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新任あいさつ

　この度、看護部長に就任いたしました永田智雅（ながた　ちが）

です。どうぞよろしくお願いします。金沢医療センター副看護部長

からの昇任です。金沢医療センターへの通勤時は毎日森本ICから当院を眺めていまし

たが、今は駐車場から森本ICを眺めています。

　新しい仲間を迎えて新年度がスタートしました。今は、希望や不安、緊張感など複

雑な心境でいるかと思います。名札に初心者マークのついている職員がいましたら温

かい目で見守ってください。

　当院は「患者さん一人ひとりに寄り添い、心のふれあいを大切にし信頼される医療

を目指します」を理念として掲げ、「神経筋難病」・「筋ジストロフィー」「重症心身障害」

「こどもの心」の診療を中心に行っています。看護部はこの理念に基づき、専門性の

高い看護を提供できるように教育や研修に取り組んでいます。また、看護の特徴とし

ては「１㎜を叶える看護」「息るを支える看護」「言葉を聴き取る看護」の３つをあげ、

日々看護実践を行っています。今年は、筋ジストロフィー医療研究会（10月26日・

27日）と共催で第６回日本筋ジストロフィー看護研究会学術集会（10月27日）が石

川県文教会館で開催されます。筋ジス看護に関わる多くの看護師が金沢に集い多数の

発表と活発な意見交換が行われることを期待しています。

　私たち人の命を預かる看護師は、心身ともに健康でなければなりません。そのため

に、職員がお互いを認め合い助け合い、専門職としてやりがいを持って働くことがで

きるような職場環境づくりを目指したいと思います。

　また、患者さんや職員の声を聴くために、あゆみより一歩踏みこんだ配慮ができる

ように真摯に取り組んで行きます。

看護部長　永田　智雅
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　　　所属　　職名　　名前　　　所属　　職名　　名前
①出身地は？①出身地は？
②趣味・特技は？②趣味・特技は？
③自己紹介・抱負などをお聞かせ③自己紹介・抱負などをお聞かせ
ください。ください。

①福井県敦賀市生まれの富山県富山
市育ち

②テーブルゲームなど
③少しでも役に立てるよう頑張りま
す。

①東京都
②硬式テニス
③珠洲から転任してきました。
　よろしくお願い致します。

①金沢市
②ディズニー、食べること
③まだまだ未熟な皮膚科医ですが、
貢献できるように頑張ります！

①愛知県小牧市
②スキー･スノーボード･温泉めぐり
③はじめまして。歌って踊ることがで
きる薬剤師を目指し、宴会の余興に
命をかけてます。病院全体で忘年会
や新年会など開催できたらと考えて
います。よろしくお願いいたします。

