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今月のイベントと院内の動き

▲

６月26日金
ゴミゼロ運動を開催しました。
大変多くの方々にご参加いただきました。

▲

７月３日金
オラ・ナニ・アロハフラサークル
フラダンスで気分もリフレッシュ。楽しいひとときを過ごしました。

▲

７月６日月～７月１０日金
14歳の挑戦が行なわれました。

▲

７月７日火・２１日火
高校生一日看護見学を行ないました。

６月 ７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

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。



　日本では医療崩壊がすすみ、医療を提供する体制

が格段に悪くなってきました。医療崩壊の原因は医

療費だけではなく､ 医療スタッフの配置にも問題が

あります。日本の医師は人口千人あたりでは2.0人

にしか過ぎず､ OECDの平均医師数3.0人に及びま

せん。しかし、世界の医療をリードするアメリカの

医師数は2.4人です。日本より医師数は多いのです

が､ 有り余る医師が働いているわけではありません。

　皆さんは､ ERというテレビドラマを見たことが

あるでしょうか。救急医療室（ER）での患者さん

の人間模様やスタッフの感情などが交えられている

興味深いドラマです。そして、皆さんは､ ERで働

いているスタッフがとても多いことに気付かれたで

しょうか。多くの医療スタッフが役割を守って医療

を行っています。

　私はかつて､ 肝臓移植の研究のためにアメリカの

ピッツバーグ大学を訪れました。手術では4時間お

きに看護師が交代し､ 責任医師以外の医師も交代し

ます。外来では､ 医療クラークと呼ばれる事務職が

医師と患者との会話を記録しカルテを作成します。

手術記録も作成し､ 効率よく医師の技能を発揮させ

るシステムが整っています。昨年4月からようやく

日本でもクラークが認められるようになり、富山市

民病院では９名のクラークが働いています。

「ナースプラクテイショナー」とよばれるアメリカ

の看護師は、患者さんの病歴を聞き､ 医師の診察が

不要と思われる病気では処方箋を出します。風邪な

どの軽い病気や、自宅療養患者さんの治療を看護師

自身の判断で行います。全ての医療行為の指示が医

師から出される日本のシステムとは異なり､ 米国で

は、より重症の場合に医師が治療をします。

　 そ の 他 に､ 日 本 に は い な いphysician assistant

（PA）とよばれる医療職がいます。手術の手伝い

をし、手術後の患者さんの管理を行います。日本で

は医師しか行えない胸腔穿刺とよばれる胸水を抜く

ための針を挿入することもします。日本では､ この

行為は医師にしか許されません。ある心臓外科では、

数名の医師にPA10数名が手伝いをし､ 医師は難し

い手術に専念できるシステムが出来ています。簡単

な医療手技でも､ その殆どを医師が行っている日本

では多くの患者さんを診療出来ません。医師を増や

すだけではなく､ 医師の手伝いが出来る人材を育て

ることも必要です。

　余裕を持って医師が診療できれば､ 安全な医療を

行うことが出来ます。当直明けに休息することなく、

疲れ果てた医師の診療を皆さんは受けたいですか。

飛行機のパイロットは長時間勤務を行うことは許さ

れません。医療にも同じことがあてはめられるべき

です。医療崩壊から脱却するには、先進的な取り組

みにも目を向け､ 日本の医療を根本的に変える仕組

みを考えるべきです。

　日本でも認定看護師と呼ばれ、ナースプラクテイ

ショナーに匹敵する技量を持つ専門看護師が生まれ

ています。富山市民病院でも､ 緩和ケアや感染対策、

小児救急医療､ 失禁や褥創治療の認定看護師がいま

す｡ また、臨床工学技士といった医療器械の仕組み

に習熟する医療職5名が市民病院で働いています。

かれらの技能と知識をより有効に使うためにも､ 法

律の変更を行わねばなりません。より多くの専門的

な医療職が患者さんのために働くことが本当の意味

でのチーム医療につながり､ 日本の医療が再生する

きっかけになると信じます。

医療崩壊から医療再生へ

Ryouhei Izumi
泉 　 良 平
病院長
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院長への手紙

