

３階

２階

１階

３階

１階

精神科

緩和ケア小児科

内科（消化器）

脳神経外科・
内科（神経）

産婦人科

外科

内科（循環器）

整形外科

内科
（血液・呼吸器）

外来化学療法室
研修室

事務局 ２階

西病棟

外来診療棟

東病棟

南病棟

耳鼻・眼科・
皮膚・麻酔科・
歯科・内科（腎）

泌尿器・形成・
呼吸器外科・
内科（腎臓）

亜急性期内科
（内分泌）

管理部門

売店、食堂
院内保育所
理髪店

放射線科　　　透析科　　　感染症病棟 
ＣＴスキャン・ＭＲＩ      
精神ディケア、リハビリ、腫瘍内科      

活動療法
ＯＴホール

ＩＣＵ（集中治療室）
ＨＣＵ（ハイケアユニット）

検査部・手術滅菌部
麻酔科  

病 棟 マ ッ プ
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■ 特集 ■ 

　緩和ケア病棟が完成し、４月13日（月）富
山市医師会長、県看護協会長などのご出席をい
ただき開床式が行われました。スタッフの準備
期間を経て、４月21日（火）から患者さんの
受入れを始めました。

　緩和ケアとは、生命を脅かす疾患による問題に直面している患者とその家族に対して、疾患の早期より

痛み、身体的問題、心理社会的問題、スピリチュアルな（霊的な・魂の）問題に関してきちんとした評価

をおこない、それが障害とならないように予防したり対処したりすることで、クオリティー・オブ・ライ

フ（生活の質、生命の質）を改善するためのアプローチである。 ＷＨＯ（世界保健機関）の緩和ケアの定義

緩和ケア病棟とは緩和ケア病棟とは

緩和ケア病棟が
オープンしました。
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■ 特集 ■ 

　緩和ケアの専門の医師や看護師のほか、薬剤師、

ソーシャルワーカーなどがチームを組んで、患者さ

んとご家族の援助を行います。

　また、心のつらさに対応する精神科医、心理療法

士がきめ細かくサポートします。

　病室は個室が多く、ご家族が患者さんのそばで宿

泊できるソファーベッドなどを備えています。ま

た、ご家族が休息するための家族室、患者さんやご

家族のために簡単な料理ができるキッチン、ご家族

が入浴できるお風呂などもあります。

　検査のためだけに病室から出るのではなく、自宅

におられるように、何の目的もなくダイニングルー

ムへ、リビングルームへ、屋上庭園へと自然に散歩

することもできます。

　他の患者さんやご家族への迷惑をかけなければ、

原則自由にお過ごしいただけます。

　がんという病気になられた時、全ての患者さんがこの緩和ケア病棟へ入院しなければならないということは

ありません。「最後まで病気と闘いたい」と思われる患者さんとそのご家族がおられます。また、「もう、つら

い治療はいい、静かな所、自宅で過ごしたい」と思われる方もいらっしゃいます。

　緩和ケアは、自分らしさを保つことや生活スタイルの確保など、患者さんの生活が保たれるように医学的な

側面ばかりでなく、幅広く対応します。

　緩和ケア病棟では、体のつらい症状や心のつらさ、苦しみを和らげることが重要な治療として位置づけられ、

患者さんの痛み、その他の不快な症状をできるだけ緩和します。また、患者さんとご家族の希望に出来る限り

寄り添えるように、ケアを提供し続けるところです。

緩和ケア病棟の相談は…
緩和ケア病棟への入院には、事前に緩和ケア病棟入院相談が必要となります。

詳しくは、主治医の先生、病棟スタッフにおたずね下さい。

ご家族が過ごしやすい設備に
なっています。 お過ごし方は原則自由です。

体と心の苦痛緩和に力をそそぎます。 患者さんやご家族がくつろげる
デイルームや庭園などがあります。

緩和ケア病棟と一般病棟の違いは緩和ケア病棟と一般病棟の違いは

デイルーム 病室



先端の医療機器を用いて、一度全身をトータルに検査してみませんか。ご希望の方は…

市民病院　☎422‐1112　健康管理科（内線2045）へ

Q1 どんなことをするのですか。
PET/CT検査は、放射性薬剤を体内に入れ、
各臓器の細胞への吸収状況をカメラで撮影
するもので、着衣のままで全身を一度に検
査できます。

