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富山市民病院

富山市民病院マガジン「きよら」

患者満足度調査特集

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。
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　医療は営利のために行ってはならないという規則
があり､ 医療機関の詳しい診療内容などをお知らせ
することは規制されています。治療成績や診療内容
を知っていただくことで病院などを受診する際の参
考になると思いますが､ このような事情にてお知ら
せできません。ただし、ホームページには規制はな
く多くの情報をお知らせ出来ます。
　富山市民病院はホームページを公開しています。
インターネットでの検索機能で「富山市民病院」と
入力することで､ 当院のホームページをしらべるこ
とが出来ます。あるいは、インタ―ネットのアドレ
スにhttp://www.tch.toyama.toyama.jp/と打ち込ん
でいただくだけで容易に富山市民病院のホームペー
ジをご覧になれます。
　富山市民病院のホームページは､ 平成12年４月に
開設されました。その後､ 平成15年には内容を新し
くする改訂を行っています。しかし、文字が小さく
て読みにくいなどのご意見をいただき全面的にリ
ニューアルいたしました。
　リニューアルの大きな特徴は､ ホームページを白
地に緑をくわえたし優しい色調とし､ シンプルで柔
らかいデザインとしたことです。また、お知らせ欄
を広く見やすくし、病院の医療機能をわかりやすく
お知らせするように工夫してあります。富山市民病
院は､ 富山県で初めて「地域医療支援病院」となり
ました。その他､「地域がん診療連携拠点病院」や
「臨床研修病院」です。ホームページの最初のペー
ジからこれらの情報をお知りいただけます。
　その他､ 今回の工夫した部分についてご案内いた
します。
●富山市民病院が、医療連携しています地域の診療
所や病院などをご紹介しています。このページで
は皆さんの住居に近い医療機関を、グーグルマッ
プを利用して検索出来ます。また、検索した病院

や診療所などのホームページも見ることが出来ます。
●「いまいずみ通信」と名づけた病院ブログをご覧
下さい。院内で行われた行事や出来事を､ 日記風
にニュースレターとして綴ってあります。肩の凝
らないエッセイやコラムなど、診療風景の裏側や
ニュースにはならない出来事が綴られています。
リアルタイムな病院の情報源としてご利用いただ
きたいと思います。

●診療実績を是非､ ご覧下さい。診療科案内を開い
ていただきますと､ 診療科の診療実績が掲載され
ています。どのような検査や治療が行われている
のか、などが掲載されています。当院はがん診療
連携拠点病院であることから、胃がん､ 大腸がん、
乳がん､ 肺がんの５年生存率などの治療成績が掲
載されています。また、これらの診療実績などは、
「診療科案内」として病院内におかれています冊
子にも掲載されていますので、ご覧下さい。

●病院は､ 市民の皆様むけの「きよら」と､ 地域医
療機関向けの「れんけいと支援」という情報誌を
発行しています。これらの内容は広報誌の部分を
開けていただくことでご覧いただけます。その他、
病院２階で定期的に開催されています「ふれあい
ギャラリー」の情報もご覧いただけます。大変素
晴らしい作品が展示されています。その他､ 多く
の病院情報が盛りだくさんにのせられています。

　インターネットの操作に不慣れな方もいらっしゃ
るかと思いますが､ 当院の２階にて開かれています
「さんぽ図書室」には、コンピューターが１台置か
れています。ご利用下さい。これからも、病院のこ
とのみならず、医療に関します最新の話題などにつ
いて､ お知らせし、皆さんに病院の事をより正確に、
そして楽しく知っていただけるように努めてまいり
ます。

富山市民病院
　　 ホームページの改訂

Ryouhei Izumi

泉 　 良 平
病院長



院長への手紙
「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
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　ご意見のように､ 多くの方から、外
来トイレについての苦情やご要望があ