Opinion
ご意見

■富山市民病院への交通について１

　大沢野では、病院や医院の送迎用バスを良く見掛けます。また、大沢野には、タクシー会

社と契約し、山間部の住民をジャンボタクシーで送迎している医院もあるそうです。

　市民病院へのバス料金は530円。他の富山市内の病院へは100円＋100円です。老人は比較的、

暇です。しかも、老人にとって往復1200円の差は大金なのです。

　老人など、どうでも良いという、お考えだったら別ですが、市民病院に近い大沢野の老人を、

市民病院に吸収する策をお考えになっては如何でしょうか？

Opinion
ご意見

■人間ドック時の大腸内視鏡検査予約について2

　毎年、半日コースの人間ドックを受診しているものです。要望は、「大腸内視鏡検査」につ

いてですが、申し込むには、初診で来院し、別の日を予約して検査を受けるシステムとなっ

ており、受ける側には、極めて面倒な点です。この検査も、人間ドックを受ける際、オプショ

ンにして簡素化（手続きの）を計れるのであれば、そうして欲しいと思います。

「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。　　　病院長　泉　良平

■ 連載 ■ 
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　貴重なご意見ありがとうございます。

富山市には、「おでかけ定期券」の仕組

みがあります。市内在住の65歳以上の方は、「おでかけ

定期券」を提示することで、中心市街地までのバス料金

が100円となるシステムです。

　ご指摘のように、これまでは、市民病院はこのシステ

ムに組み込まれていませんでした。富山市民の利便性に

配慮していただくように、富山市長・富山市に御願いし

ました。その結果、今年の4月１日から、中心市街地だ

けではなく、富山市民病院付近の３つのバス停も「おで

かけ定期券」の対象となります。他の中心市街地と同様、

市民病院へも片道100円でバスをご利用いただくことが

出来ます。是非、ご利用ください。

　「おでかけ定期券」のお申し込みは、各地区センター

や総合行政センターなどでお受けしています。

　詳細は、とやま（富山市広報）の３月20日号に掲載さ

れています。また、ご案内のリーフレットを院内にも配

置してありますので、ご利用ください。

お答え

　人間ドックでの便潜血反応検査にて陽

性と判断された方には、大腸がん検診の

ために、大腸内視鏡検査を受けていただくように、ご案

内しています。

　その際に、これまでは、ご指摘のように再度来院して

検査予約をしていただいていました。ご意見をいただき、

健康管理科・内科・内視鏡科などで、対応を協議いたし

ました。

　その結果、人間ドックをご利用いただく方の利便性に

配慮して、システムを変更いたしました。まず、人間ドッ

クでの検査にて「大腸内視鏡検査」が必要と考えられる

方には、検査の必要性やその危険性などについてご説明

いたします。そして、これらについてご理解いただき、

同意が得られた場合には、即日「大腸内視鏡検査」を

予約いたします。

　大腸内視鏡検査は、身体への負担が大きい検査であ

り、全く危険が無いわけではありません。従いまして、

検査を受けていただく際には、先ず内科医・検査医の

