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新任のご挨拶

　学生の頃、医王病院に見学実習をさせていただきました。あれからかなりの時間が

経過しました。当時は、水頭症の児童の方を援助させていただいたことを今でも覚え

ています。寝返りは打てず、頭部に褥瘡ができ、それでも笑顔で迎えてくれました。

その時から「元気に明るく」という気持ちが自分の内に秘められたように感じます。

　他施設で勤務しているときに、医王病院の看護を「１mmを叶える看護」「『息る』

を支える看護」「言葉を聴きとる看護」と聞いて、「看護の基本となるところ」という

言葉が頭の中をよぎり、医王病院で実践されている看護は、看護の基本部分であるこ

とを痛感しました。同時に「看護はアートとサイエンス」と学生の頃に教えていただ

いた言葉も思い出し、医王病院の看護実践が看護の基盤であると改めて感じている次

第です。原理原則のもと、根拠に基づいて５感をフルに働かせ、援助を必要としてい

る方々の今とその先を看つめ、想像しながら、援助を必要としている方々とその家族

とともに看護を創造していくこと、今という時間、その先という時が少しでもよりよ

くなるよう作り出す看護、学生の時の学び、看護師を目指した初心を、これまでの大

変だったことはもちろん、喜びも含めて新たな感情がよみがえってきました。

　今回看護部長として着任し、看護の基本を改めて自ら見直す機会と思い、日々看護

実践をより良いものとなるよう頑張っていきたいと思います。

　改めまして、４月１日付けで看護部長に着任しました越中のりこといいます。よろ

しくお願いします。

看護部長　越中のりこ
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新任のご挨拶

　この４月に薬剤科長として東名古屋病院から医王病院へ赴任して参りました長岡で

す。私自身はこれで３度目の金沢勤務で、人生の中で２番目に長く過ごした場所とい

うこともあり、見慣れた景色と新しくなっていく町並みを見ると何となく故郷に戻っ

てきたような感覚になります。そのようなこともあり、故郷に錦を飾るではありませ

んが、これまでに得た薬剤師としての経験を生かして、地域そして医王病院の診療の

中心である神経筋難病、重症心身障害などの障害者医療に貢献できる薬剤科を作って

いきたいと思います。同時に、私自身も医王病院というチームの一員として早く認め

られるように努力して参りますので、どうぞよろしくお願い致します。

　世の中はコロナ禍で人と人との対話そしてふれあいが難しいご時世ですが、これま

で医王病院の薬剤科（薬剤師）は、薬のスペシャリストとして、病院の理念にありま

す「患者さんに寄り添い、心のふれあいを大切にする」ということを忘れず、しっか

りと感染防止対策を講じながら、患者さんとのコミュニケーションとお薬を通して、

安心かつ納得の医療を提供してきました。ただ、薬剤科が少人数の体制であることか

ら、すべての患者さんへ安心と納得を届けられていない現状もありました。その点を

踏まえ、これから私たちは創意工夫で時間をつくり、少しでも多くの患者さんと対話

できるように努め、しっかり顔が見える薬剤科（薬剤師）を目指したいと思っていま

す。どのような些細なことでも構いませんので、お薬でお困りのことがございました

ら、お気軽に医王病院の薬剤師にお声かけ下さい。

　最後に、新型コロナウイルスの猛威で不安な毎日が長く続いていますが、今年度に

入り医療関係者だけでなく高齢者にも新型コロナウイルスワクチンの接種が始まり出

しましたので、１日も早く気軽に会話やふれあえる日常が戻ることを期待したいとこ

ろです。

薬剤科長　長岡　宏一
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①金沢市
②映画・海外ドラマ鑑賞
③患者様のお役に立てますよう、
努力してまいります。
　どうぞよろしくお願いいたしま
す。

