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　すでに、この「きよら」でもご紹介しましたが､
富山市民病院には日本看護協会が認定した「認定看
護師」が４名（緩和ケア・皮膚排泄ケア・感染管
理・小児救急看護）います。日本看護協会は､ ある
特定の看護分野において､ 熟練した看護技術と知識
をもって高い看護水準の看護を実践できると判定し
た看護師に対し試験を行い､「認定看護師」として
認定しています。
　医療はこの20年の間に大きく進歩しています。こ
れに伴って､ 看護・ケアも複雑となってきています。
集中治療室では､ 医師・看護師に加えて、他のコメ
デイカルの協力を得て､ これまでは救命できなかっ
た重篤な患者さんを治療し回復していただくことが
できるようになりました。そのほかにも､ 手術や検
査は複雑となり､ 手術後の管理やケアも大きく変化
しています。一方、患者さんが求める医療・看護の
レベルは高くなり､ より専門的な技術や知識をもっ
た看護師の役割が増してきています。
　医師は､ 内科でも､ 心臓が専門の循環器内科・消
化管を専門に治療する消化器内科など多くの専門分
野に分かれています。そのほかにも､ 外科・整形外
科などと、医療の進歩と共に専門診療科として分化
してきています。このことに対し､ 看護の領域では、
これまではそれほど分化してきていませんでした。
これは、看護師は医師の指示に基づいて看護を行う
といった前提があるため､ 医師の指示を正確に行う
ことや患者さんのケアを中心に看護を行ってきてい
るといった歴史的な背景があるからです。しかし、
医療の内容が複雑になったことや、医師がもつ高い
医療の専門性を発揮しようとすればするほど、実際
の患者さんの治療に看護師・コメデイカルのより専
門的な関わりが必要となってきています。また、医
師は複雑化した医療に時間を取られるために、患者

さんの傍らで行う診療に多くの時間を費やすことが
できなくなってきています。認定看護師は､ そのよ
うな複雑化してきている医療の中で､ より患者さん
に近い場所で､ 高い水準の看護技術を提供していま
す。そして、認定看護師は､ 患者さんに熟練した看
護技術を用いて高い水準の看護を提供するだけでは
なく、この技術・知識を多くの看護師・病院スタッ
フに伝えることで､ 医療の質の向上に役立っていま
す。
　富山市民病院には､ 看護協会が認定した認定看護
師だけではなく、病院独自で行っている「エキス
パートナース」制度があります。この制度は､ 認定
看護師につながる制度であり､ より多くの病院内の
看護師が､ 自らの専門性を求めて研修を行うことを
援助する制度です。糖尿病看護やターミナルケア、
腎不全､ 呼吸器看護､ ストーマ看護、リエゾン看護、
がん化学療法看護､ 創傷スキンケア、地域看護､ 整
形外科看護､ 感染対策､ ブレストケア､ 救急看護、
手術看護､ 集中ケアの15分野に56名の看護師が､ そ
れぞれの分野のエキスパートナースとして､ 認定看
護師と共に、より水準の高い看護を行うことを目的
として働いています。
　エキスパートナースは病院内の制度ではあります
が､ 看護技術の向上や新人看護師の教育にも積極的
に関わっており､ 大変頼もしい限りです。看護が複
雑になり､ また､ 高齢者が増えたことで看護ケアの
内容が変化してきていることもあり､ 新しい看護技
術を学ぶことは､ 医療の安全を高めるうえでも大変
重要です。これからも、富山市民病院で活躍する認
定看護師やエキスパートナースが増え、活躍するこ
とで､ 患者の皆さんが満足していただけるチーム医
療を提供したいと思います。頑張っている看護師に、
是非、皆さんのエール・御支援をお願いいたします。

認定看護師と
　　エキスパートナース

Ryouhei Izumi

泉 　 良 平
病院長
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　７月から､ 全ての外来患者さん
に院外処方をおだしすることに致