①金沢市
②サッカー観戦
③体を動かすこと、おいしい物を食
べることが好きです！どうぞよろ
しくお願い致します。

①愛知県豊田市
②剣道、ソフトボール、野球観戦
③日々の経験を大切にしていき、一
日でも早く先輩方のようなセラピ
ストになれるよう努力していきた
いと思います。

①金沢市
②旅行
③一日でも早く患者さんに貢献でき
るよう頑張ります。よろしくお願
いします。

①羽咋郡宝達志水町
②散歩、寺めぐり、サッカー
③早く職場に慣れるようがんばりた
いです。

①金沢市
②温泉めぐり、落語鑑賞
③人懐っこさだけがとりえです。い
つでもどこでも話しかけて下さい。

①鹿島郡中能登町
②ソフトテニス
③皆様のお役に立てるように精一杯
努力します。よろしくお願いしま
す。

①金沢市
②旅行、映画鑑賞
③富山から転勤してきました。デイ
サービスや病院の皆様と一緒に楽
しい時間を過ごしていきたいと思
います。

①富山県
②買い物
③久しぶりの大きな環境の変化に戸
惑いつつも新鮮な毎日です。皆さ
ん、よろしくお願いします。

医局　神経内科医師
　柴田　修太郎

医局　小児科医師
　村岡　正裕

医局　皮膚科医師
 　山本　麻理奈

薬剤科　副薬剤科長
　宮澤　憲治

研究検査科　生理学主任
　中西　　香

リハビリテーション科　理学療法士
　　　　　　　　 岡田　侑大

リハビリテーション科　作業療法士
　　　　　　　　 升田　明子

リハビリテーション科　作業療法士
　　　　　　　　 村上　和輝

リハビリテーション科　言語聴覚士
　　　　　　　　 栗﨑　由貴子

臨床工学室　臨床工学技師
　　　　　　　　 二木　理恵

療育指導室　児童指導員
　　　　　　　　 中川　志穂

療育指導室　児童指導員
　　　　　　　　 瀬尾　美咲
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①富山県射水市
②スポーツ観戦
③富山病院から転勤してきました。
明るく頑張りたいと思います。

①石川県
②花を生けること、山野草を見に行
くこと

③患者さんとご家族の笑顔とスタッフみ
んなの笑顔を大切にしていきたいと思
います。みなさんにご指導を頂きなが
ら、こつこつとがんばっていきますの
で、どうぞよろしくお願いします。

①愛知県
②旅行
③新任の看護師長です。笑顔でゆと
りの心を持って温かい看護を提供
できるよう努めてまいります。

①羽咋市
②家族でお出かけ
③金沢医療センターから転勤してき
ました。息子が３人います。育児
と仕事の両立を頑張ります。

①石川県
②ＢＢＱ
③初心にかえり、一生懸命頑張りま
すので、よろしくお願いします。

①富山県
②音楽を聴くこと
③患者さんやご家族の想いにそった
看護・支援に繋がるように頑張り
ます。よろしくお願いします。

①富山県砺波市
②色んな写真をとること、ペットと
遊ぶこと

③患者さんに寄り添いながら前向き
に毎日頑張っていきたいと思いま
す。よろしくお願いします。

①神奈川県
②料理・キャンプ
③40代ですが看護師になってまだ3年
目の新人です。物覚えが悪くなって
きましたが、一生懸命頑張りますの
で、ご指導よろしくお願いします。

①金沢市
②犬と寝ること
③毎日分からないことがいっぱいあり
ますが、患者さんと接するのは楽し
いです。笑顔でがんばりたいです。

①石川県
②趣味はドライブ。知らない場所へ
行ったりして楽しんでいます。特
技としてバドミントン。中高と続
け全国大会に出場経験があります。
③私は准看護師、専業主婦を経て40
歳を過ぎてから娘と一緒に看護学校
に通い再学習し、９年目になります。
数日ですが患者さんと関わり教えら
れることも多くありました。明るい
表情、元気な声で接しながら、言葉
に出来ない“心の声”にしっかり気づ
いてあげたいと思います。

①金沢市
②映画鑑賞、ヨガ
③患者さん一人一人に合わせた看護
が提供できるよう、先輩方にご指
導をいただきながら精進していき
たいと思います。

①石川県
②雑貨屋巡り
③患者さんに合った個別の看護が出来
るよう患者理解に努めていきます。
そして患者さんの安全・安楽を第一
に考え、視野を広く持って行動して
いけるよう頑張っていきます。

①金沢市
②歌うこと
③まだまだ慣れず、不安なことも多
いですが、患者さんや家族の気持
ちに寄り添える看護ができるよう
頑張りたいです。

第１病棟　看護師長
　宮内　美幸

第３病棟　看護師長
　髙道　香織

第５病棟　看護師長
　安田　千鶴

第１病棟　看護師
　西崎　理恵

第１病棟　看護師
　村尾　洋子

第１病棟　看護師
 　諸野　杏咲

第３病棟　看護師
 　岩﨑　日向

第３病棟　看護師
　大木　敬親

第３病棟　看護師
　大野　彩花

第３病棟　看護師
　松井　奈緒美

第５病棟　看護師
　角本　智恵美

第５病棟　看護師
　櫻井　明日香

第５病棟　看護師
　中川　七海
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①金沢市
②散歩
③患者さんの思いがわかる看護師にな
りたいです。まだ慣れず、上手くで
きないことばかりですが、チームの
一員になれるように頑張りたいです。