診察を受けていただき、その後に検査を受けていただ

くことと致しました。

　貴重なご意見をいただき、誠にありがとうございます。

　ご意見をいただき、病院のシステムを変更すること

が出来ました。感謝申し上げます。

お答え



■ 特集 ■ 

ともひこ

町谷　知彦
内科医師　平成13年卒

脳卒中・神経・筋疾患一般

総合病院勤務は久しぶりですが、精
一杯頑張ります。

まちや

伊東　　徹
精神科医師　平成13年卒

患者様のニーズに応じた医療を提供
できるよう、頑張ります。

とおるいとう

峠　　正義
呼吸器・血管外科医師　平成14年卒

４月から呼吸器・血管外科に着任し
ました峠です。地域医療のお役に立
てるようがんばりたいと思います。
よろしくお願い致します。

まさよしとうげ

だい

井上　　大
放射線診断科医師　平成14年卒

胸腹部画像診断、IVR

患者様の為に精一杯頑張ります。

いのうえ

尾島　敏彦
外科医師　平成15年卒
一般外科　消化器外科

最後まであきらめない医療を心掛け
てがんばります。

としひこおじま

清水　道春
眼科医師　平成15年卒

眼科全般

わかりやすく、丁寧に、を心がけて
診療にあたります。宜しくお願いし
ます。

みちはるしみず

ゆうじん

土井　悠人
形成外科医師　平成16年卒

外傷、その他一般

個々にあわせたオーダーメードの医
療を提供できる様にします。

どい

廣羽　加奈呼
内科医師　平成18年卒

腎臓
まだまだ勉強中であり、患者さんから教
えられる事もたくさんあります。患者さ
んとよく話し合って一緒に治療をやって
いける医師になれるよう頑張ります。

かなこひろは

吉村　　紫
皮膚科医師　平成18年卒

皮膚科一般、アトピー皮膚炎、皮膚腫瘍

皮膚病で悩んでいる方は気軽に受診
して下さい。

ゆかりよしむら

どうぞよろしくお願いいたします

新任医師紹介新任医師紹介

野田　　透
集中治療科部長

救急科医長　平成５年卒

このたび、救急科・集中治療科に着任しました
野田と申します。ご紹介いただいた患者さんの
急変時などに、微力ながらお力添えできれば
と思っております。よろしくお願いいたします。

とおるの　だ

泉谷　省晶
内科医長　平成８年卒

この４月に内科（腎・高血圧）に着
任しました泉谷と申します。微力な
がら地域医療に貢献できればと思っ
ております。よろしくお願いいたし
ます。

よしあきいずみや

岩佐　陽一
泌尿器科医長　平成９年卒

４月から泌尿器科に着任いたしまし
た。頑張りたいと思います。よろし
くお願いいたします。

よういちいわさ

清水　暁子
内科医長　平成10年卒

４月より内科（内分泌・代謝）に着
任いたしました。一生懸命頑張りた
いと思いますので、よろしくお願い
致します。

あきこしみず

高木　麻里
麻酔科医長

ペインクリニック内科医長　平成８年卒

難治性の疼痛を抱える患者さんがい
らっしゃいましたら、一度ペインク
リニックへご紹介ください。

まりたかぎ

水野　秀城
内科医長　平成12年卒

消化器全般  機能性胃腸症（過敏性腸症候群）

誠実さをモットーに、安全な医療を
提供します。便秘でお困りの方は、
当外来にご相談下さい。

ひできみずの
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　小児救急看護認定看護師の役割は、子どもの権