しました。これまでは､ 原則として院外処方とさせ
ていただき､ 皆さんにご理解とご協力を御願いして
きたところです。しかし、約25％の患者の皆さんか
らは､ ご協力いただけない状況が続いていました。
病院には薬剤師がおり､ 院内処方については、院内
の薬局で薬剤を調整しておだししています。そのた
め、外来患者さんの多い午前中には、これらの業務
に多くの薬剤師をあてる必要があります。
　しかし、最近では､ 薬剤師の業務は多岐にわた
り、より専門的になってきました。例えば､ 病室や
外来治療室で行っている抗がん剤治療などでは､ 正
しい薬剤量を調整するために､ 薬剤師が薬局で薬液
を混合して病室や治療室に運んでいます。このこと
によって､ 重大な副作用の発生を抑えることが出来
ます。また、正しくお薬がのまれているかを指導す
るために、入院患者さんにはほとんどの方に ｢薬剤
の服用についての指導｣ を行っています。　薬剤に
よっては､「のみあわせ」によってかえって重大な
副作用をきたすものがあり､ 十分な薬剤についての
知識を持っていただくことが大切です。
　手術や検査が予定されている患者さんが､ 服用を
中止する必要がある「血液が固まることに必要な血
小板の力を抑える薬剤」を気付かずにのんでいるこ
とがあります。外来や病室で､ 皆さんに常用してい
る薬剤をもってきていただいていますのは､ このこ
とに気付かずに手術や検査をすると、薬の副作用で
出血などの重大な健康被害が起こる危険があるから
です。このようなことがおきないように､ 薬剤全て

をチェックしていますが､ この検査は薬剤師が行っ
ています。

　副作用の強い抗生物質や抗がん剤などについては、
薬剤師が､ 医師の処方箋を全てチェックして、投薬
量や投与期間に間違いがないかを調べています。正
しく調剤されているかについては､ 複数の薬剤師が
時間をかけて行っています。
　また、新しい薬剤を使用することに必要な「治験」
業務も行っています。これは、新薬を、患者さんに
ご説明の上で服用していただき､ 副作用などが発生
しないかを調べることであり、新しい治療の開発に
は必要なものです｡ このことの業務にも、薬剤師が
中心となって関わっています。
　その他､ 院内で製薬会社では作っていない薬剤を
調整することもあります。このように、多くの業務
に薬剤師は関わっています。以前には､ これほど多
くの業務をすることはなかったのですが､ 医学の進
歩､ 安全な医療の提供に、薬剤師の持つ専門的な知
識が必要であり不可欠となっています。
　私達病院スタッフが目指す､ 患者さんのための
チーム医療とは､ 病院内にいる多くの専門職種がそ
れぞれの役割を正しく発揮して､ より安全で安心し
ていただける医療を提供することです。薬剤師は、
このチーム医療に大切な役割を果たしています。
　皆さんに､ 安全な医療を提供するために必要な薬
剤師の業務を軽減するための、院外処方箋の発行で
あることに､ 是非ご理解とご協力をいただきたいと
思います。宜しくお願いいたします。