りました。当院は､ 当地へ移転後20年以上を経過し、環
境面で多くの問題があります。
　入院して治療を受けていただく病棟につきましては、約
４年をかけて改修してまいりました。個室トイレや病室の
扉を改修し､ 多少なりとも､ 皆さんに快適な環境を提供
することが出来ているのではないかと考えています。
　外来についても改修の必要があり､ これまで病院内で
プロジェクトを立ち上げ検討をすすめているところです。
限られたスペースの中で､ また、診療を中断することがで
きない病院という事情がある中で、市民の皆さんに少し
でも快適な環境を提供いたしたいと考えているところです。
　特に､ 外来のトイレにつきましては多くのご要望があ

ります。外来のトイレを全面的に改修するには時間を要
することから､ 今回､ まず入退院入り口近くの外来トイ
レを改修することといたしました。工事の期間中は、皆
さんには大変ご不便をおかけしますが､ 何卒ご容赦いた
だきたく存じます。
　その他､ 内科外来などについては､ 改修が必要と考え
ています。狭いスペースで外来診療を受けていただいて
おり､ プライバシーの保持などに多くの問題があると考
えています。先にも申しあげましたように、なにぶんに
も外来のスペースに余裕がないこと､ また、診療をとめ
ることが出来ない事情があることから､ 全面的な改修を
行うには困難があります。皆さんにより良い診療を提供
できるよう、改修について検討し対応してまいります。
　皆さんのご理解とご協力を宜しくお願いいたします。

　貴重なご意見をいただきました。医
師には､ 病に苦しみ､ あるいは傷つき、

精神的にもつらい状況の中にある患者さんに対して､ 言
葉や態度を含め､ 心をこめて診療するように日頃から教
育しているところです。
　しかし、ご指摘のように､ きつい言葉であったり、不適
切な対応があるといったご意見をいただくことがあります。
　外来診療では､ 多くの患者さんを診療することから、
お待ちいただく時間が長くなり､ そのことでご不快をお
与えしていることと思います。その中で､ 皆さんの思い
に配慮が足りない診療を行うことは許されるものではあ
りません。
　病院では､ 接遇向上委員会を設置し､ 医師のみならず
全てのスタッフに接遇の重要性を教育しています。医師
に対しても、医師が一堂に会する医局会で接遇の講演を
行い、またロールプレイなどの実地の接遇訓練を行って
います。

　多忙な診療業務のなかで､ 皆さんを不愉快にさせてし
まうのではないかと思います。これからも地道に、そし
てしっかりと医師に対する指導を行ってまいります。ご
理解を御願いいたします。
　病院内には､ 患者アドボカシ―室があります。この部
屋には､ 専任の医療メディエーターが常駐しています。
患者アドボカシ―とは、患者さんの立場にたって、患者
さんの権利を守ることです。様々な苦情や思いがあるか
と思います。是非､ 患者アドボカシ―室を訪れていただ
き､ ご意見をお知らせいただきたいと存じます。
　医療メディエーターは院長直属の立場にあって､ 患者
さんをお守りするために仕事をしています。ささいなこ
とでもかまいませんので､ ご意見をいただきますよう御
願いいたします。
　皆さんからのご意見や苦情をいただくことで､ 皆さん
の病院としてふさわしいものに致したいと考えています。
宜しくお願い致します。

これまでいろいろな方から意見や要望があったかと思いますが､外来トイレの改修を御願いしま
す。特に洋式が少なすぎます。多くしてください。（同様のご意見が他に４件ありました）

ご意見 「外来トイレについて」

お答え

お答え

医師の診療での対応に問題がある。しっかりとした教育がなされていないのではないか。

ご意見 「医師の対応について」



患者満足度調査結果について
当院の満足度調査を患者様対象に行いました。その結果をピックアップして、ご紹介いたします。

外来
□1家が近いから
□2評判がいいから
□3医師の腕がいいから
□4設備が整っているから
□5説明がわかりやすいから
□6医師からの紹介
□7以前にかかったことがあるから
□8ホームページを見た
□9その他
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平成21年４月13日より緩和ケア病棟を開床 （オープン） しました。 今后、 当院緩和ケア病棟に期待される事をお聞か
せください。（例　富山市民病院のホームページにて、緩和ケア病棟の役割・業務など情報の拡充をして欲しい。 など）

