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私たちは　皆様の権利や意思を尊重し、納得のいく医療を提供します｡
私たちは　地域に必要な医療を提供し、健やかで豊かな地域社会の実現を目指します｡
私たちは　安全で良質な医療を提供するため、日々研鑽いたします。
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整形外科医師　中村　健一

骨
 こ つ  

粗
そ

しょう症
 しょう 

の話
 ～寝たきりにならないために～

　骨粗しょう症とは、正式には、“低骨量と骨組織の微細構造の異常を特徴とし、骨の脆弱性が増大し、骨
折の危険性が増大する疾患”‥ちょっと難しいですが、要するに骨が弱くなり骨折しやすくなる状態という
ことです。
　骨は赤ちゃんであっても、90歳の方であっても、絶えず体の中で壊さ
れては作られる事を繰り返しています。この骨の破壊と形成のバランスが
崩れた状態が骨粗しょう症です。高齢になればなるほど破壊が形成を上回
り、スカスカの骨になってしまいます。つまり骨粗しょう症は年齢ととも
に増加していくのです。骨が弱くなると、若いころは大丈夫であった怪我
でも骨折を生じる危険が高くなります。骨折が生じると高齢者では寝たき
りになる危険が高くなります。実際、高齢者の寝たきりの原因の第3位が
この骨粗しょう症・骨折です。骨粗しょう症性骨折の中で最も重い骨折で
ある大腿骨頚部骨折（太ももの付け根の骨折）は、その90％以上が転倒
によって生じるとされています。つまり、骨粗しょう症性骨折・寝たきり
の予防には、骨粗しょう症および転倒の予防が重要です。
　骨粗しょう症の予防・治療は、薬物・食事・運動療法の3本柱です。　
　骨粗しょう症のお薬には、骨吸収抑制剤と骨形成促進剤があります。現
在の主流は骨の破壊を抑える骨吸収抑制剤です。朝起床時に内服するのが
標準的で、最近では1週間に1度の服用でよいものもあり、より服用しやすくなっています。骨粗しょう症
の薬物療法に興味がある方は、現在服用しやすい薬が多いので、かかりつけの先生に相談してみてはいかが
でしょうか。
　食事ですが、1日に必要なカルシウム量は800ー 1000mgといわれております。ちなみにコップ一杯
の牛乳が200mgといわれております。カルシウムの摂取だけでなく、ビタミンDの摂取も必要です。ビタ
ミンDは、カルシウムの吸収に必要であるという作用に加え、筋線維の増加・筋力の増加にも重要であると

いう報告が多数あります。カルシウムの摂取に加え、ビタミンDの
摂取にも気を遣うように心がけてください。

　近年、骨粗しょう症・転倒の予防には運動が有効であ
るという報告が多数あり、運動することにより骨に
刺激が加わり、骨量が増加するということが証明
されています。運動することにより、筋肉の量
も多くなり、反射神経も鍛えられ、バランスも
良くなるので転倒の予防にもなります。適度
な運動と、バランスの良い食事で、骨粗しょ
う症および転倒は予防可能です。
　当院では毎月第４水曜日に“いきいき健康
づくり教室”という簡単な講演をしておりま
す。理学療法士による運動の指導もしており
ます。興味のある方は足を運んでみてはいか
がでしょうか。

スカスカの骨

正常な骨
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― 最新の骨密度測定装置！―― 最新の骨密度測定装置！―
　今年7月、羽咋病院に最新の
骨密度測定装置が入りました。
　当院では腰の骨の量をエック
ス線で測ります。骨密度に加え
て脊椎の骨折の有無も診ること
ができる装置です。
測定時間は30秒ほどで楽に測
ることができて、分りやすい測
定結果表をお渡しできます。
　骨粗しょう症になると骨折し
易くなります。女性では50歳
を過ぎると10人に1人が骨粗
しょう症と言われています。骨
折の予防の為にまず自分の骨の
状態を知りましょう。
　整形外科や内科等にご相談く
ださい。
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「看護という仕事を通して」
羽咋高校 3年　谷川　潤

