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新任のご挨拶

　このたび医王病院に赴任してまいりました。医王病院での勤務は初めてですが、石

川県は４年ぶりであるとともに生まれ育った故郷であり、ここ医王病院に勤務するこ

とを大変うれしく思っております。

　赴任した際には、院内に咲く満開の桜にも温かく迎えていただきましたが、今年の

春はいつもとは少し違い、新型コロナウィルス感染症が国内において広がり石川県内

においても多くの陽性者が出たことから石川県緊急事態宣言が発出される事態ともな

りました。

　このような状況の中、当院においては正面玄関での検温や手指消毒、患者さんへの

面会禁止を行っておりますが、院内感染を防止するためやむを得ないものと考えてお

り、皆さまにはご不便、ご心配をおかけいたしますがご協力をお願いいたします。

　一方で、長い間皆さまにご不便をお掛けしておりました工事が完成し、昨年10月

には新しい外来棟がオープン、本年３月には外来駐車場が完成いたしました。

　正面玄関に障がい者用駐車場を配置し利便性を向上させ、壁・廊下等の配色をより

明るく暖かみのある雰囲気にするなど、患者さんをはじめご利用いただく皆さまの癒

しの空間となるよう工夫をさせていただきました。

　建物が完成した今、これから求められるものは一層の診療機能の充実、すなわち地

域の皆さまへよりよい医療サービスを提供することではないかと考えています。この

ような時期にこそ「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」という理念の下、当院の診療機能を支え、地域の皆さまに求

められる病院になるよう努めてまいります。

　新型コロナウィルス感染症はまだまだ終息しそうにありませんが、“明けない夜は

ない”という言葉があります。困難を乗り越えることができるよう頑張ってまいりま

すので、ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。

事務部長　渡辺　　進
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①加賀市
②おいしい物を食べること
③まだまだ経験も浅く、未熟な部分
も多いですが、患者さんの生活に
寄り添った医療を提供できるよう、
日々学んでいきたいと思います。

①金沢市
②映画、テニス(最近していません
が･･･)、パン屋さん巡り

③患者さんお一人ずつ丁寧に笑顔を
忘れずに診療していきたいと思い
ますので、どうぞよろしくお願い
いたします。

①金沢市
②茶道・散歩すること
③５年ぶり２度目の赴任です。患者
さんやスタッフの皆さんのお役に
立てるようがんばります。よろし
くお願いします。

①愛知県
②食べ歩き
③静岡医療センターからきました齋
藤隆です。医王病院の一員として
頑張りますので、よろしくお願い
します。

①三重県津市
②乃木坂46、スノーボード
③社会人一年目、そして初めての土
地での一人暮らしなど慣れないこ
とだらけですが、精一杯頑張りた
いと思います。よろしくお願い致
します。

①金沢市
②園芸、アクアリウム
③よく第一印象が怖いと言われます
が、そんなことはありません。お
気軽にお声かけ下さい。

①富山市
②趣味は海にいくことです。海辺を
走ったり、ボーっとしたりしてい
ます
③５年前に異動で１年間医王病院で
働いていました。また戻りたいと
思っていたところ、働く機会を頂
き、嬉しく思っています。宜しく
お願いします。

①宝達志水町
②散歩・読書
③皆さんのお役に立てるよう努力し
ます。

①野々市市
②旅行
③１年目で分からないことが多く、
ご迷惑をおかけすると思いますが、
一生懸命頑張りますので、よろし
くお願いします。

①金沢市
②旅行・カメラ
③今年でカウンセラー３年目です。
未熟者ですが、少しずつ成長して
いきたいと思っています。よろし
くお願いします。

脳神経内科　医師
　南川　靖太

小児科　医師
　越野　恵理

薬剤科　副薬剤科長
　矢野　涼子

研究検査科　副臨床検査技師長
　齋藤　　隆

放射線科　診療放射線技師
　三浦　祐希也

リハビリテーション科　理学療法士
　　　　　　　　 松原　慶幸

リハビリテーション科　理学療法士
　　　　　　　 田島　夕起子

リハビリテーション科　作業療法士
　　　　　　　　 細江　彰子

リハビリテーション科　作業療法士
　　　　　　　　 髙平　　匠

リハビリテーション科　心理療法士
　　　　　　　　 川畑　良裕

所属　職名　名前所属　職名　名前
①出身地①出身地
②趣味・特技②趣味・特技
②自己紹介・抱負など②自己紹介・抱負など

所属　職名　名前
①出身地
②趣味・特技
②自己紹介・抱負など
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①石川県
②登山
③give & give！ お互い惜しみなく
与え合いましょう！ ということ
で、いろいろと教えて下さい。よ
ろしくお願いします。