A
Q2 何がわかるのですか。

がん細胞は正常な細胞と比べて薬剤を多く
吸収するので、PET/CT検査により、小さ
ながんも発見されやすくなります。

A

Q3 時間はどのくらいかかりますか。
全体で約４時間程度です。問診や身体測定
後、薬が体内に取り込まれるまで約１時間
安静にします。撮影時間は30分程度で、検
査終了後40分程休みます。

A
Q4 放射性薬剤は身体に危険ではありませんか。

PET/CTで使用する放射性薬剤は、身体の中に
入れることを前提に製造されていますので、残留
性の高いものは使用されません。短時間で体内
から消失するため人体への影響はありません。

A

Q5 どこでするのですか。
当院と、とやまＰＥＴ画像診断センター（富
山市蜷川373　富山県健康増進センター西
隣）で検査します。移動はタクシーで送迎し
ます。

A

Q7 費用はいくらかかりますか。検査項目は。
男性　140,700円（ホテル宿泊代・夕食代・税込）
女性　153,300円（　　　　　　〃　　　　　　）

A

Q6 PET/CTだけで全ての“がん”がわかりますか。

残念ながら、全てのがんがわかるわけではあり
ません。PET/CT検査が不得意とするがんがあ
ります。その弱点を補うために、胃カメラ・大腸カ
メラを含んだ“がんドック”としています。

A

PET/CTがんドックって？PET/CTがんドックって？

問診・身体測定・診察・胸部レントゲン検査
PET/CT検査（PETセンターにて）

血液検査（一般項目・腫瘍マーカー）
胸部・腹部CT
上部内視鏡検査・S状結腸内視鏡検査
マンモグラフィー・子宮検査（女性のみ）

日　程

１日目

２日目

検　　査　　項　　目

成人の３人に１人が、がんで死亡する時代です。

がんの治療は、早期発見が第一です。

市民病院では、とやまＰＥＴ画像センターのＰＥＴ/ＣＴ検査を

用いたPET/CTがんドック（１泊２日）をスタートしました。

ＰＥＴとは英語のPositron Emission Tomographyの

頭文字をとったもので、陽電子放射断層撮影装置と呼ばれています。

トモグラフィーポジトロン エミッション

成人の３人に１人が、がんで死亡する時代です。

がんの治療は、早期発見が第一です。

市民病院では、とやまＰＥＴ画像センターのＰＥＴ/ＣＴ検査を

用いたPET/CTがんドック（１泊２日）をスタートしました。

ＰＥＴとは英語のPositron Emission Tomographyの

頭文字をとったもので、陽電子放射断層撮影装置と呼ばれています。

トモグラフィーポジトロン エミッション

　自宅での療養生活を快適にするポイントとして、次の３点

を心がけるようにしましょう。まず、過ごしやすい部屋や使い

やすい福祉用具を準備しましょう。患者さんやご家族にとっ

ては、心地よい環境を整えることは大切です。２点目に、家族

以外の人手を確保しましょう。ご家族だけでお世話をする

と、精神的につらくなることがあります。介護支援専門員や

病院の相談員に相談しましょう。３点目に、気持ちにゆとり

をもちましょう。がん治療は長期にわたることも予想される

ため、気持ちのゆとりを持つことが大切と言われています。

頑張りすぎない、自分の時間を持つ、などを心がけましょう。

がん相談支援センター相談員　塩澤　まゆみ

　がん相談支援センターでは、昨年から今年にかけて「がん患者・家族のための講座」を開催しました。がん
医療を取り巻く状況は変化し、通院で治療を継続する方や終末期を自宅で過ごされる方も増えてきました。今
回は講座の中から「在宅で受けられる医療・生活支援サービス」についてお知らせいたします。