利を守り　「子どもの最善の利益」を考慮した医

療・看護を提供し、子どもと家族の健やかな成長

発達を支援することです。小児医療のいろいろな

場面において、子どもと親の権利を擁護し、治療

や処置について子どもの成長発達に応じた説明を

行い、子どもとその家族にとって最善の利益が得

られるように援助します。

　「小児救急看護」と聞くと救急時の看護に限る

と思われがちですが、私は小児病棟に勤務してい

ますので、救急入院した子どもと家族に関わり、

入院生活を育児支援の場として考えています。そ

の機会に、家庭における初期対応方法、事故予防

の啓発活動を行いたいと考えています。子どもは

自分の症状や苦痛を的確に訴えることが難しく、

身体機能の未熟性から急に状態変化がおこる特

徴があります。また、核家族や少子化がすすむ中、

育児の知恵や知識の世代間継承が難しく、家庭に

おける育児能力の低下などの問題があります。そ

のため、突然子どもが発熱やケガをした場合、家

族は軽症か重症かの判断ができず、救急外来を受

診することが多い現状があります。そこで、こど

も相談窓口外来を開設し、家庭におけるケアの指

導や事故予防の対応を行い、子どもと家族を支援

したいと考えています。

　また、子どもに関わるスタッフが、子どもの急

な状態変化に気づき対応できるように子どもの

フィジカルアセスメント、救命技術処置、プレパ

レーションなど小児看護技術向上のため、勉強会

の実施や育成支援を行いたいと思います。そして、

育児支援や事故予防、虐待の早期発見やその対応

などについて、地域の関係職種と連携を図り、子

どもやその家族に質の高い看護が提供できるよう

に実践し、スタッフへの指導・相談を行っていき

たいと考えています。

　「小児救急看護」は、私たちが4期生となり、

認定の中でもまだ新しい分野です。興味がある方

は、いつでも気軽に声をかけてください。一緒に、

次世代を担う未来ある子どもとその家族をサポー

トしていきましょう。

小児救急看護認定看護師　　

小児病棟　　高林　裕子

小児救急看護認定看護師の役割と活動内容

0�

▲

次号は、「皮膚・排泄ケア」の関口聡子さん、「感染管理」の安田恵さんにお願いしました。

■ 難関を見事に合格した「小児救急看護」の高林裕子さんに、これからの活動などについて報告してもらいます。

　今回は、「小児救急看護」「皮膚・排泄ケア」「感染管理」の分野で３人が
誕生し、当院の認定看護師は４人になりました。

認定看護師（ＣＮ：Certified Nurse）とは、日本看護協会の認定看護師認定審査に合格し、ある特定の看護分

野において、熟練した看護技術と知識を有することを認められた者をいい、水準の高い看護実践を通して看護

師に対する指導・相談活動を行う者をいいます。
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看護の日・看護週間に合わせて２つのイベントを開催しました。看護の日・看護週間に合わせて２つのイベントを開催しました。

ふ れ あ い 看 護 体 験

　5月14日、１階休憩室前で、患者さんをはじめ家族

及び面会者を対象に血圧測定や視力測定などの健康

チェックや健康に関するパンフレットを配布しました。

　151名の参加があり、日頃から健康への意識が高い

ことが伺われました。また、新型インフルエンザの流

行を踏まえ正しい手洗い方法を学習していただきまし

た。手洗いの体験では、洗い残し部分があるのに驚き

の声があがっていました。

　富山市堀川小学校の６年生９4名が、5月14日・15日

の２日間当院で看護の仕事を体験しました。

　小学生３・4人一組で病棟に入り、看護師の手ほど

きを受けながら、お風呂に入れない患者さんの手や足

を洗ったり、髪を洗う手伝いをしました。児童たちは、

お湯が熱くないかを確認しあったり、痛くないかを気

遣いながら患者さんに声をかけていました。患者さん

からは、「気持よかった。」「ありがとう。」と声を掛け

られた児童は笑顔を見せていました。また、自分の手

や足に包帯を巻いたり、松葉杖歩行や、車いすの移動

などの体験もしました。児童は、「包帯が気になる。」

「足の怪我は、疲れる。」「車いすは、動きにくい。」

など、身体の不自由さを実感していました。

　日頃から、病気の

人や高齢者に接する

ことの少ない児童た

ちには、思いやりの

心、助け合いの心を

育むきっかけになっ

たと感じました。

　病院内探検ツアーでは、いろんな専門職が働いてい

る現場を廻り、多くの職種が患者さんに関わっている

ことを伝えました。テレビの影響か救急センターや、

手術室、理学療法室、レントゲン室などには興味深く

見入っていました。

　「ふれあい看護体験」では、病棟の患者さんはじめ

職員も、児童たちの温かい心や明るい挨拶をもらい楽

しい時間を過ごすことができました。

（記　　島竹　恵美子）

健康チェック及び相談



手指を流水でぬらし
石けん液を適量とり出す1 手の平と手の平をこすり

よく泡立てる2 手の甲をもう片方の
手の平でこする（両手）3 指を組んで両手の

指の間をこする4

親指をもう片方の手で
包みこする（両手）5 親指をもう片方の

手の平でこする（両手）6 両手首まで
ていねいにこする7 流水でよくすすぎ、

ペーパータオルでよく
水気をふき取る

8

外出中も、外出からの帰宅時も、

●手を洗った後は、しっかり水分を拭き取り、手を乾燥させましょう。
●タオルやハンカチは、家族同士でも個人専用にすることが望ましいです。
●タオルやハンカチは、こまめに洗濯して良く乾燥させましょう。

