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今月のイベントと院内の動き

▲

８月20日木
デイケアコンサートを開催しました。

▲

8月21日金
接遇ロールプレイ大会。
接遇向上委員が良い例、悪い例を演じました。

▲

９月２日水
第４回消防操法大会が行われました。
男子チーム６位（16チーム中）　女子チーム次勝（４チーム中）

▲

9月15日火
ボランティア研修会が行われました。

８月 ９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」

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。

•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

平成21年４月、緩和ケア病棟が完成し、併せて屋上庭園も完成しました。
自宅におられるように屋上庭園へと自然に散歩することができます。

　 表紙の解説［屋上庭園にて撮影］



　新型インフルエンザは全世界に拡がっています。

インフルエンザは冬の乾燥した時期に発生するもの

であり､ 夏になれば感染は下火になるものとされて

きましたが、この夏には沖縄で感染が拡がり、日本

でも流行期が始まっています。

　これまで、新型インフルエンザと言うと､ 毒性の

強いトリインフルエンザが想定され、厳しい対策が

練られていました。そのさなかに、新型のブタイン

フルエンザが発生したために､ 国内では新しいウイ

ルスに対する情報不足による混乱が見られました。

　ブタインフルエンザは「季節性インフルエンザ」

とほぼ同等の毒性といわれます。しかし、殆どの人

が免疫を持たないため､ 多くの人が感染します。日

本では数人の方が新型インフルエンザで死亡してい

ます。外国と比べて死亡される方が少ないのは､ タ

ミフルなどの抗ウイルス薬が早期から投与されてい

るためとも考えられます。一方､ 季節性インフルエ

ンザも流行する可能性があり、そうなると多くの方

がインフルエンザに罹患することとなり､ 社会への

影響が大きくなります。

　ワクチンは数量が不足することが懸念されます。

外国からもワクチンを輸入しますが、全ての国民に

ワクチン摂取を行うことは不可能だと考えられます。

ワクチンは､ インフルエンザにかからないようにす

るものではなく､ 罹患しても重症化しないことを目

的として接種するものです。

　厚生労働省は方針を変更し､ 特定の医療機関のみ

での診療体制から、全ての医療機関が新型インフル

エンザの診療をするように求めました。入院につい

ても全ての入院設備を持つ医療機関で治療が行われ

ます。しかし、院内感染が発症しては､ 他の患者さ

んにご迷惑をおかけすることになります。そのため、

インフルエンザ患者さんには同一の部屋に入院して

いただくなどの対応が必要です。富山市民病院では、

多くの方の入院治療が必要となった際には､ 感染症

病床にて治療を行う予定としています。また、外来

診療では､ インフルエンザが疑われる患者さんの待

合を分けるなどして対応致します。

　妊娠中､ 透析治療を必要とする腎不全、喘息など

の呼吸器疾患､ 慢性心疾患､ 糖尿病、長期間のステ

ロイドなどの服用で免疫機能が低下している方など

では､ 重症となる危険があります。感染予防が重要

です。インフルエンザは飛まつ感染です｡ 人ごみや、

せきをする人がいるような場所では､ マスクの着用

をお勧めします。そして、帰宅後は､ 必ず手を洗い、

口をゆすぎ､ うがいをして下さい。一度使ったマス

クを再度用いることはやめ、マスクの外側には触れ

ないようにしましょう。

　万が一､ インフルエンザになった場合には､ 外出

を控えてください。家庭で療養する場合でも､ 家族

の方への感染を防ぐためマスクをして咳エチケット

をお守りください。熱が下がり症状が落ち着いても、

感染力がのこります。症状が始まった日から７日目

あるいは熱が下がってから２日目までは､ 周囲へ感

染させないように外出しないで下さい。

　病院へお見舞いに来ていただくことで､ 病院内に

インフルエンザが持ち込まれる危険があります。不

急の場合には､ お見舞いをできるだけさけていただ

くことが､ 入院患者さんを守ることになります。ご自

身での予防と､ 入院しているご家族の方を守る上で

も､ これらの注意をお守りいただくようお願い致しま

す。これからもインフルエンザに関する情報が入っ

てくると思います。慌てることなく､ しっかりとした予

防などの注意をしていただくことをお願いいたします。

新型インフルエンザ対策

Ryouhei Izumi
泉 　 良 平
病院長
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　９月１日は皆様もご存知の「防災の日」。大