お答え

薬剤師の業務について

院長への手紙

Opinion

院外処方箋の発行について
院外処方を全ての患者に出すことについては､納得がゆかない。説明を求める。
（同様のご意見が他に２件ありました）

「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

ご意見
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■ 特集「ふれあいセミナー」 ■ 

　去る10月17日に「とやま市民病院公開講座 第

18回ふれあいセミナー」が開催されました。当日

はここ最近では最多の94名もの方々にご参加いた

だきました。富山市民病院は昨年10月に富山県で

は初めてとなる ｢地域医療支援病院｣ として承認

され、また「地域がん診療連携拠点病院」でもあ

ることより、昨年よりセミナーのテーマを「あな

たと学ぶがん知識」としてシリーズで「がん」を

とり上げています。ご存知のようにわが国の死亡

原因で最も多い疾患は悪性新生物（がん）であ

り、年間約32万人の方が亡くなられています。大

腸がんの死亡者数は全体で約４万人であり、これ

は肺がん、胃がんに次いで第３位であり、特に女

性ではがん死の第１位となっています。また、昨

年のふれあいセミナーでのアンケートで希望する

テーマの第１位が大腸がんという結果でした。そ

こで「あなたと学ぶがん知識」第２回目の今回は、

「大腸がんを見逃すな！」と題して３名の講師の

先生に「大腸がん」について御講演をいただきま

した。

　10時より健康チェックが始まり、その後毎年大

好評のモルフェウス弦楽四重奏団によるミニコン

サートが行われました。とても素晴らしい演奏で

感動された方も多かったのではないかと思います。

泉院長の開会の挨拶の後、中央検査部　浅井泰代

技師より「受けていますか？大腸がんの検診～便

潜血検査～」と題して大腸がんの早期発見に必須

の検査である便潜血検査につき詳細にお話いただ

きました。続いて内科　青山庄先生より「大腸が

ん検診の重要性と早期大腸がんの内視鏡的治療」

と題して大腸がんの疫学、便潜血検査の重要性お

よび内視鏡的治療をわかりやすく説明していただ

きました。最後に外科　角谷直孝先生より「大腸

がんに対する腹腔鏡下手術について」と題してな

かなか見ることにできない実際の手術をＤＶＤに

てご紹介いただきました。こうして予定されたプ

ログラムはあっという間に終了し、余川副院長の

閉会の挨拶でセミナー終了となしました。また廊

下には17文字メッセージと専門分野の看護活動報

告が展示され、多くの方が見入っておられました。

　こうしてスタッフやボランティアの方々のご協

力により、ふれあいセミナーは盛会のうちに無事

終了することができました。ここに改めて皆様の

ご協力に深謝いたします。

ふれあいセミナーを終えて
● 寺崎　靖（ふれあいセミナー運営委員会　委員長）
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　今回で数えて18回目になります、「とやま市民病
院公開講座　ふれあいセミナー」が、先般開催され
ました。市民の皆様と一緒に健康について学習する
場として毎年開催しているものですが、今回は近年
増加傾向にある“大腸がん”をテーマにしました。
前回は健康チェック（計測）がなく、参加者の中に
は楽しみにされていらっしゃる方もいらっしゃいま
したので、今回は再び実施いたしました。
　健康チェック（計測）の再開、病院職員の皆様方
の広報活動により、今回は94名もの参加者がありま
した。つきましては、スタッフの方々および病院職
員の皆様のご協力に深く感謝申し上げます。
　セミナーの主となる講演については、多くの参加
者はメモをとりながら、非常に熱心に聞き入ってい
ました。ご講演いただきました３名の講師の方々が、
大腸がん早期発見の為の便潜血検査の重要性や適切
な検査方法、内視鏡を使用した治療方法、腹控鏡下
手術内容の説明、大腸がん予防のための食事など、
一般市民の方々にも非常に分かり易くご説明いただ
いたおかげです。
　その他、ミニコンサートにおいてはモルフェウス
弦楽四重奏団による素晴らしい演奏が披露されまし
た。17文字メッセージ展は心温まる言葉だという意

見を参加者からいただきました。エキスパートナー
スによる看護活動報告の掲示物は、分かり易くまと
められていると好評でした。
　今回から再開した健康チェック（計測）は、計測
に来られた参加者で集団指導室内が溢れ返るほどの
盛況ぶりでした。
　当セミナーを通じてこれからも、市民の皆様との
ふれあいを大切にしながら健康について一緒に考え
て行きたいと思います。

10：00

17文字メッセージ展・専門分野の看護活動報告
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■ 特集「ふれあいセミナー」 ■ 