　僕はこの職場体験を通してコミュニケーションの大切さを知りました。
患者さんの看護をする上で重要なのは、「上手く接することができること」
それを改めて実感できました。患者さんと接するのは簡単ではありません
でした。しかし患者さんと接することで、感謝されたりすると嬉しい気持
ちになりました。そして、この仕事はこんなにやりがいのあることと思い
ました。
　次に、院内の設備などを見学しました。普段見ることのない医療機器を
見せてもらい病院のすごさを実感しました。その中でもレントゲンの種類
の多さには驚きました。その後、血圧測定など自分たちで行なってみまし
たがなかなか上手くできませんでした。
　この看護という職場体験は、たくさんのことを学び、色々なことを感じ
ることができました。そしてこの仕事は、人と接するという事が必要不可
欠で、とてもやりがいのある仕事だと感じました。

　今年も私たちの職場に学生たちが体験学習にきました。
患者様から「大変やね」と声を掛けられ恥ずかしそうにしている姿、検
査の様子を真剣に眺め、感動している姿を見ることができました。
　実際に検査を幾つか体験して患者様の気分も味わってもらい、私たち
技師の仕事の内容の一部分にも触れてもらうことが出来たかなと思いま
す。時が過ぎて体験が学生たちのよい思い出となり、未来への架け橋と
なりますように。

臨床検査科　主任臨床検査技師　堀　雪子

宝 達 高 校　看護部 2名
邑知中学校　看護部 2名
　　　　　　ﾘﾊビﾘﾃｰｼｮﾝ科 1名
羽 咋 高 校　看護部 4名
　　　　　　医師 1名
　　　　　　放射線科 2名
　　　　　　検査科 2名
　　　　　　ﾘﾊビﾘﾃｰｼｮﾝ科 2名
　　　　　　薬剤科 2名
鹿 西 高 校　看護部 5名
羽咋中学校　看護部 4名
　　　　　　放射線科 3名
　　　　　　検査科 3名

（順不同）

今年もたくさんの学生さんが体験学習に来てくださいました。職 場
体 験

学生を受け入れて
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連携医療機関のご紹介

よろしくおねがいしますよろしくおねがいします新採職員紹介

金田　又衛
金田内科医院
住　所　羽咋市千里浜町ハ－１
電　話　22-2864
診療科　内科

　千里浜町で内科開業中です。40周年を迎え、大過な
く医業に携わり続けてこられたのは、専門医の集まる基
幹病院の新しい知識や行動力と、最新設備の助けが借り
られる仕組みのお陰です。特に羽咋病院は地域の基幹病
院ですので、お世話になる頻度が高く、何時も快く協力
して頂いていますので大変感謝しております。
　ところで、最近耳にする患者さんの口説き：「大病院
の先生は忙しがって一方的に話を聞いて帰ってくるだけ
です。」の言葉は、日頃暇な私には、多忙過ぎる勤務医
の立場も充分理解出来て、改善しないと医療界の破綻を
招くと心配です。今こそ真の病診連携の実現を目指して、
「風邪ひきで基幹病院へ」の反省。特に遠方の患者には
尚更ですが、「地域の医療機関との信頼関係の構築によ
る三者の協力と負担軽減」の理解と努力の流れの拡大を
切望すると共に、我々開業医の責任も痛感せざるを得な
い思いです。

インフルエンザやノロウィルス等の感染を予防しよう！
寒い季節に向けて、感染症にかからないように次の事に気をつけましょう。

☆インフルエンザ感染対策
① 咳・くしゃみの症状がある時はマスクを着用する。マスクがない時は、口と鼻を
ﾃィッｼュなどでおおう。

② 咳・くしゃみをする時は周りの人から顔をそむける。
③ 鼻水、痰などを含んだﾃィッｼュはすぐゴミ箱に捨てる。
④ 適切な手洗い（石鹸と流水で 30秒以上かけて爪先から手首までしっかり洗う。）

☆ノロウィルス感染対策
① 手洗いの徹底。ウィルスを手から口に入れない。
② 吐物や便はマスクと手袋をし、吸い込んだり手から口に入らないようにする。汚れ
た場所は塩素系消毒剤で消毒する。

家庭で役立つ情報

内科医師　茶
ち ゃ だ に

谷　洋
ひろし

　