せきをするとウイルスを含んだ「飛沫」は、
約 2メートル飛びます。
●せきをしている人は「マスク（不織布タイプ）」をつけましょう。
●マスクが無い時の「せき・くしゃみ」の際は、ティッシュで口と
　鼻を押さえ、周囲の人からは顔をそむけましょう。
●使用後のティッシュはすぐにゴミ箱にすてて、自分の手を洗いましょう。

富山市民病院　院内感染対策委員会

手洗いと共に「うがい」を励行しましょう。

こまめにしっかり手洗いしましょう！

●のどに炎症がないときのうがいは、普通の水道水でかまいません。

インフルエンザ予防のための
３つのポイント
インフルエンザ予防のための
３つのポイント

■ お知らせ ■ 
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栄養科

食と健康の
たより

「オクラ」
オクラは夏が旬の野菜で、独特のぬめりが

特徴です。栄養価が高く、和え物やスープなど

幅広く利用できるので、積極的に食事にとりいれましょう。

上手な選び方上手な選び方

オクラとトマトの
さっぱり和え

オクラのぬめりの成分はガラクタンやアラバ

ン、ペクチンといった食物繊維で、これらの

成分には、整腸作用のほか、コレステロールを低下させる、血

糖値の上昇を抑えるなどの効果があります。その他にも、オク

ラはカルシウム・鉄・カロチン・ビタミンCなどを多く含み、

栄養価も高いので、夏バテ予防としても適した食材です。

ツルッと食べられるさっぱりした料理です。オ
クラの表面を塩でこすって水洗いすると、うぶ
毛が取れて食べやすくなります。ぬめりの成分
を生かすなら、さっと茹でる程度にしましょ
う。また、茎わかめは、糸寒天やもずくに替え
てもよいでしょう。

　濃い緑色で、うぶ毛が均一にびっしりとおおっているものを選びましょう。角が茶色いものは鮮度が

悪いか育ち過ぎで、味が落ちます。オクラは乾燥や低温に弱いので、茹でてからポリ袋に入れ、冷蔵庫

の野菜室で保存し、早めに使い切りましょう。

作り方 ●オクラ…………

●プチトマト………

●大葉………………

●茎わかめ………

●レモン（絞り汁）…

●醤油…………

●酢……………

材料（４人分）
10本

8個

5枚

200g

1/2個

大さじ１

小さじ１

2 ３ ４1

6 75

オクラは、表面
を塩でこする。

ボウルにⒶの調
味料を入れて混
ぜ、ポン酢しょ
うゆをつくる。

プチトマトは、
へたを取り、４
等分に切る。

⑥のボウルに
①、 ③、 ⑤を入
れ、ざっくりと混
ぜる。

大葉は千切りに
して水に放ち、
水気を絞る。

器に盛り、仕上
げに④をのせて
できあがり。

茎わかめは水洗
いし 、水 気 を
きっておく。

②のオクラを熱
湯で茹で、冷水
にとってから幅
１ｃｍに切る。

Ａ

0�



的な病院診療を済まされた、
オバサン連中が、バス待ちの

間に何やらヒソヒソ話し、「新型インフ
ルエンザ」の流行談義のようです。少し
メタボ気味の元気な人が、「豚インフル
エンザには絶対に罹らないわよ」と大声
で笑っています。痩せたお母さんは、相
槌を打ちながらお腹を指差して、笑い
あっている昼前のベンチでの出来事です
ね。

玉をやおら袋から出して、ベ
ンチの周囲に居る人に、か

ぜに良いですと、私にも１つプレゼント、
珍しい『大根入り』と表示されている変
わった味覚です。風邪予防はウイルス（ろ
過性病原体）の侵入を防ぐ為には、喉を
鍛える事が感染力に負けない庶民の知恵
でしょうか。「うがい・手洗い・マスク」
をしましょうと、オバサン達は思いを語
りながら家庭内での予防策を案じてバス
に乗り込み、手を振りながら帰る。