がん・なんでも相談室　相談員　島田　真理子

●相談対応日時：月～金曜日（祝祭日除く）9：00～17：00
●場　　　　所：がん・なんでも相談室（１階レントゲン受付前）

ご予約は不要ですが、お待たせし
ないためには事前にご連絡いただ
きますようお願いいたします。

■ 076-422-1112（代表）（内線 2560 がん・なんでも相談室）
■ 076-422-1154（ふれあい地域医療センター直通）

■ shien@tch.toyama.toyama.jp

お問い合わせは下記の「がん・なんでも相談室」もしくは「ふれあい地域医療センター」までお寄せください。

　当院では患者さんやご家族、市民の方を

対象として「がんについて学ぶ会」を行い

ます。受講を希望される方は、〈がん・な

んでも相談室〉もしくは〈ふれあい地域医

療センター〉に申込書がありますので、提

出してください。お電話での申し込みも可

能です。講座の申し込みやがんに関する相

談のお電話は〈がん・なんでも相談室〉ま

でお気軽にお寄せください。

日　時 テ ー マ 講 　 師

講座のご案内

※すべてAM11：00～11：30です。６回１コースとして受けていただきたいのですが、
　ご希望の講座のみでも相談に応じます。

■がんについて学ぶ会

がんの予防と胃がん･大腸がん･乳がんの治療

医療費控除のしくみ

痛みを和らげる方法

がんと上手につきあう方法

在宅で受けられる医療･生活支援サービス

がんと食事

泉　　良平　院　　　長

中村　里佳　Ｍ　Ｓ　Ｗ　

石川　見佳　薬　剤　師

市橋　啓子　認定看護師 

塩澤まゆみ　相　談　員　

帳山　和美　管理栄養士

2月 5日㈮

2月12日㈮

2月19日㈮

2月26日㈮

3月 5日㈮

3月12日㈮
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　がん診療連携拠点病
院には、がんに関する
いろいろな相談ができ
る「がん相談支援セン
ター」があります。富
山県内では８ヵ所の病

院が、がん診療連携拠点病院として承認されています
が、当院もその一つです。
　今まで当院の「がん相談支援センター」は、ふれあ
い地域医療センター内に設置されていて、療養や福祉
に関する相談員が、がんに関する相談にも応じていま
した。しかし、退院後の療養相談や地域の医師や担当
者の皆様からのお問い合わせも多く、ゆっくりとした
時間が流れているとは言えない状況でした。また、パ
ンフレットやＤＶＤを置いて皆様にご覧いただく場所
も限られていました。
　そこで、10月１日（木）より新たにレントゲン受付
前に「がん・なんでも相談室」を開設しました。相談

内容はがんに関するいろいろな疑問や不安に関するこ
とです。例えば、①がん診療や緩和ケアに関すること
②セカンドオピニオンに関すること　③療養に関する
こと　④経済的なことなどのお話をおうかがいしたい
と考えています。また、解決すべき問題ではなくても
「つらい」お気持ちをお聞きすることもできます。
　ゆっくりくつろいでお話できる部屋で、看護師が
相談に応じます。場合によっては医師や認定看護師、
薬剤師、栄養士などの専門知識を持った職員と協力
して対応いたします。当院に受診されてない市民の
方々でも相談は可能ですので、お気軽にご利用下さい。 
　また、様々なパンフレットやＤＶＤ、関連の図書を
準備しております。患者さんやご家族、市民の方々が、
がんに関する理解を深めるためのお手伝いができれば、
と思います。
「がんとともに生きる、その人の心に寄り添う相談室」

をモットーに努めてゆきたいと思いますので、どうぞ
よろしくお願いいたします。
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　Gift ofLife、「いのちの贈り