正１２年（１９２３年）の関東大震災に因んで制定さ

れた記念日で、昭和３５年（１９６０年）に制定され

ています。この時期は、暦の上でも二百十日前

後で台風襲来のとなることも多く、「災害への

備えを怠らないように」との思いも込められて

います。この日を含む１週間を「防災週間」（今

年は８月３０日～９月５日）としてさまざまなイ

ベント等が繰り広げられています。

　災害には地震や風水害などの自然災害から、

テロや鉄道事故などの人為災害に至るまで、い

ろいろな種類の災害がありますが、最近富山県

内でも、平成１９年（２００７年）に発生した新潟県

中越沖地震や能登半島地震などの影響で大きな

揺れを感じたり、局地的な集中豪雨があったり

するなど、身近に災害を感じるようになり、富

山は大丈夫と、決して安心してはおられません。

　このような災害が起こった場合に備えて、初

期救急医療体制を充実強化し、迅速に地域の人

たちの命と健康を守ろうと、平成２０年７月現在

では全国で５８２の病院が「災害拠点病院」に指

定されています。この拠点病院に、富山市民

病院が指定されています（県内では、当院を含

め５病院）。災害拠点病院は、２４時間いつでも

災害に対する緊急対応ができ、被災地域内の傷

病者の受け入れ・搬出が可能な体制を持ち、消

防機関と連携した医療救護班の派遣体制がある、

「防災の日」に因んで

事務局長　中田　俊充　

などが指定の要件となっています。

　災害が発生した場合などを想定して、富山市

民病院では、医療救護班を編成し、市内で開催

される防災訓練に参加したり、職員の参集訓練

を行ったり、消火・避難訓練を行ったりしてい

ます（医療救護班は、新潟県中越沖地震の際に

は実際に現地で救護活動に参加しました）。また、

透析中の患者さんを安全に避難させるための訓

練も実施しているほか、飲料水や食糧、医薬品

の備蓄も行っています。

　万一大規模地震などが発生した場合は、自院

が被災してしまうこともあり、他の病院の応援

を求めなければならない状態も考えられます。

このような事態に対処するため、富山市民病院

では、平成２０年に富山県内の他の中核病院であ

り、災害拠点病院でもある黒部市民病院・高岡

市民病院・砺波総合病院の３病院との間で、災

害時における救護班の派遣や医療材料等の提供、

傷病者の受け入れなどを内容とした相互応援協

定を結んでいます。

　災害は起こらないに越したことはないのです

が、起こったときには患者さんの安全を第１に、

迅速・的確に行動できるよう、富山市民病院

では日ごろからの備えを行っており、これから

も備えを充実させていきたいと思っております。

避難訓練等に遭遇することもあるかと思います

が、その折は、ご協力くださるようお願いします。

0�富山市民病院マガジン「きよら」53号 

■ コラム ■ 



TITLE

NAME

皮膚・排泄ケア認定看護師として

皮膚・排泄ケア認定看護師　関口　聡子

　 皮 膚・ 排 泄 ケ ア 認 定 看 護 師 と は、

Wound創傷、Ostomyストーマ（人工肛門）、

Continence失禁の３領域の看護を行いま

す。ストーマケアはストーマ保有者が持つ

問題を解決していくため、局所ケアはもち

ろんストーマ受容までの援助や日常生活指

導等を行います。また創傷ケアは、創傷治

癒の環境を整えて治癒を促進するようにケ

アをします。その対象は治癒環境が重要で

ある褥瘡や瘻孔などの慢性的な創傷が主で

す。失禁ケアは、排尿障害および排便障害

の失禁のアセスメントを行い、失禁が引き

起こす問題について取り組みます。そして、

排泄管理の指導や失禁に伴う皮膚障害のケ

アにも関わります。ストーマケアと失禁ケ

アはともに排泄というところでつながって

おり、またストーマケアと創傷ケア、失禁

ケアそれぞれ３領域の看護はスキンケアで

つながりを持っています。

　スキンケアは、皮膚の生理機能を保持し、

皮膚の障害が生じないための予防的スキン

ケアに始まり、障害が生じた時には治療的

スキンケアを計画的に展開していく必要が

あります。皮膚障害は、心身ともに影響を

与えます。傷や皮膚の障害だけをみるので

はなく、障害を受けた人とその人を支える

家族や看護師を助けられるように、ともに

ケアをしていきたいと思います。

　医療は日々進歩しています。そして看護

は限りなく奥深いものです。認定看護師教