●もし自分が必要になったときはお願いしたい。経営も大変でしょうが、市民のために頑張ってください。
●緩和ケアというと以前は暗くて重いイメージしか湧かなかったがパンフレット、ホームページ等をみると患
者の心と身体のケアと共に家族のケアの必要性を知り、今後は地域になくてはならないものと感じた。利用
する・しないに関わらず身近にあることで安心できるという役割をもった病棟であると思うので貴院の取り
組みや特色を広く開示していって頂ければと期待します。

当院について、ご意見・ご提案などがございましたらお書きください。

●市民病院とは、やはり市民のために利益が出なくても末永くそばにあって欲しいと思う。その為に税金が投
入されても当然だと思う。ただ、無駄なことは減らして欲しい。

●内科受付の連絡がわかりにくい。
●栄養士に退院後の食事のお話をしてくださり、今毎日助かっています。
●大病院では待ち時間が長く、診察時間が短いと聞いていましたが患者さんもおおいのに悩みにも耳を傾けて
いただいて感謝しております。看護師の方も笑顔いっぱいで接して交換が持てます。

●17年度から当院（内科）にかかっていたのに21年度内科先生がかわったら地域の病院にかわってくれと先生
に言われてずっとこの病院にかかっていたのでショックでした。

●たくさんの患者さんがおられるので時間がかかるのはやむをえないのでしょうが身体の具合が悪い時は大変
つらいです。

●診察までの待ち時間が長かった。気分が悪い時など辛かった。

■ 特集「接遇満足度調査」 ■ 



入院
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□2評判がいいから
□3医師の腕がいいから
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平成21年４月13日より緩和ケア病棟を開床 （オープン） しました。 今后、 当院緩和ケア病棟に期待される事をお聞か
せください。（例　富山市民病院のホームページにて、緩和ケア病棟の役割・業務など情報の拡充をして欲しい。 など）

●緩和ケア病棟の開床をしりませんでした。これから勉強します。オープンされたことは大変良いことだと思
います。今後、利用される方も多くなると思います。

当院について、ご意見・ご提案などがございましたらお書きください。

●先生がとてもやさしくて、くわしく答えてくださり、安心して入院することができました。不安なことも解
消できました。ありがとうございました。

●入院の際病室に入るとき看護師さんが、病室の患者さんに簡単な紹介をしていただければ患者同士の会話も
はやくうちとけあかるい？部屋作りができると思います。

　当院の総合的な満足度の“良い”との評価が前回調査時よりも、外来・入院の結果ともに増
加していることは喜ばしいことです。患者様にそのように評価していただき、病院スタッフ

一同厚く御礼申し上げます。
　当院では、売店のリニューアル・コーヒー店の開設等のより快適な利用施設の提供、ホームページのリ
ニューアル等の充実した病院情報の提供といった、新たな試みにも取り組んでおります。次回の満足度調
査時には、それらが評価に反映されていれば幸いであります。
　より一層患者様に選んでいただける病院を目指し、病院スタッフの接遇力向上に努めてまいりたいと思
います。接遇についてのご意見・ご要望などありましたら、当院正面ホールにあります「ご意見箱」を通
じてお聴かせください。よろしくお願いいたします。 接遇向上委員会一同

総 評



平成21年度富山市民病院経営改善委員会を開催
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■ お知らせ ■ 

　平成21年度富山市民病院経営改善委員会が平成22年１月18日（月）に開催されました。
　経営改善委員会は、経営改善計画の策定と計画に基づく実績の評価、助言、指導等、病院の経営健全化を図る目
的で設置され、平成20年度に計画が策定されてから最初の委員会となります。
　今回の委員会では、今年度の経営改善状況の取組み、収支の概要に対する評価と翌年度の取組みについて審議さ
れました。