がん相談支援センターからのお知らせがん相談支援センターからのお知らせ

★療養のポイント

　ご説明した内容は、医療保険や介護保険でご利用できます。療養に関しては、
当院がん相談支援センター(ふれあい地域医療センター内)、またはお近くの地域
包括支援センターにご相談ください。

富山市民病院マガジン「きよら」51号 

■ お知らせ ■ 

❶往診と訪問診療
　ご自宅で療養される場合、通院が困難な方には、
医師が定期的に診療に訪れる訪問診療があります。
身体がつらい時に患者さんのご希望に応じて診療に
訪れるのは往診です。いずれの場合も、突然診療所
等へお願いするのは困難です。現在受療されている
主治医、もしくは相談員にご相談ください。

❷訪問看護
　看護師が全身状態のチェックや身体の清潔援助、
本人・ご家族へのアドバイスなど、様々な援助を行
ないます。

❸訪問介護（ホームヘルプサービス）
　ホームヘルパーが訪問し、身体介護や生活援助を
行ないます。主な内容としては、食事・入浴・排泄
などのお世話、調理や買い物などの家事援助などが
あります。

❹通所介護・通所リハビリテーション
　地域の施設や医療機関で食事や入浴、機能訓練を
日帰りで受けることが可能です。

❺訪問入浴介護
　ご自宅で入浴の介助を行なうサービスです。浴槽
を組み立てて入浴しますので、苦痛のある方も入浴
が可能な場合があります。

❻訪問リハビリテーション
　リハビリの専門スタッフが自宅へ訪問し、リハビ
リを行ないます。症状に応じて、苦痛の少ない移動
方法などを指導いたします。

❼福祉用具の貸し出し
　車椅子及び車椅子付属品・特殊寝台及び特殊寝台
付属品などが対象となります。

❽福祉用具の購入
　腰掛便座・特殊尿器・入浴補助用具などが対象と
なります。

❾住宅改修
　生活環境を整えるための小規模な住宅改修が可能
です。
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先端の医療機器を用いて、一度全身をトータルに検査してみませんか。ご希望の方は…

市民病院　☎422‐1112　健康管理科（内線2045）へ

Q1 どんなことをするのですか。
PET/CT検査は、放射性薬剤を体内に入れ、
各臓器の細胞への吸収状況をカメラで撮影
するもので、着衣のままで全身を一度に検
査できます。

A
Q2 何がわかるのですか。

がん細胞は正常な細胞と比べて薬剤を多く
吸収するので、PET/CT検査により、小さ
ながんも発見されやすくなります。

A

Q3 時間はどのくらいかかりますか。
全体で約４時間程度です。問診や身体測定
後、薬が体内に取り込まれるまで約１時間
安静にします。撮影時間は30分程度で、検
査終了後40分程休みます。

A
Q4 放射性薬剤は身体に危険ではありませんか。

PET/CTで使用する放射性薬剤は、身体の中に
入れることを前提に製造されていますので、残留
性の高いものは使用されません。短時間で体内
から消失するため人体への影響はありません。

A

Q5 どこでするのですか。
当院と、とやまＰＥＴ画像診断センター（富
山市蜷川373　富山県健康増進センター西
隣）で検査します。移動はタクシーで送迎し
ます。

A

Q7 費用はいくらかかりますか。検査項目は。
男性　140,700円（ホテル宿泊代・夕食代・税込）
女性　153,300円（　　　　　　〃　　　　　　）

A

Q6 PET/CTだけで全ての“がん”がわかりますか。

残念ながら、全てのがんがわかるわけではあり
ません。PET/CT検査が不得意とするがんがあ
ります。その弱点を補うために、胃カメラ・大腸カ
メラを含んだ“がんドック”としています。