もの」臓器を提供することは、

最期の究極のボランティアと言

われます。

　平成９年に日本臓器移植法案

が成立し、富山県にも臓器移植

富山県コーディネーターが着任

され、本格的な移植医療への取

り組みが開始されました。それ

まで腎臓バンク、アイバンクな

どがそれぞれで運営されていま

したが、富山県移植コーディネーターの設置が富山県

の移植医療を大きく飛躍をする基になりました。さら

に平成11年には富山県腎臓バンクから各病院に院内コー

ディーネータの設置要請があり、私はその時に院内コー

ディネーターに任命されました。

　それまで私は臓器移植について考えたことがありませ

んでした。この時、私は透析室勤務中で週に２回～３

回の透析治療に通院している患者様にお会いするごとに、

途切れることなく継続的に命をつないでいる思いがいた

しました。患者様は水分や食事制限などの様々な自己管

理で自分との戦いをされる中、確かな自分を維持してお

られました。私がどんなに患者様の立場に立ってとお題

目のように唱えていたとしても、その苦しみを理解する

ことはできませんでした。

　私のある当直の時に、当院で透析治療13年間の患者様

に腎臓移植の話が浮上しました。この方は腎臓移植を受

けることのできる2番目の候補で、もしかしたらだめか

もしれない、でももしかしたらという思いで腎臓バンク

からの連絡を待っていました。幸いなことに、その方に

腎臓提供がされることになり急いでその手続きに入りま

した。あっという間の出来事に驚きと不安を持ちながら、

その方との会話を進めていました。きっとこの時は、当

人以上に私のほうが不安と心配で混乱していたかもしれ

ません。腎臓移植は順調に行われ、２ヵ月後にその方よ

り便箋６枚にわたる長いお手紙が届きました。これまで

の苦しみ、出ていなかったオシッコが出た時の感動、透

析治療のために通院しなくてもよい開放感、生きている

喜びなどなど多くの思いを綴ったものでした。拘束され

ていたことからの開放は人を大きく変化させ透析治療と

は違う生き方の充実感を感じることを知りました。移植

後免疫抑制剤というお薬とのお友達づきあいが始まりま

すが、それ以上の満足感が得られたとのことでした。

　この事例を機会に、私は移植医療をもっと知り患者様

の思いに沿っていきたい、逆に自分の最後に出来る社会

へのお返しとして、体の一部を提供したいという人の思

いもあることを知り、移植医療について学習会を行って

いる院内コーディネーター研究会へ参加いたしました。

　最今、院内においても時々ドナーカードや移植医療に

ついての質問をお受けすることがあります。そして皆さ

んがお話になることは、｢私が社会にできる恩返し｣、｢

社会の人に役立ちたい｣ などの思いを話されます。きっ

とご自分を大切にされ家族にその思いを話され生きてお

られる方なのではないかと推察しております。

亡くなられるその命、最後の選択肢として臓器提供とい

う命の繋がりを知ることが出来ました。「あなたのその

思い受け止め活かしてあげたい」これが院内コーディ

ネーターとしての役割ではないかと思っています。人は

無にはならない○（まる）になる。

　全国的に多くのドナーカードが配布されています。ま

たドナーカードを所持している人も多くいます。本当

にその思いは無駄にはできない、そのためにも院内コー

ディネーターとして院内整備を進め適切にそのプロセス

が遂行されることを願っています。

　当院では、現在４人の院内コーディネータがいます。

また平成18年より毎年４月には富山県知事より院内コー

ディネータの委嘱状を頂き、その役割の重大さを身にし

みているところでもあります。

　このたび、平成21年６月～７月にかけて、国会におい

て臓器の移植に関する法律（臓器移植法）について審議

され、７月13日に改正案のＡ案が成立しました。平成21

年７月17日に公布され、平成22年７月17日より施行とな

ります。内容は、①本人の意思表示がなくても家族の承

諾があれば脳死下での臓器提供が可能となりました。②

臓器提供の年齢が撤廃されこれまで禁じられていた15歳