　金沢大学附属病院からここ
羽咋病院に赴任いたしまし
た。日本海を見ながら通勤す
る事の素晴らしさを感じてい
る今日この頃です。地元の患
者さんの不安を少しでも取り除けるよう全力を
尽くしたいと思っています。これから宜しくお
願いいたします。

外科医師　甲
か い だ

斐田 大
だいすけ

資

　10月より外科大西先生に代わり金
沢医科大学病院より羽咋病院外科へ
赴任しました甲斐田です。生れは九
州、福岡です。北陸へ来て８年です
が羽咋の地は今回が初で右も左も解
らず、不安とそれ以上に興味が沸いてきています。社
会人３年目の未熟者であり、今後皆様には多大なご迷
惑をお掛けすることになろうかと思いますが、一所懸
命頑張りますのでどうぞ宜しくお願い致します。
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♥なぎさ表紙絵手紙
　　辻口 敦子　様
♥写　　真
　　羽咋写真協会の皆様
♥絵　　画
　　羽咋美術協会の皆様
♥園児の絵
　　邑知保育園
　　余喜保育所
♥俳　　句
　　宝達志水町若葦会
　　　岡部 和子　様 他
♥季節のお花
　　餅川 律子　様
　　清水 勉　様
　　他患者家族様

ありがとう
　　ございます

　平成23年９月５日に羽咋病院１階情報プラザ前にてやすらぎ
コンサートを開催しました。
　片山祐未さんのクラリネット独奏です。昨年に引き続き２度

目の演奏会となりました。
　曲目は『川の流れのように』
『紅葉』『赤とんぼ』『風笛』『上を向いて歩こう』『故郷』でした。
　クラリネットという楽器は５つに分解してケースに収納す
るそうです。『いったいいくつに分けられるのでしょうか？』
と患者様に問いかけ、普段なじみのない楽器のことを解りやす
くお話してくださいました。

　曲目の中の『川の流れのように』の川は日本ではなくニューヨークのイーストリバーのこと、
『赤とんぼ』などの童謡は昔のイントネーションがそのまま音符
になっているなど､ その曲にまつわる興味深いお話も交えながら
の演奏会でした。どういう風に作詞作曲されたのかその経緯をき
いたあとではなじみのある曲もいつもとは少しちがった気持ちで
聞こえました。患者様も演奏に合わせ歌を口ずさみ､ 遠い外国の
川に思いをはせながら心穏やかなひとときを過ごしました。

医療サービス推進室　社会福祉士　喜佐 彰子

看護師等修学資金貸与制度をご利用下さい。
看護学生のための
　看護師等修学資金貸与制度をご利用下さい。
　この制度は、看護師等養成施設を卒業後、公立羽咋病院で就業することが前提の貸付制度です。
看護師等を目指し看護師等養成施設に在学中の方、入学が決定した方で、将来公立羽咋病院で看護師の業務
を希望される方が対象となります。

《対 象 者》
・看護師等の養成施設に在学中か、入学が決定した方
・卒業・資格取得後に公立羽咋病院において看護職員として勤務することが確実であると認められる方
《貸付人数》　３名
《修学資金の貸与額》　５０，０００円／月
《貸付期間》　平成 24年４月分から最長５年間
《返還免除》
卒業・資格取得後、直ちに公立羽咋病院に看護職員として就業し、引き
続き５年間勤務に従事したときは修学資金の返還が免除になります。

《申込方法》
申請書に必要書類を添付し、公立羽咋病院総務課へ提出して下さい。

《そ の 他》
貸付決定：書類選考、面接審査により貸付の可否を決定し、個別に通知します。
石川県看護師等修学金貸与制度も併用して利用できます。

※ 詳しくは、公立羽咋病院総務課までお問い合わせ下さい。

耳鼻科診療曜日変更のお知らせ 助産師相談室
曜日変更

診察日 医師名
受付時間

AM PM
11月　 毎週火曜日 山田奏子 8：30～11：30 14：00～15：00
12月～ 毎週月曜日 山田奏子 8：30～11：30 14：00～14：30

11 月　 月・木

12 月～ 火・木

※金曜日については不定期となりますのでお問い合わせ下さい。
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