A

PET/CTがんドックって？PET/CTがんドックって？

問診・身体測定・診察・胸部レントゲン検査
PET/CT検査（PETセンターにて）

血液検査（一般項目・腫瘍マーカー）
胸部・腹部CT
上部内視鏡検査・S状結腸内視鏡検査
マンモグラフィー・子宮検査（女性のみ）

日　程

１日目

２日目

検　　査　　項　　目

成人の３人に１人が、がんで死亡する時代です。

がんの治療は、早期発見が第一です。

市民病院では、とやまＰＥＴ画像センターのＰＥＴ/ＣＴ検査を

用いたPET/CTがんドック（１泊２日）をスタートしました。

ＰＥＴとは英語のPositron Emission Tomographyの

頭文字をとったもので、陽電子放射断層撮影装置と呼ばれています。

トモグラフィーポジトロン エミッション

成人の３人に１人が、がんで死亡する時代です。

がんの治療は、早期発見が第一です。

市民病院では、とやまＰＥＴ画像センターのＰＥＴ/ＣＴ検査を

用いたPET/CTがんドック（１泊２日）をスタートしました。

ＰＥＴとは英語のPositron Emission Tomographyの

頭文字をとったもので、陽電子放射断層撮影装置と呼ばれています。

トモグラフィーポジトロン エミッション

　自宅での療養生活を快適にするポイントとして、次の３点

を心がけるようにしましょう。まず、過ごしやすい部屋や使い

やすい福祉用具を準備しましょう。患者さんやご家族にとっ

ては、心地よい環境を整えることは大切です。２点目に、家族

以外の人手を確保しましょう。ご家族だけでお世話をする

と、精神的につらくなることがあります。介護支援専門員や

病院の相談員に相談しましょう。３点目に、気持ちにゆとり

をもちましょう。がん治療は長期にわたることも予想される

ため、気持ちのゆとりを持つことが大切と言われています。

頑張りすぎない、自分の時間を持つ、などを心がけましょう。

がん相談支援センター相談員　塩澤　まゆみ

　がん相談支援センターでは、昨年から今年にかけて「がん患者・家族のための講座」を開催しました。がん
医療を取り巻く状況は変化し、通院で治療を継続する方や終末期を自宅で過ごされる方も増えてきました。今
回は講座の中から「在宅で受けられる医療・生活支援サービス」についてお知らせいたします。

がん相談支援センターからのお知らせがん相談支援センターからのお知らせ

★療養のポイント

　ご説明した内容は、医療保険や介護保険でご利用できます。療養に関しては、
当院がん相談支援センター(ふれあい地域医療センター内)、またはお近くの地域
包括支援センターにご相談ください。
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■ お知らせ ■ 

富山市民病院マガジン「きよら」51号 

お問い合わせ先…富山市中心市街地活性化推進室　TEL ４４３－２０５４

計画の概要
■ 計画の期間　平成21年度から平成23年度までの 3年間
■ 経営改善計画の点検及び評価
　・実績検討会議を３ヶ月ごとに開催し、各部門が設定した目標、計画を確実に達成するため、部署ご
　　との目標と実績の達成状況、課題と対策について点検する。
　・外部の有識者を交えた経営改善委員会を年１回程度開催し、実績の評価、助言、指導を行い、その
　　結果を公表します。

　第 4回富山市民病院経営改善委員会が平成21年２月27日㈮に開催されました。
これまでの審議経過は、次のとおりです。

　従来から富山市にお住まいの65歳以上の方に利用されてきた

「おでかけ定期券」。中心市街地へでかけるのに利用されて
いますが、平成21年４月１日から富山市民病院へ来院するのに

「富山市民病院」 「富山市民病院前」 「富山市民病院口」
の3箇所のバス停でも利用できることになりました。ぜひご利用

ください。

「市民病院」への来院にご利用できます。…

　昨年12月の委員会では、経営改善計画策定の基本方針、経営改善計画の骨子（案）や経営改善計画を
進める各科の目標と実施計画について審議されました。
　第４回の委員会では、前回の委員会で指摘された内容についてさらに検討を加え、策定した経営改善
計画書（案）について審議がなされ了承されました。
　その結果、平成21年３月19日㈭に、富山市民病院経営改善計画が金子委員長から市長へ答申されました。
　今後、当院の基本理念　「医療を通して皆様の健康を守り、豊かな地域づくりに貢献する」ため、こ
の計画に基づいて、職員が一丸となって取り組んでまいります。