育課程において学んだことを活かし、皮膚

障害の起こしやすい脆弱な皮膚ならびに健

康を害した皮膚の健康を取り戻すことがで

きるように、また人間の基本的ニーズであ

る排泄が障害された人に対し、尊厳を保ち

生きる意欲や人間らしさを取り戻すことが

できるような援助ができるように努めてい

きます。
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難関を見事に合格した「皮膚・排泄ケア認定看護師」の関口聡子さんと、
「感染管理認定看護師」の安田恵さんに、これからの活動などについて
報告してもらいます。



TITLE

NAME

感染管理認定看護師の活動について

感染管理認定看護師　安田　恵

　病気で入院された患者さんが感染し新た

な病気にかかり、身体的苦痛・精神的苦痛

を抱えてしまう。私は、そのような患者さ

んを少しでも減らしたいという思いから感

染管理を学び始めました。

　感染管理は、患者さん、利用者、ご家族

および医療従事者を感染から守るために行

います。そのために、感染管理認定看護師

は、医師や検査技師などいろいろな職種の

人たちと協力して、患者さんを守るための

効果的な感染防止技術を職員ができるよう

にシステムやマニュアルを作ったり、教育

を行ったりします。また、職員を守るため

の防止策を考え行います。その他にも、患

者さんにとって安全な療養環境を確保し職

員が安心して働けるように病院内の環境を

整えたり、問題発生時には相談役となって

問題を解決するお手伝いをするなど様々な

活動を行います。

　感染を予防するということは、決して一

人ではできません。病院全体、地域全体で

行っていく必要があります。そのために、

病院内だけではなく、地域の人々が知識を

持ってもらえるような活動を行っていきた

いと思います。

　認定看護師になって、やっとスタートラ

インに立つことができました。感染管理は

活動範囲が広く、一度にいろんなことを変

えていくことは難しいですが、皆様の協力

を得て自分のできることからやっていこう

と思っています。皆様、これからよろしく

お願いいたします。
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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。



　通常のインフルエンザは、毎年秋以降に流行しますが、今年は、ブタ

に由来する新型インフルエンザが発生していることから、秋以降には通

常新型インフルエンザ（Ａ／Ｈ１Ｎ１）が本格的流行期に入り、今後、

急速な感染の拡大が懸念されています。連日、私たちの地域でも感染の

報道がされていますが、感染を防ぐためには、一人ひとりの対策が必要

です。次の対策を参考にして下さい。

　  新型インフルエンザを予防するにはどうしたらいいですか？
　ウィルス感染を予防するには、手洗い・うがいをしっかりすることが大

切です。

　手洗いは、外出後だけではなく、可能な限り、頻回に行いましょう。石

けんを使って最低１５秒以上行い、洗った後は清潔なタオル等で水を十分に

拭き取りましょう。

　また、ウイルスが粘膜を通して感染するため、極力鼻や口などを触らな

いようにしましょう。

　咳、くしゃみの際の「咳エチケット」も感染防止の上では大切です。咳

やくしゃみ等の症状のある人には必ずマスクをつけてもらいましょう。

　  必ずマスクを着用する必要がありますか？
　マスクは、咳やくしゃみによる飛沫及びそれらに含まれるウイルス等

病原体の飛散を防ぐ効果が高いとされています。咳やくしゃみ等の症状

のある人は積極的にマスクをつけましょう。

　一方で、予防用にマスクを着用するのは、混み合った場所、特に屋内

や乗り物など換気が不十分な場所では一つの感染予防策と考えられます

が、屋外などでは、相当混み合っていない限り着用する効果はあまり認

められていません。

　咳や発熱などの症状のある人に近づかない、人混みの多い場所に行か

ない、手指を清潔に保つといった感染予防策を優先して行いましょう。

　  熱が出たらどうすればよいのですか？どういう症状がでれば
　  新型インフルエンザに感染したか疑うべきですか？ 
　　３８℃以上の発熱があり、咳や咽頭痛等の急性呼吸器症状を伴う場合にはインフルエンザに感染している可能