ない恐怖・新型インフルエン
ザの病状は、①頭痛・悪寒・

咳・くしゃみ・全身倦怠感などかぜの症
状のほか、3８度以上の高熱、②致死率は
２％ですが、鳥インフルエンザの60％は
高いが、今は弱毒性だが２次～３次へと
変化後は要注意、③免疫性が高いと言わ
れる老人ですが、若い人はウイルスの抵
抗力がないので細心の対策が必要です。
④ウイルスからの感染ですので海外から
の渡航者の為に空港での検疫が一番大切
です。⑤過去３度の世界的流行（スペイ
ンかぜ・アジアかぜ・香港かぜ）の教訓
を活かした対策を全世界で取り組む。

には、①早めに「発熱外来セ
ンター」へ自覚症状を保健

所に相談する。②簡易診断キットで陽性
ならば、遺伝子解析し、新型と一致すれ

ば感染者、③タミフル治療投与や口から
吸入するリレンザも効果があり、抗ウイ
ルス薬を服用する。④手を洗う、うがい、
マスクの着用は一般的な予防です。⑤今
回新ワクチンを製造しても、季節性イン
フルエンザのワクチン製造との関係で、
約半年が必要とされている。⑥正しい知
識で流行期間を見極め、パニックになら
ない対策が大切で、地域での連絡や指示
に従って、先走りしないことが必要です。

イ ン フ ル エ ン ザ の 感 染 者
は、６月11日現在、世界で

２万７千人余となり、日本でも520人以
上となり、発生以来１ヶ月余りで、警戒
レベルもＷＨＯ（世界保健機関）では、
大流行「６」を宣言して、中度の段階と
して、一定地域を重点に見守り、また患
者の多くは症状が軽く、安心感が広がっ
ていますが、過去に流行した新型インフ
ルエンザは、第２波・第３波の襲来が予
想され、膨大な死者をだすと予測される
ので注意をしなければなりません。

年の「スペインかぜ」は、日
本でも45万人が死亡した数字

が残り、関東大震災の死者の約4倍近い
犠牲者が出ても、忘れられている。最終
的に世界人口20億人の約３分の１が感
染し、第一次世界大戦の4倍にあたる
4千万人以上が死亡したスペインかぜは、
歴史に残る大惨事となっている。

は、飛行機の発達で世界との
距離が近くなり、新型ウイル

スは最初の報告から、数週間で各国に広
がって感染している。今回は北米の豚イ
ンフルエンザウイルスと欧州・アジア大
陸の豚インフルエンザウイルスの遺伝子
が混ざり合って誕生したと推定されてい
る。情報化時代は、インターネットなど
を通じて、情報が素早く全世界に流れて、
パニックになる前に上手に情報を活用し
て、注意を呼び掛けて被害を、大きく減
らしている。

インかぜ（1９1８年）が猛威を
ふるった最大の理由は、感染

力と増殖力だったとされ、多くの人が治
療薬もなく、単なる風邪だと思い、肺炎
で亡くなったのは、遺伝子が変化して、
感染力・増殖力が増したからだと後世の
研究者で解明され、今回の新型ウイルス
の今後の遺伝子の変化に注目されなけれ

ばならない。第２波・第３波は南半球で
秋冬を迎えるオーストラリアやチリでは、
新型インフルエンザの感染者が、急激に
増えると予想され、北海道大の寺田宏教
授は「人から人への感染を繰り返すうち
に、人間の中で増殖しやすいウイルスが
生き残るため、今後も注意深く監視し続
ける必要がある」と強調されています。

年おきに新型インフルエン
ザは出現し、スペインかぜ以

降も1９5７年には世界で200万人以上の死
者が出た「アジアかぜ」の流行や、1９6８
年には100万人以上が死んだ「香港かぜ」
が新型として流行している。ウイルスに
はA・Ｂ・Ｃ型の３種類があり、新型は
すべてA型から誕生し、Ｂ・Ｃは人間だ
けに感染するとされ、A型は人間のほか
鳥・豚・馬にも感染することができ、遺
伝子が変化しやすい。今回の新型インフ
ルエンザウイルスも、豚の中で遺伝子再
集合が起きて、人への感染力を獲得した
とされています。