経営改善委員会開催日 審　議　内　容　等

・市民病院の現状の報告
・今後の策定スケジュール

第４回経営改善委員会
（平成21年２月27日）

第３回経営改善委員会
（平成20年12月17日）

第２回経営改善委員会
（平成20年９月19日）

第１回経営改善委員会
（平成20年７月９日）

・第１回中間分析の報告
・中間報告（案）の審議

・第２回分析の報告
・経営改善計画の分析結果に基づく骨子の作成・審議

・経営改善計画（案）の審議
・経営改善委員会委員意見書の審議

第４回富山市民病院経営改善委員会が開催されました。第４回富山市民病院経営改善委員会が開催されました。
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栄養科

食と健康の
たより

作り方

「キャベツ」
３月～４月には「春キャベツ」が登場します。

春キャベツは巻きがゆるく、内部まで黄緑色を

しているのが特徴です。葉が柔らかく、

みずみずしいので、サラダなどの生食用に

するのが良いでしょう。

上手な選び方上手な選び方

春キャベツのサラダ

ボウルに牛乳・酢・レモ
ン汁を入れてよく混ぜ、
10分ほど置いておく。

ボウルの中に野菜を入
れてよく和え、冷蔵庫で
冷やしてできあがり。

キャベツはビタミンＣやビタミンＵ（キャベジン）が豊富に含

まれており、風邪の予防、胃潰瘍・十二指腸潰瘍の予防に効果

があるといわれています。どちらも熱に弱いので、加熱するときはさっと短時

間で。また、水にも溶けやすいので、千切りなど生で食べるときは水にさらし

すぎないほうが良いでしょう。スープなど汁ごととれる料理もおすすめです。

栄養メモ
キャベツをたくさん食べたい
ときにぴったりの料理です。お
好みでマヨネーズの量を加減
したり、チーズやマスタード、
コーン缶などを加えるなどし
てみてもよいでしょう。

①のボウルに残りの調味料（マヨネーズ、砂糖、
塩・こしょう）を入れて、ドレッシングを作る。

キャベツは千切りにし、１cmの長さにする。
にんじんはキャベツの大きさに合わせて切り、
たまねぎはみじん切りにし、水にさらしておく。 

21

34

●キャベツ………
●にんじん…………
●たまねぎ………
●牛乳……………
●酢……………　
●レモン汁……
●マヨネーズ…　
●砂糖…………　
●塩こしょう………

材料（４人分）
1/2個
１本
1/4個
50cc

大さじ１
小さじ４
大さじ４
大さじ２

少々

　春キャベツは巻きがやわらかで弾力があるものが良い品です。上部に割れ目が入っていたり、根元の切り

口が割れていたりするものは、古くなったキャベツです。根元の切り口が新しいものを選ぶようにしましょう。
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○月×日　「おっちゃん、今
度の富山行きは何時かな」と

問い合わせがあり、顔なじみの患者
さんが、何時ものように帰宅されま
す。地鉄のバス時刻一覧表がありま
すが、各方面の停留場からの案内が
あり、病院前・病院口・構内と３箇
所の各々の時刻が表示されているの
で、富山行きの今の時刻が、初めて
の方には親切なようで、かえって分
かりにくい表示板ですから、構内に
乗り入れのバス時刻を、説明します。
９時から午後４時過ぎまでに、４８本
の左右交互のバスが往復進入するの
でしょうか、老人には親切でかえっ
て表示そのものが分かりにくい。