未満の臓器提供が可能となりま

した。

　移植を待つ患者様、臓器提供

の意思のある患者様のいづれに

おいても移植医療という新たな

時代を迎えることと思われます。

院内コーディネーターとしては

さらにその変化を察知し関わっ

ていかなければならないと思っ

ています。

●集中治療部
院内コーディネーター

文山　まつ子

臓器移植の院内コーディネーター
役割について



材料（４人分）
●カボチャ …………………

●ゆで卵 …………………………

●サラダ菜 ………………………

●プレーンヨーグルト ……

●マヨネーズ ………………

●塩コショウ ……………………

１／４個

２個

８枚

大さじ２

大さじ１

少々

栄養科

食と健康の
たより
「カボチャ」「カボチャ」

カボチャと卵の
ヨーグルトサラダ

ずっしりと重みがあり、表面にツヤがあるものを選びましょう。カットされたものを買
う時は、果肉の色が濃く、種がしっかり詰まっていてワタが乾燥していないものがよい
でしょう。切り分けたものは腐りやすいので、ワタや種を取り除いてラップをし、冷蔵
庫の野菜室で保存しましょう。

　今では一年中出回っているカボチャですが、出盛り

は夏から秋にかけてです。収穫後、長期保存が効き、

保存中の栄養素の損失が他の野菜に比べて少ないこと

から、冬の貴重な栄養源として重宝されてきました。

　栄養たっぷりのカボチャを食べて、寒い冬を元気に

過ごしましょう。

作り方

２

１

３

４

５

カボチャは皮を薄く削ぎ落とし、種とワタを取って
一口大に切る。

水に通した①を、耐熱容器に並べ、ラップをかけて
電子レンジ（600W）で４～５分加熱する。

ゆで卵は殻を剥き、大きめの角切りにする。

Aの材料を混ぜ合わせ、ドレッシングを作る。

④のドレッシングに、②と③を加え、ざっくりと混
ぜてサラダ菜をしいた器に盛る。

カボチャの黄色い色は、カロチンという栄養素の色です。
カロチンは体内でビタミンAに変わり、粘膜や皮膚の抵抗力
を高め、感染症やガン予防に効果があるといわれていま
す。他にもビタミンB1、B２、C、E、食物繊維などが豊富
に含まれており、毎日食べることで、風邪をひきにくい体
に導いてくれます。

ヨーグルトの酸味でさっぱり食
べることができます。お好みで
チーズを入れるとカルシウムの
補給にもなり、濃厚な味わいに
なります。

選び方

Ａ

09
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じさん毎日ごくろうさん、今日は
寒いね」いつものように朝早くの

バスで、定期的に通院のオバサンが来院
されます。帰るときも「ごくろうさま」
と声をかけて何時の富山行きのバスかと、
聞きながら今日の病院での出来事を語っ
て、手を振り帰宅されます。

た「おとうさん、病院のボランティ
ア何年になるがけ」と、ねぎらい

の言葉をかけて、ノドあめを１つプレゼ
ントされます。お母さんも長年の入院さ
れているお姑さんの看病でしょうか、顔
なじみになりながら、病状の変化が無く、
今日も無事に自家用車での帰宅でしょう
か。

会いと別れは毎日の事ですが、平
成11年３月に数名でスタートし

たボランティア活動も、アットゆう間に
月日が過ぎて、私は10年を経過しました。
現在は26名の登録者ですが、皆さん方も
充実した活動をマイペースで週１～２回
友達同士で頑張っていますね。

月はボランティア募集強化月間で、
来年の団塊世代の方を対象に「自

分の力を活かそう講座」が、富山市・富
山県社会福祉協議会の共催でボランティ
ア入門講座が開催されています。《今ま
での自分を振り返り、新たな出会いを見
つけよう》と、私が病院ボランティア活
動の体験発表会を先日行い、募集者の皆
さん方にお話をしました。

は先ず最初に、本題に入る前に「自
分再発見」と題して、今までの自

分を反省して、病院ボランティアを今ま
で継続出来たのは、何よりも健康に配慮
して、病気になったら活動もできなくな
り、迷惑を周りの人や、家族にも心配を
掛けるので、毎日緊張した生活のお蔭だ
と自負して、定年される皆さんには、第
２の人生を考えようと呼び掛けて、健康
の大切さを語りました。