①金沢市
②読書
③慣れないことばかりで、助けていた
だくことも多くあると思いますが、
患者さんが快適に安全に過ごせるよ
うに看護をしていきたいと思ってい
ます。よろしくお願いします。

①石川県かほく市
②友達と遊ぶこと、洋画を見ること
③まだまだ未熟で慣れないことも多くあ
りますが、患者さんによい看護を提供
できるように先輩や同期に支えられな
がら日々頑張っていきたいと思います。
皆さんよろしくお願いします。

①金沢市
②写真を撮ること
③これから観察力を磨いていき、患者さ
んの些細な変化にも気づくことができ
る看護師になれるよう頑張ります！

①金沢市
②よく食べて、よく寝ること
③患者さんの気持ちを考えながら看
護ができる看護師になりたいと
思っています。これからよろしく
お願いします。

①金沢市
②バレーボール(球技全般)
③患者さんに心を開いてもらえるよう
に、患者さんの気持ちになって看護
していける看護師になりたいです。

①内灘町
②バスケ、料理
③患者さんのちょっとした変化にす
ぐ気づける介助員になりたいと思
います。よろしくお願いします。

①能登町(宇出津) 
②お菓子作り
③まだまだ未熟ですが、常に笑顔と
患者さんへの優しさを忘れずに一
生懸命頑張りたいと思います。こ
れからよろしくお願いします。

①金沢市
②犬と遊ぶこと
③分からないことばかりですが、１
つ１つを確実に丁寧に行っていき
たいと思います。よろしくお願い
します。

①石川県
②ハンドメイド(アクセサリー系) 
③分からないことだらけですけど、
頑張ります。これからよろしくお
願いいたします。

①白山市
②K-POPを聞くこと、韓国ドラマ
を見ること
③介護福祉士としての視点を忘れず、
患者さんの心に寄り添ったケアが
行えるよう笑顔を常に心がけて頑
張ります。分からないことばかり
ですが、よろしくお願いします。

①名古屋市
②音楽鑑賞
③18年ぶりの石川県勤務です。各
部署との接点が多いと思いますの
でよろしくお願いします。

①石川県
②ネットショッピング
③慣れない仕事で周りに助けられて
ばかりですが、診療業務がスムー
ズに行えるよう影ながら支えてい
きたいと思います。

第６病棟　看護師
　出口　郁恵

第６病棟　看護師
　八田　香乃

第６病棟　看護師
　山岸　七海

第７病棟　看護師
　表　　幸希

第７病棟　看護師
　亀岡　生吹

第７病棟　看護師
　芝山　ほの香

第７病棟　療養介助専門員
　上田　佳奈

第８病棟　看護師
　猪平　かすみ

第８病棟　看護師
　木下　明香里

第８病棟　看護師
　髙本　咲希

第８病棟　療養介助専門員
　遠水　ひかり

事務部　庶務班長
　渡邉　民朗

事務部　契約係長
 　大伴　佐織
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　平成29年7月、10月と平成30年２月の３回、石川県からの派遣研修として福島県で開

かれた福島災害医療研修に参加しました。災害医療研修といっても放射線災害に特化した

研修です。石川県には志賀原子力発電所があり、もしもを考え放射線災害の知識を最新に

しておくことが重要です。当院は療養型の病院であり放射線災害時の医療研修なんて必要

なの？という疑問も出るかもしれませんが、放射線災害時の難病患者の移送などは通常

のDMATでは対応が難しく、当院も積極的に訓練を行なっておく必要があります。今回、

放射線災害知識のブラッシュアップ、および除染医療訓練、福島第１原子力発電所見学な

ど盛りだくさんでした。テレビの報道などではわからない福島の実際を体験できたのは非

常に参考になりました。災害が起こらないことが最も重要ですが、もしもの時に備え繰り

返し訓練を行っていくことが大切です。今後も定期的に放射線災害研修に参加し最新の知

識に更新していきます。　

福島災害医療研修に参加して
統括診療部　高橋　和也
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薬剤師高橋優の明日はきっといい日になる