○月×日　「会計での支払い
計算が遅い」と大声でドナル

お父さんあり、短気な性格の人でしょ
うか、玄関口でもお連れの方に足が
遅いと、苦情を言い、バス停でも時
間どうりに来ないとストレスがあるよ
うな大声で、周囲の人々が迷惑そう
に、対応の事務職員も低頭そのもの
で、病院の玄関をでるまで、見送っ
ていました。時々病院のお客さんに
は、そうゆう人が来院することが、こ
れから春になるとありますね。

○月×日　昼近く院内の診察
を終えられた老人男性が、連

れのお母さんが所要の隙に、カバン
を持ったまま所在が分からなくなり
ました。計算窓口での待ち合わせが
約束されていましたが、多少の痴呆
があるとの事で、総合案内の婦長さ
んらと院内の心当たりを、探しまし
たが不明です。家族の人も心配して、
携帯で連絡をとりながら、今泉交番
にもお願いして捜査をしました。や
がて４１号線のガソリンスタンドから
の連絡があり、歩いて自宅の方へ天

気が良いので一人で、散歩気分だっ
たのでしょうか。

○月×日　１０時 頃にデイ
サービスの車両が構内に「コ

クエイ」「ライフサービス」「ひまわ
り」の３台が玄関前に駐車中、そこ
え救急車が進入、自家用車もあり、
一時は騒然となる。併せて第一駐車
場も進入口で列を作り、係りの人が、
指示に大変でした。時には２～３台
の救急車が同時に来院することもあ
り、駐車整理の係員は、事故のない
ように大わらわですね。

○月×日　気持ちの良い日
に、入院患者さんがタクシー

を予約されます。近くの宝くじ売り
場迄、一億円が良く出ると評判の場
所へと、ロト６・年末ジャンボ宝く
じを買いに元気よくでかける。夢は
大きく、明るい希望の年になるよう
にお互いに、祈りましょう。

○月×日　院内のコピー利用
に便宜がないものかと、お客

さんが係りの人に聞いていました。
規定でサービスは出来ないとのこと
ですが、初診窓口の奥に１台、薬の
ファックスコーナーに１台、ふれあ
い窓口に１台ありますが、１枚２０円
出すとの利用者の申し出も、困難な
ようでした。売店にもコピー機は無
いので、何か使用方法はないもので
しょうか。生命保険の書類に保険証
の利用があり、関係書類も複写が必
要ですから、コイン式のコピー機が
あれば、利用者が遠慮なく使用でき
ると思います。

○月×日　昨日に救急車で来
た患者さん、今日もまた具合

が悪いと、タクシーから車椅子の要
請があり、内科へ案内する。顔色が
よくなく、血便だとかで神経質気味
ですが、あまり心配することなく、
検査を受けて下さいと激励する。帰
りにまたタクシーで送るが、元気な
様子で安心しましたが、再度の来院
があり、調子が良いようで入院する
ことなく、通院されています。

○月×日　食堂横の部屋が
「休憩室」になり、前のコン

ビニで飲み物や弁当を買って、気兼
ねなく休めるので、利用者にとって
大変好評ですね。皆さんの憩いの場
となるように、テレビなど設置して、
自動販売機もある、明るい部屋にし
ましょう。

○月×日　夜勤当番の人が、
心無い人の為に大変迷惑な話

です。救急外来は混雑して、玄関前
に勝手に不法駐車された方があり、
第一駐車場に移動をお願いしました
が、係員の指示に不満を言って「お
前は何者だ」と大声で上司を呼べと、
対応に迷惑な言葉ずかいで、夜間の
忙しい時間帯に、困っておられまし
た。診察には多少の時間がかかり、
ストレスになったのでしょうか。文
句をゆう他人ほど処置のしようがあ
りませんと、低頭の係員が苦慮され
た談話でした。

○月×日　「荷物を預かる
ロッカーはありませんか」と

タクシーから下車された方が、大き
なトランクを提げたまま、よくきか
れますが、駅にあるような、コイン
式の設置場所が必要です。入院患者
さんも時々、一時預かりを希望され
ます。入退院口や玄関横にあれば便
利です。