歳からの日本人の平均余命は男子
が22.41年、女子は27.92年で、20

～30年の人生設計が必要とされますから、
その間の健康管理が計画されねばなりま
せん。人間は細胞の維持で身体が構成さ
れていますが、（450億個）毎日の食物に
より再生と死滅を繰り返し、計算上で
は143年で細胞は死滅するそうですから、
毎日の食事には健康を維持するための配
慮をしてください。また高齢者になると、
不慮の事故が起こり、①自殺者３万人、
②入浴中の事故者が２万人、③交通事故
者が１万人を記録しており、お互いに注
意しなければなりません。

齢者の死亡原因は、①悪性新生物
（がん）、②心疾患、③脳血管障害、

④肺炎、⑤不慮の事故となりますが、人
は誰でも幸せを願いますが、自分は事故
には遭わないとの確信はありません。「生
老病死」は人生の常と悟れるでしょうか。
生は人は誰でも幸せを願いて生まれます。
老いるとは「味わいを生む力」で、病は
病気はある程度、肉体は治療再生はでき
るが、病人を癒す精神的に治すことは、
現代医学的に課題であると気づきましょ
うか。

生の願望は、①若いときは希望の
大学へ合格、②一流企業へ就職す

る、③初恋の人と結婚したい、④男・女
の子に恵まれる、⑤家の新築を（マイホー
ム）、⑥定年後は海外旅行を、⑦老後は
ポックリと（迷惑なし）と笑えない現実
ですね。特に皆さんは終末期医療に対す
る不安が多く、老人ホームや扶養家族の
面倒を見なければならない時は、自分の
第２の人生計画が大きく変更を余儀なく
されるので、今からの今後の生活がどう
予測されるかは、お互い見透視が出来ま
せん。

題の「病院ボランティア」の現状は、
平成16年には富山市民病院は25名、

県立中央病院は30名、富山医科薬科病院
30名、高岡市民病院50名、黒部市民病院
は94名、富山赤十字病院は既に260名の
登録者があり、砺波市民病院も100名など、
県看護協会主催で『病院ボランティア養
成講座』が開催されて、毎年病院ボラン
ティアの人員が、各地で増加傾向でした
が、近年は福祉の予算が減少されて、補
充がなくなり、各地の病院へ移管されま
した。

域と共に気持ちよく利用できる・
よりよい治療やサービスできる病

院を目指して、私達は研修を受け、交流

会を通じて職員の指導で活躍しています。
特に高齢者や障害者などに対するサービ
スには配慮して、車椅子介助・リハビリ
患者さんの病棟への送迎・小児病棟など
の本読みや慰問・さんぽ図書の貸出し・
車椅子の点検や修理などまた院内ギャラ
リーの出展・イベントなどの協力をしな
がら、自己研鑽を怠ることなく、今迄の
経験を活かして社会に何らかの奉仕で、
「ありがとう・おかげさまで・ごくろう
さま」と声を掛けながら、定年後のライ
フサークルのために、仲間意識で頑張れ
るでしょう。

生に大事なことは、「幸せや生き
がいはない」あるのは《生き方》

だけで、生き方そのものが、その人自身
の価値が問われるのです。来年定年を迎
える人は、健康・一定の生活費・生き方
を目標として、今後は医療・介護・老後
の不安点を無くすために、備えるべきで
しょうか。人間が生きてゆくエネルギー
は、『理想・希望・信念』をもてと、松
下幸之助会長の言葉です。

院ボランティア10年を経過して、
私も初心に還り、自分の力を活か

すために、自己再発見に目覚めて、《朝
には紅顔ありても、夕べには白骨の身な
り》の教訓を忘れることなく、この世の
短い生涯を、日毎に再認識してこそ、太
陽の有難さを朝に拝み、夕には感謝して
就寝できるようになりたい凡夫の一人な
のでしょうか。