性があります。また、インフルエンザに感染している方との接触歴があるなども、感染を疑う上での参考にな

ります。ただし、症状で新型インフルエンザと季節性インフルエンザを見分けることはできないと言われてい

新型インフルエンザ
に関する情報
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※詳しい情報を知りたい方は

厚生労働省・新型インフルエンザ関連対策情報
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkakyu-kansenshoou04/

国立感染症研究所・感染症情報センター
http://idesc.nih.go.jp//diease/swine/swine infuluenza/　

都道府県による新型インフルエンザ相談窓口一覧
http://www.mhlw.go.jp/kinkyu/kenkou/infuluenza/090430-02.html

ます。なお、持病のある方々など、感染することで重症化するリスクのある方は、なるべく早めに医師に相談

しましょう。また、もともと健康な方でも、以下のような症状を認めるときは、すぐ医療機関を受診してくだ

さい。

　  新型インフルエンザの感染者が自宅での治療となった場合、
　  家族はどうすればよいのですか？
◦患者はなるべく家族とは別の個室で静養することとし、マスクの着用や「咳エチケット」を心がけてもらう 

◦手洗い、うがいを徹底し、マスクを着用する 

◦患者の看護や介護をした後は必ず石けんによる手洗い、またはアルコール製剤による消毒をする

厚生労働省「新型インフルエンザに関するＱ＆Ａ」から抜粋

◦周囲の人からなるべく離れてください。
　咳やくしゃみのしぶき（飛沫）は約２メートル飛ぶと言われています。

◦咳やくしゃみをするときは、他の人から顔をそらせ、ティッシュなどで口と鼻を覆いましょう。
　他の人にしぶき（飛沫）をかけないように心がけましょう。マスクをしていない場合には、ティッシュな

　どで口と鼻を覆うことも大切です。使ったティッシュはすぐにゴミ箱に捨てましょう。

◦咳やくしゃみを抑えた手を洗いましょう。
　咳やくしゃみを手で覆ったら、手を石鹸で丁寧に洗いましょう。

◦マスクを着用してください。
　咳、くしゃみが出ている間はマスクを着用しましょう。使用後のマスクは放置せず、ゴミ箱に捨てましょう。

※咳エチケットに加え、周囲への感染予防では、手洗いも大切です。石鹸を使って１５秒以上を洗いましょう。
　洗った後は清潔なタオルやペーパータオルなどで十分に拭き取りましょう。

◦呼吸が速い、息苦しそうにしている 

◦顔色が悪い（土気色、青白いなど） 

◦嘔吐や下痢が続いている 

◦落ち着きがない、遊ばない 

◦反応が鈍い、呼びかけに答えない、

　意味不明の言動がみられる 

◦症状が長引いて悪化してきた 

◦呼吸困難または息切れがある 

◦胸の痛みが続いている 

◦嘔吐や下痢が続いている 

◦３日以上、発熱が続いている 

◦症状が長引いて悪化してきた 

小児 大人小児小児小児 大人大人大人
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高校生の1日看護見学高校生の1日看護見学高校生生高校生生のののの1日看護見学1日看護見学1日看護見学高校生の1日看護見学

