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外来棟が完成・移転しました
企画課長　花森　弘充

　2016年３月から始まった建替工事も2017年10月には西棟（第１病棟（60床）、デイサー
ビス部門、栄養管理部門、病理部門、エネルギー管理部門等）が完成し、令和となった今
年10月１日に待望の外来棟が完成しまし
た。10月４日から６日までの３日間かけ
て外来棟の移転を行い、10月７日より新
しい外来棟での診察が始まりました。外来
棟は外来部門、薬剤部門、検査部門、放射
線部門、地域連携部門、心理・言語療法室、
感覚統合療法室、療育指導室、臨床工学室、
看護部門、事務部門（医事を含む）等が心
新たに業務を開始しました。中でも放射線部門は、３テスラの超電導磁気共鳴装置（ＭＲＩ）
や80列マルチスライスＣＴ装置を更新整備し、性能もバージョンアップしました。また、
外来棟移転にともない既存の各棟も第３病棟が東棟に、中病棟（第５、６、７、８病棟、
機能訓練室）が北棟に名称を変更しました。
　今後、工事は旧外来管理治療棟及び旧１病棟の取り壊しを行い、跡地に駐車場を整備す
る計画で工事期間は2020年３月までを予定しております。工事期間中は工事車両の往来
や騒音等でみなさま方に多大なご不便、ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解を賜り
ますようよろしくお願い申し上げます。
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　令和元年10月７日より、新外来棟が完成
し、外来も新たにオープンいたしました。
新しい外来は、スペースが拡張され、明るさ
が増しています。受付は小児科と内科が１つ
にまとまり、広々としたオープンカウンター
となりました。処置室も設けられ、これまで
外来での点滴は診察室の一角で実施していま
したが、処置室のベッドで安心して受けてい
ただくことができるようになりました。また、
小児科側の一室には授乳室も設けられましたので利用していただければと思います。
　病院正面玄関入ってすぐ右手には、在宅支援訪問看護室もあります。住み慣れた自宅で
過ごしたいという思いをお持ちの方は、現在では色々な在宅サービスがあり、退院後、ご
自宅で医療を必要とする場合でも、サービスを組み合わせれば、在宅療養の思いを叶える
ことも不可能ではありません。
　皆さま方からの様々なご相談やご意見に応じ、信頼のおける質のよい医療とケアが提供
できるよう、外来スタッフ一同努めてまいります。

外来が新しくなりました
外来師長　髙道　香織

外来受付
外来受付向かって右が小児科受付、

左が内科受付です

救急処置室
外来での点滴治療は、写真奥のベッドで受け

ていただきます。

在宅支援訪問看護室
２名の訪問看護師がいます。院内外の多職種
と連携しチーム医療で支援いたします



薬
剤
科 薬剤科のお引越し

薬剤科　大月慎之助

　10月７日より、新外来棟での診察が開始され、薬剤科も場所が変わりました。そこで
今回は薬剤科の紹介をしたいと思います。
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【投薬窓口】
外来受付の目の前です。
薬を受け取るときは

このインターホン

を押してください。

【服薬相談室】

【治験管理室】

【無菌室】

おくすりの相談があるときはここでお伺いします！

【事務室・倉庫・払出室】

治験の仕事
はここで！

【調剤室】

調剤の仕事をしています！

おまけ：一枚の写真につき一人薬剤科の人がいるので
　　　　探してみてください♪
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放
射
線
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　新外来棟オープンに合わせて、放射線科ではCT・MRI装置を更新しました。両装置と
も以前の装置に比べ、パワーアップしましたので紹介させて頂きます。

＜CT＞
・画像を撮影する機械が16列
並んでいたものが80列にな
り、撮影時間が短くなりま
した（胸の撮影では13秒か
かっていたものが２秒に、胸
からお腹の撮影では26秒
だったものが４秒に）
・放射線の被曝量が３割程度少
なくなりました
・画像を処理する機能が増えた
ことで、病気を見つけやすく
なりました
・トンネルの直径が70cmから78cmと大きくなり、様々な姿勢・体位が出来るようにな
りました
・ベッドが広くなり、検査時の寝心地が良くなりました
・息を止めるタイミング・秒数が表示されるパネルがトンネル上部に設置されたことで、
検査の流れが解りやすくなりました

＜MRI＞
・1.5T（テスラ）から3.0Tに
ランクアップしました
・1つの画像を撮影する時間が
短くなったため、以前と同じ
検査時間で多くの画像を得る
ことが出来ます
・画質が良くなり拡大表示して
もぼやけず、細かいところま
で精細に見ることが出来ます
・CTと同様、トンネルが大き
くなり（直径70㎝）ベッド
も広くなったため、以前と比
べ、圧迫感を感じ難く、寝心
地よく検査を受けられるようになりました　
　　　　　　　　　　　
両装置とも、快適に検査を受けられるようになりました。安心して検査を受けてくださいね！

新規導入装置のご紹介
放射線科　上見　太介

8 と大きくなり 様々な姿勢 体位が出来るようにな

※T(テスラ) - 電磁気の国際単位(単位面積当たりの
　　　　　　　 磁束密度(磁束線の束))
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検査室引っ越しました
研究検査科　竹内　　収