①金沢市
②ドラマ鑑賞、ディズニー
③一人一人の患者さんとその家族
に寄り添った医療を提供するよ
うに心がけます。宜しくお願い
致します。

①福井県福井市
②散歩とかドライブ
③今まで急性期の病院で勤務する
ことが多く、慢性期の病院は初
めてです。わからない事が多い
ですが、頑張ります。

①神奈川県川崎市
②スポーツ観戦
③４年ぶりに戻ってきました。周
囲に気を配りながら頑張りたい
と思います。

小児科　医師

　高桑麻衣子

小児科　医師

　吉田　瑛子

脳神経内科　医師

　柏原　健伸

脳神経内科　医師

　尾崎　太郎

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

①岐阜県瑞穂市
②ドライブ、ＤＩＹ
③患者さんに優しく、思いやりの
ある丁寧な検査を心がけて頑張
ります。どうぞよろしくお願い
します。

①新潟県
②ショッピング、音楽
③社会人１年目で分からないこと
も多く、ご迷惑をおかけするこ
ともあると思いますが、精一杯
頑張ります。よろしくお願いし
ます。

①金沢市
②街ブラ自転車
③加賀市の石川病院より赴任しま
した。医王病院での勤務は初め
てとなりますが、早く皆様のお
役に立てるよう頑張ります。

①岐阜県
②読書
③静岡医療センターより参りまし
た。医王病院も金沢も初めてで
すので、いろいろ知っていきた
いと思います。よろしくお願い
します。

研究検査科　臨床検査技師長

　清水　信幸

研究検査科　臨床検査技師

　佐藤　那花

研究検査科　診療放射線技師長

　新木　貴史

療育指導室　療育指導室長

　桑原　啓吏
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①愛知県名古屋市
②バスケットボール、お出かけ
③社会人一年目で不安はたくさん
ありますが、努力、学ぶ姿勢を
持ち、感謝の気持ちを忘れずに
頑張ります。

栄養管理室　栄養士

　川井　　剴

①札幌市
②体を動かすこと、自宅で寝ること
③新社会人となり、不安もありま
すが先輩方のご指導のもと、精
一杯がんばっていきたいと思い
ます。

①愛知県名古屋市
②You Tubeを見る、お昼寝、
　散歩
③愛知から来たばっかりで不安で
いっぱいですが早くこの病院の
戦力になれるように頑張ります。

①金沢市
②旅行
③七尾病院から来ました。新しい
病院の新しい仲間と頑張りたい
と思います。よろしくお願いし
ます。

①羽咋市
②TVゲーム、ビデオ鑑賞
③18年ぶりに医王病院に戻って
きました。全てが変っており、
戸惑っております。宜しくお願
いします。

リハビリテーション　理学療法士

　川村　大幹

リハビリテーション　作業療法士

　黒宮　　廉

看護部　第１病棟看護師長

　髙橋　久恵

看護部　第５病棟看護師長

　松柳　　斉

①七尾市
②友達と遊ぶこと
③まだまだ未熟なので、日々先輩
方のご指導のもと、丁寧な看護
ができるよう頑張ります。よろ
しくお願いします。

①金沢市
②剣道、ギター
③はじめまして。いつも笑顔でい
ることが目標です。早く業務に
慣れていきたいです。よろしく
お願い致します。

①石川県
②動画鑑賞
③患者さんの思いに寄り添うこと
ができる看護師になれるよう努
力します。よろしくお願い致し
ます。

①羽咋市
②映画鑑賞
③恵寿総合病院から移動してきま
した。一般病院とは違うことが
多く、とまどいや不安もありま
すが、一生懸命頑張りたいと思
います。よろしくお願いします。

看護部　第１病棟看護師

　野崎加那子

看護部　第１病棟看護師

　立田　寛明

看護部　第１病棟看護師

　滝　　彩香

看護部　第３病棟看護師

　岡﨑　菜央
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①金沢市
②魚釣り、散歩
③新しいことを学ぶのが苦手な年
齢になっていますが、頑張りた
いと思います。

①出生は宮城県で大学から石川県
に来ました。
②バイク、旅行、登山、バーベ
キューなどのアウトドアが好き
です。
③看護師になってまだ数年なので、
一つ一つの経験を大切にしなが
ら患者さんに必要とされる看護
師になりたいと思います。

①富山県
②読書
③4月から富山病院より参りまし
た。神経筋難病看護をより深く
学んでいきたいと考えています。
よろしくお願いします。

①鳳珠郡能登町
②リボン作り、クレーンゲーム、
　運動
③12？13年ぶりにまた医王病院
で働かせて頂くことになりまし
た。早く仕事に慣れますよう頑
張ります!!