（出典:的確な花粉症の治療のために　公益財団法人日本アレルギー協会事業より）

薬剤科　調剤主任　高橋　　優

　皆さん最近いかがお過ごしでしょうか？
私は花粉症による鼻水とくしゃみと目の痒み、
まれに鼻づまりで大変辛かったです（涙）
えっ、鼻づまり？って思われる方もいらっしゃる
でしょうが、鼻づまりも立派な花粉症の症状です。
ちなみに花粉症の原因となる花粉はスギ、ヒノキが
有名ですが、それ以外にイネ、ブタクサ、ヨモギ等
を始め60種ぐらいあるという報告があります。また、
スギやヒノキは春ですが、夏や秋に花粉が飛散する植物もあり、
症状が一年中出るという方もいらっしゃいます。

　花粉症の治療方法ですが、対症療法と根治療法があります。
対症療法としては、抗ヒスタミン薬（ロラタジン等）、抗ロイ
コトリエン薬（プランルカスト等）化学伝達物質遊離抑制薬
（クロモグリク酸Na等）などの内服薬や点鼻薬、点眼薬、
そして鼻噴霧用ステロイド薬（フルチカゾンフランカルボン
酸エステル）、点眼ステロイド薬を組み合わせます。くしゃみ、
鼻汁が主体の鼻症状の場合は、抗ヒスタミン薬、化学伝達
物質遊離抑制薬が、鼻づまりが症状の主体である場合は、
抗ロイコトリエン薬や鼻噴霧用ステロイド薬がよい適応と
なります。より鼻づまりが強い場合には点鼻用血管収縮薬や、経口ステロイド薬も使用さ
れます。これらの薬剤を上手に使い分ければ、花粉が多い年でも約5～ 6割の患者さんが
花粉症の症状がほとんど出現せずに、普段と変わらない生活を保ったままで花粉飛散の季
節を過ごせることが分かっています。ただし、抗ヒスタミン薬の中には副作用として眠気
が生じる場合がありますので、自動車の運転等に注意が必要です。また、花粉が飛び始め
直後から治療を開始する「初期療法」が有効であることが証明されています。
　根治療法としては、アレルゲン免疫療法があります。これはアレルゲンをごく少量から
体内に入れ、反応を見ながら少しずつ増量してアレルギーを治そうとする方法で注射薬と
内服薬があります。気になる方は一度医療機関を受診し、いい日にしましょう！！
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　平成30年３月16日に第４回医王病院慰霊祭を行いました。今回の慰霊祭は平成27年１
月から平成28年12月の間に、当院で病理解剖をさせていただきました28名の皆様の御霊
をお慰めし、心から敬意と感謝
を申し上げるため、関係するご
遺族と医王病院職員が一同に集
まり行いました。
　慰霊祭は、病理解剖させてい
ただきました方のご芳名の奉
読、院長の式辞、臨床研究部長
の挨拶、最後に献花と続き、病
院長の式辞では、「現代の医学
は、日々目覚しい進歩を遂げて
います。しかしながら、まだま
だ病気の本体が解明されず、治療法も確立されていない難病が数多くあります。医王病院
では、病気の理解をさらに深め、原因解明や治療の発展に繋がる多くの貴重な知見を学び

集積するために、ご遺体を病理解剖させていただく
ことをお願いしてまいりました。ここで経験した病
理解剖により、これまで教科書や報告では学ぶこと
のできなかった数多くの新しい知識を積み重ねるこ
とができましたことを皆様にご報告すると共に、あ
らためて厚く感謝申し上げます。」と敬意と感謝を
申し上げました。