■ お知らせ ■ 

富山市民病院マガジン「きよら」53号 

　看護に対して理解を深め、看護職への進路選択の参

考にすることを目的に７月７日と２１日の２日間『高校

生１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おりますが、今

年度は６１名（女子５８名、男子３名）の参加がありました。

　病棟では、看護師に同行し洗髪や足浴、沐浴、車椅

子移乗や操作を見学し、患者さんとベｯドｻｲドで会

話する事なども体験していただきました。最初は緊張

も強かったが、患者さんから「ありがとう。気持ち良

かったよ」との言葉をもらい、高校生の表情もほぐれ

笑顔が見られました。

　看護体験や施設見学を終えてから、病棟看護師より

『看護師の役割』について直接話しを聞く時間を設け

ました。７名の看護師はパフォーマンスンを交えなが

ら、高校生に分かりやすく看護用具を使い説明してい

ました。また、看護師として働いている今の気持ちを

素直に表現していました。働いている看護師の生の声

を直接聞いた高校生からは「看護師の診療科や部署に

よって違いがあり興味深かった」「現実的な話が聞けて、

やりがいのある仕事だと思った。看護師になってみた

い」などの意見が聞かれました。

　その後、看護専門学校教師を交えての座談会、進路

相談が行われ、質問や意見を受けました。高校生から

は「患者さんからありがとうと言ってもらいうれし

かった」「体験して看護師になりたい気持ちが一層強

まった」「自分の進路はしっかりと考えるべきだと改

めて感じた」などの感想が聞かれました。今回の看護

見学や体験が、看護職を理解される手助けになり、多

くの方が看護師の道に歩まれる機会になれば嬉しいで

す。

0�



栄養科

食と健康の
たより「鮭」

鮭とジャガイモの
チャンチャン焼き風

切り身は、身がふっくらとして厚く、透明感のある美しい色をしているものを選びましょう。
身の色が少しくすんでいるものや、身に筋目が浮き出ているものは鮮度が落ちている場合があ
ります。一尾で求める場合は、皮が銀色に光っていて、体に張りがあり、腹に厚みがあるもの
を選びましょう。

　鮭がいちばん美味しい時期は秋です。鮭と野

菜を大きな鉄板で焼くチャンチャン焼きは、北

海道の郷土料理として親しまれています。

作り方
６

７

８

９

●鮭（切り身）…………………
●ジャガイモ…………………
●キャベツ………………
●ブロッコリー…………
●玉ネギ………………………
●人参……………………
●もやし………………………
●水煮コーン（缶）……
●油………………………
●バター………………………
●一味唐辛子…………………

●みそ……………………
●酒………………………
●みりん…………………
●砂糖……………………
●だしの素………………

材料（４人分）
４切
２個

１／４個
１／２株
１個

１／２本
１袋

１缶（130g）
大さじ１
30ｇ
適宜

大さじ５
大さじ３
大さじ２
大さじ２
大さじ１

（合わせダレ）

水煮コーンはザルに上げ、汁
気をきる。

合わせダレの材料を耐熱容器
に混ぜ合わせ、電子レンジで

温まる程度に加熱する。

フライパンに油をひいて中火
で熱し、鮭を並べて焼き色が

ついたら返し、蓋をして中まで火
を通していったん取り出す。同じ
フライパンに①～⑥を並べ、鮭を
のせて蓋をして４～５分焼く。

合わせダレをまわしかけてバ
ターをのせ、蓋をして７～８

分蒸し焼きにする。全体を混ぜて
皿に取り分け、お好みで一味唐辛
子を振る。

２

１

３

４

５

ジャガイモは皮をむいて厚さ
７～８mmの輪切りにし、ブ

ロッコリーは小房に分け、それぞ
れ水に通して耐熱容器に並べる。
ラップをかけて、電子レンジ（60
0W）でジャガイモは２～３分、
ブロッコリーは30～40秒加熱する。

キャベツはザク切りにし、水
気をしっかりきる。

玉ネギは縦半分に切って、縦
幅１cmに切る。

人参は皮をむき、長さ４～５
cmの短冊切りにする。

もやしはサッと水洗いし、
しっかり水気をきる。

鮭は、EPA（エイコサペンタエン酸）やDHA（ドコサヘキサエ
ン酸）と呼ばれる良質の脂質や、たんぱく質、ビタミンA、Dが
豊富に含まれており、総合的に栄養価の高い魚です。EPAには
血栓を防ぎ、血液をさらさらにする働きがあり、動脈硬化や心筋
梗塞の予防が期待できます。

野菜と一緒に食べると、鮭に豊富に
含まれるビタミン群の吸収を補うこ
とができます。また、しめじや舞茸
など、きのこ類を入れると秋らしい
献立になるでしょう。

上手な
選び方

0�
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日も朝に車椅子を利用されて、１１
時過ぎに診療を済まされて、車で