20年度・21年度の比較 ▼

（４月～11月）

早期に取り組むべき目標と課題
◆早期に取り組むべき目標と課題は、かかりつけ医との連携を強化するなどの対策を講じ紹介患者の増加を図る
など８項目あり、病院全体で地域の開業医さんとの連携強化に努めた結果、概ね計画目標を達成いたしました。

概ね３年間での達成を目標とする項目　
◆医師、看護師等その他医療スタッフの育成と確保など６項目では、計画どおり達成できるよう取り組んでお
り、特に医師や看護師の確保をさらに強化します。

収支の概況
◆病院事業の本体である医業収支は、病院職員が一体となって収益の向上に取り組んだ結果、平成21年度の
医業収益は改善計画を達成できる見込みですが、医業外収支を含めた病院事業会計全体では、計画収支▲
349,000千円より赤字額が96,000千円程度増加するものと見込んでいます。

◆平成22年度の改善計画の取組みは、今年度に取り組んで来た活動を継続するとともに、取組みが不十分であっ
た項目について以下の取組みを実施します。

　❶ＤＰＣデータについて更に精査・分析を行いアクションプランの再設定や対応策の再検討
　❷平成22年度診療報酬改定に必要な対応や人員配置などの検討・実施
　❸医師・看護師の更なる増員、女性の働きやすい環境の充実
　❹材料費、委託料などの経費削減
　❺地方公営企業法の全部適用への移行準備
　❻実績管理や経営分析などを行う企画管理部門の設置
　　また、平成23年度に富山市救急医療センターの当院敷地への移転が予定されており、センターとの連携・
　運営　について協議を進めてまいります。

経営改善委員からの意見　
◆計画初年度の当院の取組みについては、予想されない項目や不十分な項目もあったが、各部署で積み上げて
　きた実績が全体として計画以上の収益アップにつながった。引き続き取り組みを継続して行ってもらいたい。
◆来年度は、①22年度の診療報酬の改定に対応した各部署の目標の見直し
　　　　　　②医師、看護師の確保
　　　　　　③働きやすい環境とアメニティの改善
　　などを進め、「この病院は明るい病院だ、いい病院だ」と言われるようにしていただきたい。
　　などのご意見をいただきました。
　　これからも、市民病院が“地域から最も信頼される病院”となるため、各部署が協力しながら目標の達成
に取り組んでまいります。