　参列者の中には、故人を偲び涙ぐむ方々もみえました。また、彼岸も近かったこともあ
り、「医王病院慰霊祭が開催され、ご遺体が医療の発展に大きく貢献することを墓前に報
告します。」といわれた方も数多くみえました。
　私たち病院職員においても、病理解剖させていただきました方々を偲び、心新たに精進
努力する気持ちとなり、病院で慰霊祭
を行う意義を深く痛感しました。

慰霊祭を開催しました
医王病院臨床検査技師長　中島美由紀
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ホームページ　http://www.ishikawaｰc.ed.jp/̃iouxxs/

●石川県における病弱教育を担う特別支援学校は、医王特別支援学校、及び小松みどり分校です。
　※病弱教育とは、何らかの病気により長期にわたって医療（入院・治療）を要する子どもたち

への教育です。
●医王特別支援学校は、隣接する医王病院に入院しながら教育を受けることができる県立の学校
です。

●個々に応じて、学習空白や遅れを補う教育をしていきますので、安心して入院し治療できます。
●医王特別支援学校には、小学部、中学部、高等部、分教室、病院訪問教育があり、希望に応じ
て進学・就労などの進路指導も行っています。

入院中の子どもたちも
　　継続的な教育が受けられます！

＜医王特別支援学校の様子＞＜医王特別支援学校の様子＞

『学校長の挨拶』
　本校は、昭和50年４月１日
に石川県立医王養護学校として
開校し、昭和57年５月17日に
現在の校舎へ移転しました。県
内唯一の「病気療養しながら学
べる」特別支援学校として、明
朗・友愛・自主の校訓のもと、

児童生徒の能力や可能性を育む教育を推進し、
知・徳・体のバランスのとれた人格形成に努め
ております。
　４月９日現在で、小学部１名、中学部４名、
分教室は小学部５名、中学部３名、高等部６名
の計19名が本校に在籍し、小松みどり分校に
は、中学部７名が在籍しております。それぞれ
の児童生徒のニーズに応え、本人の夢や希望が

行事や日常の授業の様子、自然に囲まれた校舎の様子など、ここでは紹介しきれ
なかったことがたくさんあります。学校ホームページで紹介しています。是非ご
覧ください。
　　　　　「石川県立医王特別支援学校HP」は、・・・　
　　　　　　http://www.ishikawa-c.ed.jp/̃iouxx
　　　　　　　パソコン、携帯電話等からご覧いただけます。

　　　　　　　　　　　　　ぜひご覧ください！

叶えられるように、教職員が一丸となって「個
に応じた教育」を推進しています。　
　今年度は、以下の２点を重点目標として取り
組みます。
　①教育活動では、生きる力の育成、教職員の

専門性の向上及び働き方の工夫、安心・安
全な学校づくりを目指すとともに、広報活
動を推進し、保護者・病院・地域等との連
携を深めます。

　②センター的機能では、小・中・高・特別支
援学校や関係諸機関と連携し、情報の交
換・共有・提供に努め、前籍校や病院との
連絡を密にして、児童生徒に即した支援の
充実を図ります。

　保護者の皆様のご理解とご協力を賜り、児童
生徒一人ひとりの育成および人間的成長を目指
して、全力で支援に努めて参ります。

木 田 　肇

　４月９日（月）、分教室小学部に２名、
高等部に４名、計６名の新入生を迎えて、
入学式が行われました。
　院長先生や育友会会長さんのご祝辞、
児童生徒代表による歓迎の言葉などで新
入生を温かく迎えました。

入学式

寄贈のお知らせ
　平成30年３月にライオンズク
ラブ国際協会334-D地区より第
64回地区年次大会記念事業及び
100周年記念事業として『タッチ
スクリーン液晶ディスプレイ』が
寄贈されました。
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～ 外来診察のご案内 ～