看護部　第３病棟看護師

　石黒満里子

看護部　第３病棟看護師

　髙橋　岳志

看護部　第3病棟看護師

　安倍　祐一

看護部　第５病棟看護師

　中塚　絵美

①金沢市
②フットサル、体を動かす事
③新卒で入職した川元です。はじ
めは助けてもらうことが多いと
思いますが、できるだけ早く助
けができるように頑張ります。

①金沢市
②よさこい、体を動かすこと
③患者さの‶こえ"に応えられるよ
うに笑顔でがんばります。

　よろしくお願いします。

①七尾市
②音楽を聴くこと、韓国ドラマを
見ること
③不安は大きいですが一生懸命勉
強して、看護する者としての責
任を持ち、丁寧な対応を心がけ
ていきたいです。

①小松市
②ドライブ
③チームメンバーの一員としての
自覚を持ち、患者さんに丁寧で
安全な看護を提供できるよう笑
顔で頑張ります。

①七尾市
②音楽鑑賞、料理
③一日一日を大切にし、安全な看
護を提供できるよう努めていき
ます。よろしくお願いいたしま
す。

看護部　第５病棟看護師

　川元　裕介

看護部　第５病棟看護師

　荒戸　陽香

看護部　第６病棟看護師

　輔田　実櫻

看護部　第６病棟看護師

　上條なつみ

看護部　第６病棟看護師

　宮本　奈実
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①石川県
②韓国ドラマを見ること。
③「考えるより行動を」をモッ
トーに○才で看護師になりまし
た。頑張りますので宜しくお願
いします。