　この度、検査科は新築移転によって、広く開放的で明るい検査室になりました。
　旧検査室では、部門ごとにフロアが分かれていたので、職員の業務把握が難しいという
問題を抱えながら日々の業務を行っていました。しかし今回の移転によって、二階の同一
フロアに機能が集約され全ての検査部門が扉一枚でつながったため、職員間での連携がし
やすくなりました。
　生理検査部門は１部屋で各種の検査を行っていましたが、４部屋に分けられ検査項目ご
とに部屋を割り振ることが可能となりました。これにより異なる検査項目の依頼があって
も同時に検査を行うことができるようになりました。
　次に病理検査部門は今回で二回目の引っ越しになりましたが、こちらも同一フロアに機
能が集約したことで組織標本の作製や染色等の作業を中断することなく他の仕事が行える
など業務の効率が上がりました。
　さらに細菌検査部門ではWHOが推奨しているバイオセーフティ指針による“細菌検査
室を陰圧に保つ”や“前室を設ける”という点を満たすことができ、細菌検査室の環境面
が整いました。
　今回の移転では検査機器の更新はありませんでしたが、各部屋にＬＡＮ線（ネットワー
ク環境）が配置され、将来的には各部屋に１台のＰＣを設置してさらに効率的に業務を行
うための準備が整いました。
　今後、それぞれの機能を有効に使っていけるよう、検査科全体で業務の改善を図り、迅
速で正確な検査結果の提供を心掛けていきたいと思います。今後とも検査科をよろしくお
願いいたします。
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細菌検査室

生理室
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心理療法
面接室

　心理療法で行う検査や、相談に使用する部屋です。成人、小児用でそれぞれ１部屋ずつ

あります。窓から山側環状道路が見える、日当たりの良い部屋です（夏は暑そうです…）。

プレイルーム

　お子さん対象の、遊びを通した心理療法などに使用できる広い部屋です。真ん中を壁で

仕切って、２部屋として使うこともできるようになっています。外壁に面していないため

外の景色を見ることができませんが、廊下側の高い位置に窓を設けてもらったことで、明

るい雰囲気になりました。

言語療法
　言語療法室は全部で４部屋あります。言語療法室１はじゅうたん張りになっており、小

さなお子さんが利用しやすいようになっています。言語療法室２と３は小さめの個室に

なっていて、発音の練習など集中して取り組めるようなお部屋になっています。

　もう１室は、「言語・摂食嚥下機能療法室」です。飲み込みや食べ方、いわゆる「嚥下」

の検査や練習をするときに、これまでは「なんで言語のお部屋で飲み込みのことをする

の？」と疑問に思われる方がいらっしゃいました。そこで、そうした戸惑いをなくしてい

ただけるようにわかりやすい名前のお部屋を設けました。

新しい外来棟に、心理療法・言語療法の部屋ができました！
主任心理療法士　多田　淑央　　主任言語聴覚士　木田由貴子

プレイルーム

言語・摂食嚥下機能療法室
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医療福祉相談室移動しました。
ソーシャルワーカー　吉田　　力

　10月７日(月）管理棟が隣地に新築移転し、リニューアルしました。それに伴い、医療

福祉相談室も管理棟１Ｆに引っ越しし、ソーシャルワーク業務をスタートしています。

　場所は、外来受付の正面、廊下突き当たりにあり、医療福祉相談室の両側には、相談室

１、相談室２があります。これまで相談専用部屋はなかったのですが、プライバシーに配

慮したスペースになっています。

　現在、４名のソーシャルワーカーで、患者さん・ご家族の生活、療養上のご相談に対応

しています。より多くの方に訪問していただき、一層患者さん・ご家族への支援につなが

ればと思っています。

１Ｆ外来受付・診察室から
近く利用しやすくなりました。

←相談室１　

↓医療福祉相談室
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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！

　ここでは紹介しきれなかった行事、授業の様子などがたくさんあります。日々
の児童生徒の授業、行事の様子や自然に囲まれた校舎の様子などを学校ホーム
ページで紹介します。
　　　　　「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！

＜医王特別支援学校の様子＞＜医王特別支援学校の様子＞
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第45回　文化祭
　１０月９日（水）文化祭が行われました。
　ステージ発表、コーナーの模擬店、作品展示などで、児童生徒の普段の学習成果が
とても感じられました。今年度の文化祭も思い出に残る、とても楽しい時間となりま
した。病院スタッフの皆様、保護者の皆様ありがとうございました。

小中高ステージ発表
「Lemon」の合奏

分教室映像発表
　　「天竺への道」

分教室
「牛魔王社長と一緒に」

全校合唱
「遠い日の歌」

感染予防の説明
「手指消毒をしましょう」
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Iou hospital

～ 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 https://iou.hosp.go.jp/
■発行者　医王病院　■発行人　駒井清暢　■発行日　令和元年11月22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 疋島 田上

神経内科 疋島  

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 加藤 中農 丸箸 大野

午後 一　般 脇坂 栂 山田 村岡 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

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

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）

石田
林

高橋
本崎
駒井
林

北陸脳神経筋疾患センター