帰宅されるお母さんは笑顔で『ありがと
う・おかげさま』でと、車椅子から私の
手助けで、手足の不自由なお父さんに掛
け声をかけ、立ち上げて無事に車に乗せ、
手を振りながら去る。毎週ごとのリハビ
リに通院される姿には、お互いの努力に
頭が下がり、頑張れとの思いがします。

ランティアでお礼を述べられると、
気持ちが爽やかになる一瞬で人間

らしさは、感動と感謝の気持ちを「あり
がとう・おかげさま」でと笑顔が一番です。
この喜びは今生きていること、此れまで
生きて来たこと自体が素晴らしいと、感
謝することが医学的には、脳にドウパー
ミンやセロトニンなどが発生するそうで、
素直に人は活力を生み出します。

間が生きてゆくエネルギーは、理
想・希望・信念をもつことで「病

から逃げてはいけない、病を恐れて遠ざ
けていれば、病は後から追いかけて来る。
反対に病を味わい、病と仲良くすれば、
しまいには病のほうから卒業証書をくれ
るのだ」と松下幸之助会長は語り、昔か
ら健全なる精神は健康なる身体に宿ると、
従業員に対する健康に留意され、松下会
長自身も９４歳の天寿を授かる。

ンドには、人生を四つの季節に考
えて、春は青年期で、いろんな

ことを学ぶ《学生期》、夏は仕事に励み、
家庭を築く壮年期が《家住期》で、その
次が秋で、仕事を離れて自分の人生に向
き合い、生きる意味をしみじみと考え直
し、自然に親しむ芸術を楽しむ収穫の秋
で《林住期》とされ、冬は人生の果実を
充分に味わい、心残りなく《遊行期》を
迎えて、巡礼の旅に出かけて、自分の死
への準備をする季節だとされます。林住

期だから仕事をしてはいけないのではな
く、旅をするのは自由で、自分の四つの
季節を楽しみます。

生８０年は、①６０歳で社会の第一線
から離れる。②第二の人生は６１か

ら７５歳で、③第三は後期高齢者で、死ぬ
までを考える。また④第四は末期高齢者
として１００歳から生涯修行・南無の会会
長の松原泰道師を見習って、人間は幾つ
になっても成長できるし、歳を重ねても
なお道を求めてやまない姿勢こそが尊い
のです。

本人の平均寿命は７月の統計では、
男性が７９．２９歳、女性が８６．０５歳で、

科学者は人は１２０年間生きることが出来
る細胞があり、生まれてから脳神経細胞
は１４０億個（１日１０～２０万個死滅）、体細
胞は６０～１００兆個で、分裂細胞が起こり
生滅変化で、死とは大自然から与えられ
た固体生命の個から開放され、母なる大
自然の全体に帰ると、平沢興元京大総長
の言葉で証現されます。

い言葉、いい人生は「人間関係」
を大切に、面白くおかしく、沢山

笑って、笑ったほうが長寿、老いても悩
みこそ最強になれる、孤独な時間こそ人
生を香り高いものにする、いまやプラチ
ナ世代を輝く人生をもち、人は心と体で
いきているから、一瞬の時間に宿る幸せ
を感じ、老いても好奇心が痴呆を防ぐ、
求めるよりも与えるのが、本当の幸せ・
愛であり、限られた残りの時間をよりよ
く生きるために、自分なりの健康法を見
付け、そして小さな希望を毎日持ち続け
て、「毎日が残りの人生の最初の日」と
作家の桐島洋子さんは信念をもって、ラ
イフスタイルを完成して下さいと、訴え
ています。

りがとう・さようならと言える人
生を生きることは、医療のすすめ

は病院として提供するが、最後は自分の
行き方を考えるのは、本人です。人は誰
かとの繋がりのなかで生き、地域とのつ
ながりや家族との絆こそ終末期看護は大
切です。医療・介護・在宅ケアで、命は
限りがあるのですが、どれだけ心の気配
りができるかで、よい見看りができるこ
とを認識して、自分がこうやってほしい
ことを家族に伝え、生命の継続をはかり、
「健康とは生き方の問題で、健康が人生

