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平成 24年度挨拶
病院事業管理者　　鵜浦　雅志

　平成24年度のスタートを迎えました。今年度は医師 3名、看護師他数名の病
院職員の交代がありました。担当職員が交代になる患者様には、ご迷惑をおかけ
しますが、新職員も羽咋病院理念「人にやさしく、信頼される病院」の実現に向
かって努力をしていきます。これまで同様、安心して病院を利用して頂きたいと
思います。
　現在、病院耐震化のために増改築工事を行っています。最終完成は平成 25年
度ですが、今年度中に外来診療部門、手術室、病棟工事は終了し、利用を開始する予定です。療養環境の改
善にも取り組んでおり、より良い環境での医療を提供させて頂きます。なお、工事期間中は騒音等、ご迷惑
をおかけしますがご協力をお願い致します。また、平成 24年 3月に、より高レベルでの診断・治療を目指
し血管造影装置の更新を行いました。4月から運用を開始しています。
　羽咋病院は、公立病院として、地域の関係者と連携するとともに、金沢・七尾地区の病院ともネットワー
クを形成して、健やかで豊かな地域社会の実現に職員全員で努めていきます。本年度も宜しくお願いします。

よろしくおねがいしますよろしくおねがいします
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血液型・星座：B 型　獅子座
趣味：釣りを始めたいと思い
　　　ます (^-^)v
　消化器外科を専門としてい
ます。ありきたりですが、患

者さんの話をよく聞き丁寧な治療を心掛けてい
ます。地域の医療に貢献できるように努めます。

血液型・星座：A型　水瓶座
趣味：フラワーアレンジメント
　４月から、外来で勤務します、
酒井です。患者様の立場に立って、
声かけを行っていきたいと思いま

す。笑顔で頑張りますのでよろしくお願いします。

血液型・星座：A型　山羊座
趣味：プールとスーパー銭湯へ行
　　　くこと、旅行
　金沢医科大学形成外科および金
沢大学皮膚科での勤務を経て、４

月より羽咋病院形成外科に就任させていただきまし
た。患者さんに、信頼され安心していただける医療
を行っていきたいと考えています。

血液型・星座：A型、珍しい RH（-）
　　　　　　蟹座
趣味：映画鑑賞（に、しておきます）
　今般の人事異動で、羽咋市役所
から総務課に配属となりました杉
野です。

　病院業務は初めてとなりますが、１日でも早く業
務にも環境にも慣れ、元より微力ながらもベストを
尽くして、職責を果たせるよう努力してまいります。
　皆様方のご支援、ご協力をお願い申し上げます。

血液型・星座：A型　牡牛座
趣味：スノーボード
　一日でも早く仕事を覚え、
皆様に頼りにされる存在にな
りたいと思いますのでご指導
よろしくお願いいたします。

血液型・星座：O型　蟹座
趣味：スポーツ（バレーボー
　　　ル、フットサル）
　一年間よろしくお願いしま
す。少しでも羽咋の小児医療

に貢献できるよう頑張ります !!
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外来満足度調査の結果報告

･ 大変わかりやすい 19％　　･わかりやすい 52％
･ややわかりにくい   1％　　･わかりにくい   1％

・利用する  88％（－ 6％）　・わからない 10％（＋ 4％）
・利用しない 1％

・すすめる　45％（＋ 2％）　・どちらともいえない 51％（＋ 1％）
・すすめない  4％（－ 3％）

・満足 　 29％（－ 1％）　・やや満足 30％（－ 1％）
・やや不満 2％（－１％）　・不満　　　2％（＋２％）

　昨年10月に当院を受診されました患者様を対象に、外来での満足度についてアンケート調査をしました。
　多くの方々からご回答をいただき、誠にありがとうございました。
　アンケートでは多岐にわたる項目にお答えいただきましたが、回答や意見から、患者様の当院に対する考えや
ご意見を知ることができました。その集計結果から一部ですが紹介いたします。

　全体の満足度は昨年とほぼ同じくらい良い結果でした。
　しかし、「他の人に当院を薦めますか」では、「薦めない」が 4％で 3ポイント減少していますが、「どちらと
もいえない」が 2％増加しました。理由として、「自分が決めること」の回答が多く寄せられており、患者様の
自己決定が増えていると思われます。
　今後もアンケート結果に基づいて、患者サービスの向上に努力を重ねていきたいと思います。
　また、日頃、皆様から寄せられておりますご意見・ご要望とあわせ、更なる改善に取り組み「人にやさしく、
信頼される病院」を目指していきたいと考えております。　　　　　　　　　　　　　　　　　　接遇委員会

職員の説明は分かりやすいですか 今後も当院を利用しますか

他の人に当院を薦めますか 全体満足度
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血液型・星座：B 型　双子座
趣味：自然浴（山、海、川へのア
　　　ウトドア）
　１日でも早く職場に慣れ、公務
員として公務出来るようにしたい
です。よろしくお願いします。

血液型・星座：A型　射手座
趣味：音楽鑑賞
　４月から職員として勤務させ
て頂きます。何年ぶりかの夜勤勤
務もあり、色々と不慣れな点があ

るかと思いますが、笑顔を絶やさずがんばっていこ
うと思います。よろしくお願いします。

血液型・星座：A型　水瓶座
趣味：：サーフィン、手芸
　３姉妹の育児と仕事の両立
を目指します。看護の仕事が大
好きです。皆様のお役にたてる

よう頑張りますのでよろしくお願い致します。

血液型・星座：B 型　射手座
趣味：歌を聴くこと、書道
　明るく元気に頑張りますので
よろしくお願いします。
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血管造影装置更新