ルスは今のところ弱毒性と
見られ、発生者の大半は、余

病がなければ軽症なようで、タミフルの
治療効果も高い。季節性インフルエンザ
に対する同じ心構えで、対応できちんと
実行し、人込みをなるべく避けて、うが
いや手洗いの励行、他人にうつさないた
め、マスクの着用を心がけ、一人ひとり
が落ち着いて行動することが、最も効果
的な対策とされている。『封じ込め』よ
り感染の早期発見・早期治療の方が、重
要になると、ＷＨＯ（世界保健機関）で
は世界の人々に訴えています。

病院と表示された目立つ赤
い旗のお世話になる、発熱外

来を訪れる市民の方も、5月頃には日に
３人余りありましたが、６月に入り少な
くなり、富山県での新型インフルエンザ
対策が、万全だと評価していますが、5
月10日の《新型インフルエンザ国内初確
認》の新聞報道記事を忘れることなく、
今後の世界状況を注意して、インフルエ
ンザにならないよう、健康に留意した、
規則正しい生活のリズムを守りましょう。

富山市民病院マガジン「きよら」52号 
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石　森　貞　夫
病院ボランティア

アメ玉談義
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新型

1918

現代
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保育所
エッセイ

テ　ー　マ 氏名・団体名期　　間

６月12日（金）から８月14日（金）までの予定

浅田　臣枝

吉田喜美子

月見きり絵の会

６月12日（金）～
７月３日（金）

７月３日（金）～
７月24日（金）

７月24日（金）～
８月14日（金）

ハサミの切り絵
「ハサミの切り絵パートⅢ」

手芸品「ハンドメイドのお部屋へ
　　ようこそ吉田喜美子」

切り絵「趣味を求めてパート４」

「とやまの滝」【写真】
      　　　　吉田辰義

４月19日～５月１日

「シャードボックス」
      　　　高橋ヤスコ

５月22日～６月12日５月１日～５月22日

「第５回押し花サークル花フレンド押し花」
      　　　　　　　　  竹林益子

 　「保育所？そんなのあるが？」といわれる方が多くおられます。院内保育所は、南出入り口にあります。歴史

は大変古く、市民病院の移転と共に現在の場所に開設されました。以前は五福分院に併設されていました。平

成19年度より社会福祉法人富山聖マリア会が委託を受けて、運営しております。午前７時30分から午後７時ま

で保育し、毎水曜日には24時間保育を実施、深夜勤務の看護師のお子さん、金曜日には準夜勤務の看護師のお

子さんを午前１時30分までお預かりしております。平成20年度からは、要望のあった一時預かり保育も開始し

ました。６月現在32名の子どもたちが登所しております。産後休暇明け（生後８週）から３歳の３月までのお

子さんが対象です。保育所では月齢にあった食事の提供をし、離乳食も調理員が手作りで作っております。子

どもたちは「うんまい」と大きな口をあけて食べます。手掴みからフォーク、そして箸へと段階を経て成長し

ていく過程のお手伝いを日々の生活の中で繰り

返し行っております。窓の外まで響く大きな声

で泣く子もいますが、日に日に保育士との信

頼関係が出来ると、にこにこ笑顔で「おはよ

う」と登所してきます。保育士冥利につき

ます。天気のよい日にはベビーカーに乗り、

ロープに繋がり、病院周辺を散歩するのが

日課になっております。散歩の途中で、子

どもたちに会ったら声を掛けて下さい。
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今月のイベントと院内の動き

▲

６月26日金
ゴミゼロ運動を開催しました。
大変多くの方々にご参加いただきました。

▲

７月３日金
オラ・ナニ・アロハフラサークル
フラダンスで気分もリフレッシュ。楽しいひとときを過ごしました。

▲

７月６日月～７月１０日金
14歳の挑戦が行なわれました。

▲

７月７日火・２１日火
高校生一日看護見学を行ないました。

６月 ７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

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。