項目 20年度 21年度 比較増減

一日平均外来患者数 988.6人 1,012.4人 23.8人

一日平均入院患者数 439.0人   449.5人 10.5人

新 規 入 院 患 者 数 5,754人   6,106人  352人

 ■ 平成22年度改善計画の取組み

 ■ 今年度の取組みの概要



　産婦人科では10月よりハッピーママ外来（助産外来）

がオープンしました。

　妊婦さんとそのご家族に安心して赤ちゃんの誕生を

待ち望んでいただける様に私達助産師がゆったりとお

話しを伺い、きめ細かな対応で出産をサポートさせて

いただきたいとの思いからハッピーママ外来（助産外

来）を開設しました。

　医師から正常な妊娠経過と診断された妊娠28週頃の

希望のある妊婦さんを対象としています。内容は妊婦

健診、超音波検査（胎児位置確認）と保健指導で、毎

週金曜日の午後にゆったりと受診していただけるよう

１名１時間の完全予約制としています。予約制なので

待ち時間もほとんどありません。

　また、病棟の助産師が担当しますので妊娠から出産、

産後までを通して安心、安全な出産ができるよう援助

と支援をしています。妊婦さんが日常生活の中で気に

なる事や妊娠に伴う不快症状の対処法等を生活スタイ

ルに合わせてアドバイスさせていただいています。

　妊娠中から妊婦さんやご家族がどの様なお産を希望

されているのか、出産直後の赤ちゃんとの触れあいや

母子同室、母乳育児等についての要望を取り入れて満

足していただける様一緒に考えています。利用された

妊婦さんからは「些細な事も気軽に相談できた」と、

出産と産後の生活についての知識を深めイメージを描

く事が出来喜んでいただいています。

　超音波検査では「赤ちゃんの顔が見えてよかった」

「丁寧に教えてくださったのでわかりやすかった」等、

母とお腹の赤ちゃんとのコミュニケーションから愛着

を育む貴重な場となっています。　

　今後も医師、助産師、看護師、コメディカルとの連

携を図り充実させたいと考えておりますのでよろしく

お願い致します。

♥ハッピーママ外来
受診日：毎週金曜日　PM１時30分～PM３時30分
場　所：産婦人科病棟（西病棟３階）診察室
対　象：正常妊娠経過の28週頃の妊婦と家族
料　金：3500円（妊婦一般健康診査受診票の利用可）

市民病院産婦人科　☎422－1112内線（2057）
問い合わせ時間　平日14：00～16：00

お 問 い 合 わ せ は

感染対策看護エキスパートナース　家城　美和子

「エキスパートナースを更新して」
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　感染対策は、患者さんや職員に安心・安全な医
療を提供するために重要な役割を担っています。
私は、感染対策看護エキスパートナースとして５
年が過ぎました。現在は、３人の仲間と共に活動
しています。
　主な活動としては、感染対策の基本である正し
い手洗いや手袋などのつけ外しの方法や、感染対
策学習会の企画・運営、臨床現場での問題点や疑
問に対してのアドバイスなどを行っています。ど
うすればスタッフに認識してもらい実践してもら
えるかを一つひとつ手探りで乗り越えてきました。

また地域の医療従事者に向けての学習会や講演会
を行い地域全体としての感染対策にも取り組んで
います。
　行き詰まった時など「もうやめたい」と思った
ときもありました。そんな時同じ目標を持つ仲間
に救われたことが多くありました。昨年からは、
メンバーの一人が日本看護協会の感染看護認定看
護師になり活動の幅も増えてきています。
　これからも急性期医療を中心とする当院の実情
を考慮しながら、縁の下の力持ちとして３人の仲
間と活動していきたいと思います。



新企画 ブログを開設！
　ブログは、簡単に記事を掲載することができる日記形式

のホームページです。この利点を活かして、病院のホットな、

また、ホッとするような話題をタイムリーに読んでいただ

けるようにしました。

　昨年12月18日（金）病院ホームページをリニューアルし、

公開しました｡

　今回のリニューアルでは、利用者の皆さんにとってわか

りやすく使いやすいものとなるよう、デザインを一新し、

各ページの配列なども見直しました｡

　また、魅力的なホームページとするために、新しい企画

を始めしました｡

新企画 連携医療機関の検索
ページを開設！

　当院の開放型病床に登録されている医師の医療機関情報

を掲載いたします｡

http://www.tch.toyama.toyama.jp/当院ホームページアドレス ▼

ブログ「いまいずみ通信」 ～今日の出来事～

トップページ

ご意見・ご感想をお待ちしております。

連携医療機関のご紹介

　上記以外にも、新しいページ（ふれあいギャラリー・経営改善・主な施設認定等）を追加するなど内容を改

めていますが、今後もコンテンツの充実に努め、皆さんに役立てていただけるホームページとなるよう、心が

けてまいります。ぜひ、当院ホームページをご覧になっていただければと思います｡
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栄養科