①富山県
②フラワーアレンジメント
③患者さんが安心して入院生活を送
る事ができる様にがんばります。
よろしくお願いします。

①金沢市
②読書・スイーツめぐり
③金沢医療センターから異動となり
着任しました。患者さん、ご家族
が安心できるケアの提供に努めて
いきたいと思います。

①岐阜県高山市
②音楽・ＤＶＤ鑑賞・スキー
③20年ぶりの夜勤になりますので、
皆様ご指導よろしくお願い致しま
す。

①大阪府
②旅行・散歩
③金沢で小学校から高校まで過ごし
たので、地域に戻って貢献できる
機会を頂けたことに感謝していま
す。

①七尾市
②ビリヤード・ピアノ・ギター
③患者さんが言葉にできない声に寄
り添えるような看護師を目指して
がんばります。

①加賀市
②旅行、サッカー観戦
③先輩方にご指導をいただきながら
少しずつ成長できるように頑張り
ます。よろしくお願い致します。

①金沢市
②旅行
③新しい環境で働かせていただくこ
とになり不安だらけですが、先輩
看護師の方々の背中を見て日々成
長できるように頑張ります。

①奄美大島（鹿児島県）
②岩盤浴
③笑顔と元気と思いやりの気持ちを
もって、一生懸命頑張ります！

①金沢市
②カフェめぐり
③まだまだ慣れないことばかりです
が、患者さんに寄り添ったケアを
行えるよう努力していきたいです。

①加賀市
②カラオケ・岩盤浴
③不安はありますが、一生懸命勉強
して少しでも早く患者さんを支え
られる看護師になれるよう頑張り
ます。

①白山市
②音楽を聴くこと・ショッピング
③分からないことばかりで不安も
いっぱいですが、笑顔で頑張りた
いです。よろしくお願いします！

看護部　副看護部長
　中村　ひとみ

看護部　第１病棟看護師長
　浦野　朱美

看護部　第８病棟看護師長
　天野　めぐみ

看護部　第１病棟看護師
　中村　智恵子

看護部　第１病棟看護師
　森　芽具美

看護部　第１病棟看護師
　錦木　圭介

看護部　第１病棟看護師
　荒谷　りか

看護部　第３病棟看護師
 中嶋　妃里

看護部　第３病棟看護師
 手塚　暖実

看護部　第３病棟看護師
 中室　真理子

看護部　第５病棟看護師
 笠原　千尋

看護部　第５病棟看護師
 福田　怜奈
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②趣味：おつまみを作っての家飲み。
特技：バスケット