○月×日　これからは雨の季
節になると、傘立ての利用が

多くなり、１００円硬貨式も器具が古
くなり、また老人が多いので、自分
の傘がわからなくなり、他人の傘を
持って行く人がありトラブルがある
ので、傘立ての増加を検討下さいと、
利用者からのお願いでした。

○月×日　構内バス停でよく
時間を聞かれますが、「今何

時ですか」周囲には時刻を表示する
時計が無いので、バス時刻の表示板
上に時計があれば、お年寄りには便
利でしょうね。デジタル式に電光掲
示版が欲しいです。地鉄にお願いし
て下さいね、との要望でした。
	 以上

富山市民病院マガジン「きよら」51号 

■ 連載 ■ 

石　森　貞　夫病院ボランティア

vol.48
「活動日誌」より
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ご案内

２月６日～２月27日
写真展「蜃気楼」
魚津蜃気楼研究会

２月27日～３月19日
写真展「北アルプスの山」
田村　操

３月19日～４月９日
押し花「押し花 海藻展」
柴山れい子

「槍ヶ岳」【写真】
      　　田　村　　操

「押し花 海藻展」
      　　柴山　れい子

「蜃気楼」【写真】
      魚津蜃気楼研究会

•15月20日（水）14：30～16：30
• 9月16日（水）14：30～16：30
•11月18日（水）14：30～16：30
•  2月17日（水）14：30～16：30

当院３階集団指導室
参加を希望される方は、内科外来または
病棟へお尋ねください。

慢性腎臓病の栄養食事指導・生活指導を通して、透析導入ま
での期間遅延や生活向上と患者・家族の交流を図る場とする。

当院を受診されている外来・入院患者とその家族

•医師……………………………病気について
•臨床検査技師…………………検査について
•管理栄養士……………………食事について
•薬剤師…………………………薬について
•看護師…………………………日常生活について
•医事課職員……………………医療費について

腎臓病教室のご案内
目　　的１

日　　時４

場　　所５
対 象 者２

教室内容３

テ　ー　マ 氏　名期　　間２
月
27
日
㈮
か
ら

　

６
月
12
日
㈮
ま
で
の
予
定

写真展「北アルプスの山」

押し花アート

写真「とやま市内の滝」

押し花アート

シャードボックス

田村　　操

柴山れい子

吉田　辰義

竹林　益子

高橋ヤスコ

２月27日（金）～
３月19日（木）　　　　　
３月19日（木）～
４月９日（木）

５月22日（金）～
６月12日（金）～

５月１日（金）～
５月22日（金）

４月19日（日）～
５月１日（金）

「押し花海草展」

「第５回押し花サークル花フレンド押し花」
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今月のイベントと院内の動き

▲

３月14日土・28日土
緩和ケアボランティア講習会（計４回）を開催しました。
大変多くの方々に参加いただきました。

▲

３月２日月
東病棟３階（小児病棟）でひなまつりを開きました。

▲

３月４日水 
自衛消防訓練を行いました。

▲

４月１日水 
20名の新任医師が着任しました。また、看護師29名、診療放射線技師１名、
理学療法師１名の新人が医療人として勤務を始めました。

▲

４月 
緩和ケア病棟開棟。

▲

５月14日木・15日金
平成21年度　ふれあい看護体験
小学生94名が参加予定です。

３月 ４月▲ ５月▲

•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。

Vision

展望「将来どのような姿を目指すのか」

•信頼 安全・安心、満足、透明性　•良質 技術、知識、向上心、科学的　•俊敏 迅速、効率的、的確
•思いやり やさしさ、やすらぎ、おもてなし、親切　•つながり 連携、チームワーク、わかりやすさ

Value

価値観「我々が何を大切にして行くかのキーワード」

•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。

Mission

使命「富山市民病院の存在意義」

富山市民病院の理念富山市民病院の理念