①千葉県千葉市
②旅行、食べること
③千葉県から来ました松田です。
初めて生活する土地で不安もあ
りますが、一生懸命頑張りたい
と思います。

①津幡町
②旅行、カラオケ
③患者さん、ご家族に寄り添った
看護ができるよう、頑張りたい
と思います。よろしくお願いし
ます。

①穴水町
②食べることが大好きです
③これから一生懸命頑張っていき
たいと思っています。ご迷惑を
おかけすることもあると思いま
すがよろしくお願いします。

①金沢市
②フィギュアスケート観戦
③スタッフの皆さんから沢山のこ
とを学び、患者さんに寄り添っ
た看護ができるよう、笑顔で頑
張ります。

看護部　第７病棟看護師

　台蔵　敦子

看護部　第７病棟看護師

　松田歩乃理

看護部　第７病棟看護師

　酒勾　七愛

看護部　第８病棟看護師

　池上あすみ

看護部　第８病棟看護師

　奥村　佳菜

①金沢市
②ウォーキング、家庭菜園
③微力ながら、皆さまと病院の力
になれるよう頑張ります。
　よろしくお願いします。

①長野県
②ゴルフ、TVゲーム、読書
③静岡てんかん・神経医療セン
ターより参りました。１日でも
早く業務に慣れ、皆様と病院の
力になれるようがんばります。

①千葉県東金市
②寺社巡り
③七尾病院から来た石井と言いま
す。職員の顔と名前がまだ一致
していませんが、これからよろ
しくお願いします。

①石川県
②お菓子づくり
③一日でも早く仕事を覚えられる
よう頑張ります。
　よろしくお願いします。

事務部　業務班長

　船登　正敬

事務部　庶務係長

　篠原　佳太

事務部　算定病歴係長

　石井　裕昭

事務部　経理係

　馬場　朝香
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　医王病院では障害のある方々の在宅支援の一環としてデイサービスを行っています。医
王病院には人工呼吸器を使用している患者様がたくさん入院されていますので、その特性
を生かして、デイサービスにも気管切開や人工呼吸器を使用している利用者様が何人も通
所されています。デイサービスには看護師と療育指導室のスタッフが配属されており、送
迎サービスや入浴サービス、また利用者様にいろいろな体験をしていただくために療育活
動を行っています。また、重症な方々にとって外出は簡単なことではなく家族でのお出か
けが難しいため、これまでは親子で一緒に楽しむ、他のご家族とも交流を行う場としてご
家族にも参加していただいて、夏祭りやクリスマス会などの季節の行事や、成人や還暦の
お祝い、外出の機会として遠足、デイサービス以外の方々との交流の場として医王特別支
援学校との交流会など様々な行事も行ってきました。
　しかし、令和２年度は新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、家族参加型の行事を
中止し利用者様だけの参加の行事としたり、散歩もデイサービス周辺だけの散歩となり外
出の制限もありました。冬になってますます外に出る機会がなくなったので、３月に入り
春めいてきた頃「外に出たいな～」そんな思いがでてきました。行事のひとつとして、毎
年桜の花の咲く頃にはお花見に出かけていたので、どうすればお花見ができるかを話し合
いました。そこで、大勢の方との接触を避けるために桜だけにこだわらず桜よりも少し早
めに咲く梅の花や、密集しにくい農業試験場や川沿いの土手の桜を送迎の途中で立ち寄っ
て見に行くことにしました。
　３月半ば、大乗寺丘陵公園に梅の花を見に行きました。この日は快晴で、ほのかにピン
ク色の清楚な花が青空によく映え梅の香りが漂ってきそうでした。誰もいない広い公園の
中で思いっきりすがすがしい空気とお花を楽しむことができました。
　３月の後半、農業試験場や川沿いの土手の桜の花を見に行きました。道沿いにたくさん
の桜の木が植えてありほぼ満開に。風が吹くといくつもの枝が揺れて花びらがひらり。強
い風が吹くとちょっと顔をしかめることもありましたが、大きく目を開けて花を見つめた
り、「きゃー」と嬉しそうに大きな声を出したり、にこにこ満面の笑顔だったりと利用者
様の心地よさそうな表情を見ることができました。春を感じちょっとうきうきした気持ち
になりました。

お花見に行ってきました
デイサービス　保育士　小杉　昌巳
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　みなさんは当院の看護師が訪問看護を行っていることをご存じですか？
今回、当院の訪問看護について紹介させていただきます。

　当院の訪問看護は若松病院と統合した2005年からはじまり、
今年で16年目を迎えました。
　当初から現在も外来看護師で担当しています。
　訪問看護の内容は、体調の確認や清潔ケア、リハビリテーションや内服管理、医療機器
の点検などに加え療養生活における相談や支援なども行っています。外来受診が困難な在
宅患者さんのお宅に伺い診察を行う訪問診療にも同行し診察の介助も行っています。

　治療や医療的ケアが必要になっても住み慣れたご自宅で自分らしい暮らしを最後まで続
けたいという場合もあると思います。
　私たち訪問看護師は、患者さんやご家族の思いを尊重し、必要なケアを提供し、安心し
てご自宅で過ごしていただけるよう頑張っていきます。

　当院を受診されている方を対象に訪問看護を行っていますが、お話を聞きたい方はお気
軽にお問い合わせください。

当院の訪問看護について
外来副看護師長　江川　淳子

～お問い合わせ先～
０７６―２５８－１１８０
外来副看護師長　江川まで
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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３年５月６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８：40～11：30
診察時間/午前９：00～12：00
診察受付/午後15：00～16：30
診察時間/午後15：00～17：30
（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
髙橋

石田･本崎
柏原･尾崎

田上
髙橋

石田･本崎
柏原･尾崎

髙橋
石田･本崎
柏原･尾崎

田上

脳神経内科 髙橋
柏原

駒井
本崎

髙橋
石田

駒井
本崎

石田
尾崎

呼吸器内科 田上 田上

診療科 月 火 水 木 金

午前 一　般 尾高 　 　 尾高 　

診療科 月 火 水 木 金

午前 一　般 中村 中農 脇坂 丸箸 大野

午後 一　般 吉田 神川 加藤 山田 高桑

【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
＜神経/てんかん＞脇坂
<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・中農

この広報は高精細340線で印刷したものです。PIN No.P13-0179
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