③患者さんやスタッフの皆さんから
多くのことを学びたいと思ってい
ます。一生懸命頑張ります。

①長野県長野市
②ドライブ
③患者さんの思いをくみ取り、患者
さん・ご家族の気持ちに寄り添っ
た看護を提供できるように頑張り
ます。

①金沢市
②映画鑑賞・アウトドア
③観察力や共感力を育みながら、患
者さんの心を大切にした看護が提
供できるように頑張ります。

①金沢市
②ライブ鑑賞
③看護師となり初めての病院で不安
はありますが、一生懸命頑張って
いきます。よろしくお願い致しま
す。

①金沢市
②旅行・500円玉貯金
③病棟に配属になり、覚えることが
沢山ありますが、病棟の看護師の
一人として責任を持ち、一生懸命
努力していきます。

①津幡町
②映画鑑賞
③丁寧で患者さんに寄り添った看護
を目指し勉強していきたいと思い
ます。よろしくお願いします。

①輪島市
②トランペット
③初心に帰り、一つ一つ丁寧な看護
を心がけたいと思います。

①羽咋郡宝達志水町
②ゴルフ・散歩
③１才になる娘と遊ぶのが毎日の楽
しみです。はやく仕事を覚えて、
皆様のお役に立てるようがんばり
ます。

①石川県
②ネットショッピング、体を動かす
こと
③病院での勤務は初めてですが、皆
様と楽しくお仕事をしていきたい
です。よろしくお願いします。

①富山県
②音楽鑑賞、旅行
③７年ぶりに石川県での勤務となり
ました。皆様のお力になれるよう
頑張ります。よろしくお願いしま
す。

①名古屋市
②野球・バレーボール
③庶務関係はほぼ初めての、本当の
意味での新人班長ですが、一日も
早く病院の戦力になるよう頑張り
ます。

看護部　第６病棟看護師
　竹下　涼子

看護部　第６病棟看護師
　大木　綾乃

看護部　第７病棟看護師
　大赤見　良子

看護部　第７病棟看護師
　堀　　智絵

看護部　第８病棟看護師
　竹田　彩花

看護部　第８病棟看護師
　坂元　遥香

看護部　外来看護師
 浦　　陽子

看護部　外来看護師
 坂井　由佳

療育指導室　保育士
 山本　亜寿砂

事務部　管理課長
 棚田　良之

事務部　庶務班長
 能田　泰守

①羽咋市
②映画鑑賞・美味しいものを食べる
こと

③患者さん・ご家族の思いに寄り
添った看護を目指していきたいで
す。よろしくお願い致します。

看護部　第６病棟看護師
 澤田　美和
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　外来棟につきましては昨年９月末に工事が終了し、10月から新しい建物で外来診療を

開始しておりましたが、その後も周辺の工事を継続していたことにより、外来患者さんや

来院される方、また入院患者さんには度重なる駐車場の変更や騒音等で大変ご迷惑をお掛

けしてきました。今年３月30日に、構内道路及び外来駐車場として身障者用９台と来院

者用100台余りの駐車場整備が完成したことにより、2016年３月の着工から４年、準備

工事等を含めると約７年にわたる西棟及び外来棟の全面建て替え整備工事が全て終了した

ことになります。この間、患者さんやご家族の方々、地域の関係する施設の方々、そして

周辺の住民の皆さまには多大なるご不便、ご迷惑をおかけしてきましたが、皆さまのご理

解・ご協力、そして温かいご支援をいただけたことにより、医王病院として新たな使命を

果たしていく環境を整えることができました。今後は、今まで以上に地域の皆さまから必

要とされる医療機関として更なる成長をして参りますので、関係の皆さまのご支援、ご鞭

撻のほど、引き続きよろしくお願い申し上げます。

整備工事が終了しました
企画課長　花森　弘充
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　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。

＜医王特別支援学校の様子＞＜医王特別支援学校の様子＞

　ご入学、ご進級おめでとうご
ざいます。満開の桜のもと新生
活が始まりました。気持ちよく
スタートを切りたいところです
が、連日新型コロナウイルス感
染拡大のニュースばかりで終息
の兆しが全く見えず、社会全体

が混乱しています。見えない敵との闘いはまだ
まだ続きそうですが、学校現場では細心の注意
を図り、児童生徒の指導・支援にあたっていき
たいと思います。

　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１日現在で、高等部２名、病棟訪問教育
では小学部５名、中学部２名、高等部６名の計

7

「新年度を迎えて」 15名が本校に在籍し、小松みどり分校には、
小学部１名、中学部４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、各自の夢
や希望が叶えられるように教職員一同、愛情を
持って寄り添った教育を実践しています。
　
　今年度も、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改革の工夫、安心安
全な学校づくりを目指すとともに、保護者・
病院・地域等との連携に努めます。
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。

　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成長を目指して、全力で指
導・支援に努めて参ります。よろしくお願いい
たします！

校長 山本 智秀

　４月８日(水）、学校では新任式と始業
式、病院では地域医療研修室をお借りし
て入学式と、ベッドサイドでの始業式を
行いました。４名の新入生を迎え令和２
年度が始まりました。

〈学校行事における新型コロナウイルス感染症対応について〉
　現在、新型コロナウイルス感染症予防のため、１学期の病棟訪問教育の
行事を中止・見合わせています。
※　今後の状況によって行事予定の変更や中止もあり得ますので、毎月の
　「学校だより」・学校ＨＰの行事予定を見て確認してください。

令和２年度　新任式　始業式　入学式
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Iou hospital
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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２年４月30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 詳しくは病院ホームページまたは管理課 庶務班長までお気軽にお問合せ下さい

【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９：00～12：00
診察受付/午後３：00～４：30
診察時間/午後３：00～５：00
（予防接種をご希望の場合は、午前中及び15時～16時
　に受診してください）

●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 南川 田上

脳神経内科 南川  

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 越野 大野

午後 一　般 脇坂 小泉 山田 丸箸 横井

【休 診 日】土曜・日曜、祝日

＜小児心身症＞ 大野・中村
＜言語/発達＞ 中村・脇坂・横井
＜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
本崎 林

～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　南川
駒井
林

北陸脳神経筋疾患センター