内科医長　五十嵐　厚

　血管造影は旧システムを利用し、従来の鼠径部もしくは手首（橈
骨動脈）からのアプローチで、検査用は3Fr(1mm)、治療用は
5Fr(1.7mm)の細いカテーテルを使用し、検査であれば15分程度の
短時間と出来る限り患者負担の軽い検査・治療をして参りました。そ

の結果、2000年春からの12年間で、約3000人の健康に寄与しました。
　皆様のおかげで、この2012年3月末に、新しいフィリップス社製AlluraXperFD20に更新できること
になりました。限られた予算内ではありますが、従来機の長所はそのままに、更に良いものになるように努
めました。

①心臓のみならず、脳動脈・四肢の血管・胸腹部血管の造影検査と治療を行えます。
②循環器専門医が一人いれば冠動脈造影を行え、二人で治療を行えます。
③フィルムレス=フルデジタルの撮影装置は、画質が非常に改善します。壁厚が薄く良く見えなくなった

冠動脈ステントも、今回の機種に付属する”Stent Boost機能”(最新のステントを強調する機能)で、
状態を詳細に把握出来る様になるため、それを元に治療効果が上がると期待されます。ＣＴ＆ＭＲも同
じフィリップス社製のため、密接に強力に連携出来るようになります。

④最先端の３次元画像化システムが付属し、循環器のみならず、関節等他の領域の検査・治療にも貢献出
来ると思われます。

　周辺機器（IVUS、IABP等）も一新し、より使いやすく高度のものに改善されました。なかでも、冠動
脈内から超音波で冠動脈の状態を調べるIVUSと呼ばれる装置は、最新の非常に見やすい物に更新され、適
切に治療を行う手助けになると思われます。血管造影装置本体は、床置きから天井から吊るす型に変更する
事により、操作位置を下げ、医師には使いやすく、患者は乗り降りが容易になります。病院内のどこでも動
画を見ることが出来る様になり、日常診療の一助になると期待されます。
　この3月一杯工事で使用出来ず、多大なご迷惑をおかけしました。今まで以上に頑張りますので、今後と
もよろしくお願い申し上げます。
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　１月27日、武藤さんとハーモニカエコーズによるハーモニカ演奏会が開かれまし
た。「みかんの花咲く丘」や「瀬戸の花嫁」など、年配の方にも親しみのある選曲で
演奏され、患者さんの中には、曲に合わせて歌を口ずさむ方もいらっしゃいました。
　３月１日のやすらぎコンサートは、毎年恒例のチェリーブロッサムの合唱でした。
暖かな陽気となったこの日、春らしい桜色の衣装で登場し、童謡メドレーや「ゲゲゲ

の鬼太郎」などのアニ
メ曲集を聴かせてくだ
さいました。踊りや、鬼太郎に扮したメンバーの演出
もあり、患者さんたちは、心から楽しんでおられる様
子でした。「うれしいひな祭り」は全員で合唱し、会
場は一足先に春が来たような、明るい雰囲気に包まれ
ました。　　　　　　　　社会福祉士　中村 麻有子

開放病床運営委員会開催～地域の先生方と協力～

♥なぎさ表紙題字・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
♥俳　　句　　宝達志水町若葦会
　　　　　　　　　岡部 和子　様 他
♥園児の絵　　西北台保育所
　　　　　　　邑知保育所
♥干支（たつ）の額
　　　　　　　出戸 清隆　様

ありがとうございます

　２月 20日に地域の診療所の先生方 11名と当院職員との症例検
討会及び開放病床運営委員会を行ないました。羽咋郡市医師会会長
の松沼先生より病院と診療所の連携をきちんとして地域の方々のた
めにやっていきましょうと挨拶され、鵜浦院長が地域の病院として
機能分化を更に推進し協力していきたいと挨拶しました。
　開放病床登録医師からの紹介患者様の症例検討と小児（1歳児）
のMRI 検査について、当院医師と診療放射線科技師が発表し、地
域の先生方と当院の医師で意見交換がなされました。

　2月 16 日（木）、肝疾患専門医療機関として日本
肝臓学会専門医である鵜浦病院長よりC型肝炎につ
いて研修会がありました。医療費助成制度やこれから
の治療薬剤について説明され、職員は肝炎に対する理
解を深めました。

　続けて『チーム医療　地域とのつながり』をテーマに第 4回院内研究発
表会が行なわれ、23年度院外の学会で発表した９演題の発表を行ないまし
た。病院長の厳しくユーモアを交えた講評を受け、今後も安全安心な医療を
提供するために研究活動を行なっていきます。

開放病床運営委員会開催～地域の先生方と協力～

肝炎研修会と院内研究発表会を開催しました
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５月 9日㈬　看護ふれあいイベント　体脂肪測定　骨密度測定
５月10日㈭　プチナースに変身～ !!　心音　赤ちゃんのお世話

◆イベント案内◆

　売店付近で無料の公衆無線 LANを試験的に提供して
います。
　　SSID：HakuiHP-free-G（2.4GHz）
　　　　  　HakuiHP-free-A（5GHz）
　尚、業務系無線 LANに影響が出た場合は予告なく中
止します。

　平成 24年 1月以降本病院内において、現金拾得物（善
意の寄付金かどうか判別のつかないもの含む）の届出が
増えております。羽咋病院に来院される方は現金の取り
扱いには十分注意しましょう。
　なお、これまで届出のあった現金は警察署に拾得物と
して提出しています。

　次のURL入力、またはQRコード読み
取りでご利用いただけます。

インターネット無線 LAN提供開始

ご意見箱に投かんされていた物件（現金）について

休診案内等をブログで提供しています

http://ib.incl.ne.jp/hakuihp/archives/
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