独立行政法人
国立病院機構医王病院

●交通アクセス
・JR金沢駅よりJRバス(福光行、田ノ島行、中尾行)で30分、医王病院前下車
・IR森本駅より徒歩15分　・北陸自動車道　森本ICより車で５分　・山側環状線より車で５分

〒920-0192 金沢市岩出町ニ73-1　TEL.076-258-1180 FAX.076-258-6719 http://www.hosp.go.jp/̃iou/

■発行者　医王病院　■発行人　駒井清暢　■発行日　平成30年５月１日　■印刷所　株式会社ハクイ印刷

～ 患者さんの権利と義務 ～
　患者さんは誰でも人間としての尊厳を大切にされ、医療を受ける権利を有しま
す。また、医療は患者さんと病院職員が、お互いの信頼関係に基づき共に作り上
げていくものです。したがって患者さんには医療に積極的に参加していただくこ
とが必要です。
　当院はこのような考えに基づき、下記の「患者さんの権利」を尊重して医療を
提供いたします。また患者さんは「患者さんの義務」を果たされるようにお願い
致します。

患者さんの権利
１.患者さんは良質な医療を公平に受ける権利を有します
２.患者さんは病気に関する情報や検査・治療についての説明を聞き、自分の受
ける医療を選択できます

３.患者さんは個人情報を保護される権利を有します
４.患者さんはいつでもカルテ開示を求める権利を有します
５.患者さんはいつでもセカンドオピニオンを求める権利を有します

患者さんの義務
１.患者さんには病院の諸規則を守る義務があります
２.患者さんには自ら病気を治そうと努力し、また病気に関し病院職員の指示を
守る義務があります

３.患者さんには他の患者さんの治療や検査、快適な療養生活に支障を与えない
ように配慮していただく義務があります

４.患者さんには当院での入院治療が必要でなくなった時には退院頂く義務があ
ります

５.患者さんには医療費の外、利用契約に基づく一部負担金などを支払う義務が
あります

医師および医療従事者の権利
　医師および医療従事者は、自らの良心や医療倫理に相反することに対して、患
者さんからの要求があっても拒否する権利があります

職員募集 詳しくは人事担当までお問い合わせください。

【診察時間】

午前

午後
(小児科のみ)

診察受付/午前８：30～11：30
診察時間/午前９：00～正　午
診察受付/午後３：00～ ４：30
診察時間/午後３：00～ ５：00
（予防接種の方は午後３：00～４：30）
※午後の一般内科は休診です

●内科外来担当

●皮膚科

●小児科外来担当

●専門外来（要予約）
診療科 月 火 水 木 金

午前

一般内科 田上 柴田 田上

神経内科 朝川  駒井･柴田 石田

呼吸器内科 田上 田上

診療科 月 火 水 木 金

午前 皮膚科 山本 山本 山本 山本 山本

診療科 月 火 水 木 金

午前 一　般 中村 栂 中農 丸箸 大野

午後 一　般 脇坂 加藤 村岡 山田晋 横井

【休 診 日】土曜・日曜、祝日

＜小児心身症＞ 大野
＜言　語＞ 中村・脇坂・横井
＜発達/神経/てんかん＞脇坂・横井
<重症心身障害児> 丸箸
<筋ジストロフィー> 大野・脇坂
<肥　満> 山田晋

この広報は高精細340線で印刷したものです。PIN No.P13-0179

この印刷物は、E3PAのゴールド
プラス基準に適合した地球環境
にやさしい印刷方法で作成され
ています
E3PA：環境保護印刷推進協議会

駒井
本崎

石田
高橋

朝川(4週)
本崎(1.2.3.5週)

高橋(1.2.3.5週)
本崎(4週)

～医王病院 出前公開講座～～医王病院 出前公開講座～
認知症の基礎知識と早期発見のポイント

医王病院では毎年出前公開講座を行っております。本年度のテーマは、「認知症の基礎知識と早
期発見のポイント」です。講座ご希望のグループなどがございましたら、お気軽に医王病院管理
課までご連絡ください。TEL076-258-1180（内線2100）