の目的ではなく、自分らしく楽しい人生
を送るためにこそある」と鎌田実（諏訪
中央病院院長講演）先生の実りあるお話
です。

康な高齢者を目指して、生活習慣
病（高血圧・糖尿病・脳卒中・が

ん・心臓病）の予防、生活不活発病（動
かないと動けなくなる）の予防、運動習
慣を身につける（歩く・体操・スクワッ
トなど）など、先ずは散歩から、ご近所
でにっこりあいさつから、生活は①睡眠
は８時間、②朝食はしっかりとる、③間
食をしない、④体重の管理（ＢＭＩ）さ
らに脳に刺激を与えるために、【カ】感動・
【キ】興味・【ク】工夫・【ケ】健康・【コ】
恋心（若返りの気持ち）は敬老の日のリ
フレッシュで、長生きする秘訣でもあり、
コツですよ。

省する前に、「さようなら」と言
えるのは、★どんなことで人に感

謝されていたか。★人に愛されていた
か。★人を愛したか。『どんな死にも人
の命を尊ぶこと、平等に悔む心』が大切
で、今後は高齢者との付き合いや手助け、
車椅子介助などには、笑顔で話しかける、
肩に手をかける、気にかけてあげるなど
の気配りが大切だと認識しました。

載ボランティア・エッセイも今回
で５０号となり、ご愛読を感謝致し

ます。また平成１１年にボランティア活動
をしてから、１０年を経過しました。バス
の時刻案内や車椅子介助・院内のお世話
など、自分なりに努力しましたが、満足
な事は出来ませんが、きばらずにみなさ
んとともに頑張りますので、今後ともご
指導をお願い致します。

【参考資料】
　「いい言葉」「いい人生」
　ＰＨＰほんとうの時代・１０月号
　鎌田実・講演会より

■ 連載 ■ 

石　森　貞　夫
病院ボランティア

「ありがとう・
おかげさま」

vol.50

今

ボ

イ

人

日

い

あ

健

反

連

人
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テ　ー　マ 氏名・団体名期　　間
８月14日から11月６日までの予定

村沢　京子写真展

中村いさむ９月25日㈮～10月16日㈮ 「朱鷲が黒部にやって来た」

石金　和子水彩画「私の絵日記５」

大窪　　渉「英遠の会　作品展」

■手芸品
「ハンドメイドのお部屋へようこそ」
吉田　喜美子【７月３日～７月24日】

■ハサミの切り絵
「ハサミの切り絵パートⅢ」
浅田　臣枝
【６月12日～７月３日】

■「英遠の会作品展」
大窪　渉【８月14日～９月４日】

■切り絵「趣味を求めてパート４」
月見きり絵の会【７月24日～８月14日】

展 示 作 品 紹 介

10月16日㈮～11月６日㈮

９月４日㈮～９月25日㈮

８月14日㈮～９月４日㈮

近年増加している“大腸がん”をテーマに、市民の皆様と一緒に学習する場と
して、とやま市民病院公開講座“ふれあいセミナー”を開催します。ご家族、
ご友人などと一緒に、是非お越し下さい！

日時 平成21年 10月17日(土)午前10：00～正午

場所 富山市民病院 3階 講堂

[お問い合わせ]　富山市立富山市民病院　総務課　TEL 076－422－1112

申込不要
入場無料

お気軽に
お越しください!

あなたと学ぶがん知識（第２回） ～大腸がんを見逃すな！～

ミニ
コンサート
ミニ

コンサート
チェック
健　康
チェック

専門分野の
看護活動
報告

専門分野の
看護活動
報告

大腸がんについて
わかりやすく
説明します

モルフェウス
弦楽四重奏団

講　演講　演

と や ま
市民病院
公開講座 ●ふれあいセミナー●ふれあいセミナー第18回
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今月のイベントと院内の動き

▲

８月20日木
デイケアコンサートを開催しました。

▲

8月21日金
接遇ロールプレイ大会。
接遇向上委員が良い例、悪い例を演じました。

▲

９月２日水
第４回消防操法大会が行われました。
男子チーム６位（16チーム中）　女子チーム次勝（４チーム中）

▲

9月15日火
ボランティア研修会が行われました。

８月 ９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」

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。

•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

平成21年４月、緩和ケア病棟が完成し、併せて屋上庭園も完成しました。
自宅におられるように屋上庭園へと自然に散歩することができます。

　 表紙の解説［屋上庭園にて撮影］