食と健康の
たより

材料（４人分）
●菜花…………
●人参……………
●筍水煮…………
●天ぷら粉…
●水…………

200g
1本
50g

２カップ
２カップ

特集「がんを予防する食生活」特集「がんを予防する食生活」

春の味覚の
サクサクかきあげ

　がんによる死亡者は、総死亡の約３割を占めています。がんの中では、胃が

ん、子宮がんは減少傾向を示していますが、肺がん、大腸がん、乳がんなどは

増加しています。この原因は、肉中心の食生活や食物繊維不足など、日本人の

食生活の変化にあると言われています。がんを防ぐためには、栄養バランスの

とれた規則正しい食事を心がけることが大切です。

作り方

7

6

5

4

3

2

１

　菜花や人参はカロテンを多く含む緑黄色野菜です。カロテンは油と一
緒に摂ることで、効率よく吸収されます。
　野菜はビタミンやミネラルを豊富に含んでいる食品です。生野菜だけ
でなく、炒め物やお浸し、鍋物などでも摂るようにしましょう。また、
外食のときは定食ものを選び、野菜料理をプラスしましょう。果物だけ
では、野菜の代わりにはなりません。１人１日あたり350ｇ以上を目安に
多種の野菜をバランスよく摂りましょう。（緑黄色野菜100ｇ、淡色野菜250ｇ）

天ぷら粉と水を混ぜ
るボウルの下に、氷
水をはったボウルを
セットして混ぜると、
かきあげがサクッと
揚がります。

菜花は、３等分に切る。

人参は、皮をむいて長さ５cmのせん切りにする。

筍水煮は、長さ５cmのせん切りにする。

ボウルに天ぷら粉と水を合わせ、粉っぽさがなくなるまで混ぜる。

④に①～③の材料を加え、よく混ぜ合わせる。

油を170℃に熱し、スプーンですくった⑤を放す。

衣が黄金色になったらすくい上げ、油をよく切って器に盛り付ける。

１．バランスのとれた栄養をとる　－いろどり豊かな食卓にしてー
２．毎日、変化のある食生活を　－ワンパターンではありませんか？－
３．食べすぎをさけ、脂肪はひかえめに　－おいしい物も適量にー
４．お酒はほどほどに　－健康的に楽しみましょうー
５．たばこは吸わないように　－新しく吸いはじめない、吸わないー
６．食べものから適量のビタミンと繊維質のものを多くとる　－緑黄色野菜をたっぷりとー
７．塩辛いものは少なめに、あまり熱いものはさましてから　－胃や食道をいたわってー
８．焦げた部分はさける　－細胞の突然変異を引きおこす恐れがー
９．カビの生えたものに注意　－食べる前にチェックしてー
10．日光に当たりすぎない　－当たりすぎると弊害がー
11．適度にスポーツをする　－いい汗を流しましょうー
12．体を清潔に　

がんを防ぐための12カ条

資料：国立がんセンター「がん予防12ヶ条」
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本人の７割は無宗教だが、初詣で
には大挙して神社やお寺へ、本

年の安全と無病息災・希望を祈りますが、
年の始めに期待と希望を祈願しましたか。
一年365日のうち３分の１は休日で約119
日ありますが、休活といい、人生を変え
る自分の個性を活かした活動が、厳しい
時代を乗り越えるためのコツだそうです。

て「暮らしのこよみ」（北日本新聞）
による平成22年度（高島易断所）

の庚虎歳の運勢を、縁談や婚活を目指す
女性は真剣に十二支の相性を「九星によ
る男女の相性」を母親と共に見ながら、
また最近の若い女性は、12星座で占う（羊
座・山羊座・魚座等）人も多く、今年の
全国の新成人（男性65万人・女性62万人・
計127万人余）の婚活は、運勢以上に結
婚しない女性が多く、多難ですね。

年は労して功の少な時で、気力の
維持に心がけ、攻勢より守勢が大

切で、自分の力量を考えて、堅実に行動
して、自己過信や自己疑念で物事を、や
らないことが、私へのアドバイスで、心
して初心を忘れるべからず、とのご宣託
で、もっぱら聴き役（聴聞）をして、信
ぜよとのことです。