たボランティア活動の分野も、①
福祉活動、②保健・医療分野、③

生涯学習、④文化・芸術、⑤環境自然保
護、⑥国際交流協力、⑦スポーツ・レク
レーション活動、⑧災害救助、⑨地域社
会、⑩収集ボランティアなどの分野が全
てのよう様な活動がありますので、富山
県ボランティアセンターから、貴方の少
しの力をお貸し下さいとの伝言ですから、
お願い致します。

談ですが、司馬遼太郎の不朽の名
作『坂の上の雲』が放送されてい

ますが、明治とは如何なる時代であった
のか、正岡子規・秋山好古・真之、四国
松山出身の三人の青春時代から、日露戦
争に至るまでの明治人の明るく、前向き
の生き方と、貧しいながらも、希望に満
ちた時代と武士道精神の日本人は、いか
に生きたかを、現代の私たちに勇気と知
恵を与えてくれる作品だと思いますから、
期待を持って学ぶべきかと思います。
【資料】「自分の力を活かそう講座」　

石　森　貞　夫
病院ボランティア

「病院ボランティア回顧」

vol.51
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展 示 作 品 紹 介
■水彩画　「私の絵日記５」
　石金和子　【９月４日～９月25日】

■写真　「朱鷲が黒部にやって来た」
　中村いさむ　【９月25日～10月16日】

テ　ー　マ 氏名・団体名期　　間

11月６日から１月８日までの予定

柴山れい子12月18日～１月８日 レカンフラワー

写真展

久米　　武

田村　　操

絵画

11月27日～12月18日

11月６日～11月27日

■写真　「写真展」
　村沢京子　【10月16日～11月６日】

「きよら」は読みやすさと経営理念の反映が高く評価され、優秀賞を受賞することができました。惜しくも最優秀賞には
選ばれませんでしたが、これからもさらに皆様に密着した情報を分かりやすく提供していきたいと考えていますので、今
後ともきよらの支援・ご協力をお願い申し上げます。

　ＮＰＯ法人日本ＨＩＳ研究センター主催の病院広報の質の向上を目的
としたヘルスケア情報コンクール（ＢＨＩ賞）が今年も行われました。
市民病院マガジン「きよら」も応募しました。その結果、応募総数112
点のうち、院内広報誌部門優秀賞に選ばれました。

審査は上記の５点を評価されます。

企画の有益性
構成上さまざまな切り口であっても、あくまで読
み手にとって役に立つ、ためになる情報をよく吟
味して提供すること、それが編集の基本である。
読みやすい文字や文章への配慮が感じられるか。

わかりやすさ
冗長な要素や無駄を削り、見出しなど一見し
て理解できるような配慮や工夫があるかどう
かを審査する。院内コミュニケーション企画
との連動性はあるか

読みやすさ
適切な見出し、漢字率（30%）、句読点、文字サイ
ズ、字間・行間、１行当たりの文字数など、読み手
の目を配慮したホスピタリティが必要である。誌
面は、容易にわかるような様々な工夫があるか

経営理念の反映
経営トップからのメッセージや理念コーナー
など、理念に配慮したテーマや企画があるか
どうか、それが適切であるかどうか

組織内コミュニケーション
伝えたい理念や経営情報への積極性が感じら
れるか

「きよら」が第９回ヘルスケア情報誌コンクールで
院内広報誌部門優秀賞を受賞しました！
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今月のイベントと院内の動き

▲

10月23日金
「童謡サークル吉作ひまわりの会」による童謡の合唱が行われました。
童心に返り、参加者皆で合唱しました。

▲

11月17日火
接遇向上講演会が行われました。

▲

12月11日金
ボランティア交流会が行われました。

10月 12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

•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

10月17日（土）に開催されたふれあいセミナーの会場にて撮影。当院看護師
が血圧測定でお客様とふれあい、あふれんばかりの笑顔で接しています。

　 表紙の解説［ふれあいセミナーにて撮影］