の初めにあたり、特に高齢者の方
は「あとどのくらい生きられるか」

と瞑想、考える人もあり、2010年の365
日をどう計画を立てる前に、人の寿命は
男性が79歳・女性が86歳余の統計だそう
で、人の細胞は個人差があり、生命が滅
するのは当然で、20～30年先か、事故な
どで３ヶ月後のことかは、神仏のみと想
像するだけで、『くよくよ人間』になっ
てしまいますよ。

メリカの心理学者「リチャード・
カールソン」の著書で、《小さな

ことに、くよくよしない》より、『自分
を変える方法』があり、人間関係・家族・
仕事で「もう、くよくよしない自分」を
つくることは、自分に自信をつけること
が大切です。ちょっとしたことで落ち込

んでしまって、今を上手に生きられなけ
れば、明日や希望する未来や将来はない
とのことです。

んのちょっとした「気遣い・思い
やり・ねぎらい・ほめ言葉」は、

ボランティアでも共通することで、人間
の気持ちがガラッと変わることは、間違
いありませんね。「もうくよくよしない
心」から「自信に満ちた自分」を今年こ
そ造って下さい。

その他の語録から、「あるがまま
の」現実を受け入れる。さからわ

ず「貴方の言うとおりです。」と相手に勝
ちを譲る事から、円満に話が進む、不運
の次は、必ず幸運がやって来るから安心
せよ。しかし先のことはわからない。どう
なるかは、神のみぞ知る。大きな目標よ
りも、今の自分に合った小さな目標から、
少しづづクリアせよ。適度な満足感を持っ
て、登り坂の人生を歩んでいけるのだ。

化を受け入れる、変化するから人
類は成長し、質と形は変わるが、す

ばらしさは損なわれることなく、私達は変
化に期待し、楽しい好奇心で、積極的に
受け入れ、この世には変化は必ず起こると
受け入れれば、人生は楽しくなるはずだ。

生「必要でないことはない」ど
んな辛い事件・事実が身に降り

かかろうと、すべて必要なことと受け入
れ、物事をある意味、自分に都合よく考
える事で、自分の人生なのだと割り切っ
て理解する。人生は刻一刻と過ぎてゆく
が、どんな冒険の旅でも、貴重でもそれは、
しかもはかないものであるかに気づけば、
人の一生は短いものだ。日々を、かけが
えのないものと思い、一日を感謝しよう。

日に１時間・一週間に７時間と、
好きなことなら何でも良いから、

実行してみる。自分のための１時間を確
保し、健康増進・体力向上・精神の安定
で、バランスのとれた人生、学習能力の
アップで視野が広がり、創造力の向上に
努めて下さい。

らに今年が出発点《なりたい自分
に変わる》方法は、①運が味方し

て来る人、②結果に執着するのではなく、
努力すること、③不愉快な気持ちを捨て
る、④与える人間だけが、幸せになれる
資格を持っている、⑤流れに乗れ、⑥決
めないことも決断のひとつだ、⑦３時間
たったら、くよくよしよう、⑧怒りが鎮
まるまで、人に話しかけない、⑨今とゆ
う瞬間に集中する、⑩体の不調は頑張り
過ぎとのメッセージが、ポイントですよ。

て『初心』とは、自分の行き先を
決めた《最初の心》で、「初心忘

れずべからず」は確固たる初心を持たな
い人には、意味のない言葉であって、人
生にとって最も大切なことは、初心をも
つことであり、初心をあきらめないで達
成することだと、オークス会長の奥田博
氏の語録です。

た「初心とは」多くを期待するこ
となく、一瞬一瞬に新鮮に反応

することだと、禅の鈴木俊隆老師の言葉
で、初めてだった頃の、気持ちになって
みる、それは目の前の問題に集中してい
ますか、初めての恋の喜び、初めての仕
事の喜びを思い出してみて、何もかも人
のせいにしていませんか。初心とは偏見
がなく、自分が何もかも知っているわけ
でないと、認める心である。

なさん明日の楽しみは、①今朝も
健康で目を覚ますこと、②そして

家族全員が今日も健康に一日を迎えられ
たこと、③時間の余裕を持って出社でき、
④仕事も充実で、順調だ、⑤職場の仲間
とも楽しく過ごす、⑥帰宅しての入浴・夕
餉で一家円満、⑦明日ある事を信じて眠
るなどと、今年もお互いに、信じあい、助
けあいながら頑張り、協力をお願いします。

ＮＢの「お近所ラジオ」の人気ア
ナの「ナベタ・キョウコ」さん

は、朝は鏡に向かってニッコリ笑い、顔
のポーズを何度も造り、「今日もありが
とう」と鏡の中の自分に声をかけてから
出社するそうで、これが今日一番元気の
出るパワーの秘訣で、《日清ラーメン》
のクイズ番組を盛りあげて、出演するお
店を宣伝する人気があるでしょうか。皆
さんも、朝は元気よく鏡に自分の顔を映
して、笑顔を忘れないように、今日も頑
張りましょう。
【資料】王様文庫「小さなことに、くよ
　　　　くよしない・88の方法」より

石　森　貞　夫
病院ボランティア

「初心忘れず」
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　長年にわたりボランティアエッセイ
を執筆され、多くの方々に親しまれて
きました石森貞夫さんは２月10日に
急逝されました。石森さんのご功績
に感謝し、ご冥福をお祈りいたします。



展 示 作 品 紹 介
■絵画
　久米　武　【11月６日～11月27日】

■写真展
　田村　操　【11月27日～12月18日】

テ　ー　マ 氏名・団体名期　　間

１月８日から３月12日までの予定

柴山れい子と
生徒作品展２月19日～３月12日

田村　　操

宮本　久敏

写真
　「北アルプスの山Ⅱ」

写真
　　　「布橋灌頂会」

レカンフラワー
　　　「花の宝石箱」

１月29日～２月19日

１月８日～１月29日

■レカンフラワー
　柴山　れい子　【12月18日～１月８日】

ぬのばしかんじょうえ

富山メディカルラリー2009に参加して

心肺蘇生中 火事現場からの救出 崖崩れで下敷きの傷病者

平成21年11月１日「富山メディカルラリー2009」に
参加し準優勝をいただきました。

　病院前救急は、少ない情報から予測をし、混乱した現場から正しい情報を素早く集めて、的確な判断・処置

を求められます。その上、最短時間で病院へ搬送することも重要です。良く訓練された救急隊の働きが印象的

でした。病院前救急が充実することは、救命率に効果を及ぼすことを再確認した一日でした。

　病院到着後は、救い出された傷病者の全身状態を安定させるべく恥じない医療を提供するよう更に努力しな

ければと痛感しました。

　メディカルラリーとは、救命救急を専門とする医師、看護士、救急救命士の医療チームが模擬救急現場に出

向き、限られた時間内にどれだけ正確な処置や治療ができるかを競う「病院前救急の技能コンテスト」です。

　今回は、６チームが、６箇所の模擬現場で技能を競いました。

　火事現場や、工事現場からのけが人の救出、急病人や、心肺停止への救命処置など、多彩な場面設定がチー

ムの判断力を試します。

◆富山市民病院チーム
医師１名・看護士２名・救急隊３名・案内役１名
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今月のイベントと院内の動き

▲

１月27日水
接遇力向上ロールプレイング会が行われました。接遇推進委員による
ロールプレイングが演じられ、参加者が日頃の対応を見直す良い機会
となりました。

▲

２月３日水
東病棟３階（小児科）で節分の豆まきが行われました。

１月 ２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

屋上庭園にツリーがライトアップされると、冬の夜に映え病院の患者さん
の憩いのひと時を作ります。

　 表紙の解説［１/27緩和ケア病棟より撮影］


