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羽咋郡市広域圏事務組合
◦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。

公立羽咋病院広報誌 2017

基本方針

病院理念
　    人 に  や さ し く  信 頼 さ れ る 病 院
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診療技術部（薬剤師・リハビリ職員ほか）の
ユニフォーム変更について

　地域の皆様には、日頃より病院運営にご協力を賜りましてありがとうございます。
　今年度からは、石川県の医療構想に基づき策定した、第３次「新公立病院改革プラン」に沿っ
て業務を遂行してまいります。平成24年度に策定いたしました第２次改革プランは、皆様のご
協力を得ましてほぼ計画通りに推進することができました。今後も当院の役割を、急性期医療と
その後の機能回復や在宅への復帰支援を行う回復期医療と位置づけ、さらに救急医療や災害医療
を支える使命を担っていきます。
　さて、羽咋郡市では超高齢化と人口減少が石川県の平均値を超えて進行しています。当院では、
以前より地域包括医療・ケアの実践に取り組み、医療・介護・福祉・保健に携わる多職種の方々
との連携を図ってきましたが、その連携は益々重要となっています。住み慣れた地域で自分らし
い暮らしを人生の最後まで続けることを目指し、高齢者の尊厳の保持と自立支援を目的とした「地
域包括ケアシステム」が各市町で構築されています。公立羽咋病院はこの地域の中核病院として
連携をさらに密にし、地域の皆様が安心して生活できる町づくりの一環を担っていかなければな
らないと考えています。
　病院理念である「人にやさしく、信頼される病院」の実現に向けて努力をしてまいりますので、
地域住民の方々のさらなるご指導とご支援をお願い申し上げます。

新年度院長挨拶

病院事業管理者　　松下　栄紀

診療技術部（薬剤師・リハビリ職員ほか）の
ユニフォーム変更について

　病院スタッフが日々着用するユニフォームは、動きやすさや衛生面への配慮がなされているこ
とが条件となっています。これまで診療技術部は水色上下のユニフォームに統一しておりました
が、デザインを一新して日々の診療に臨むことになりました。 
　色もカラフルになることで病院内が明るい雰囲気になり、患者さんにもリラックスして受診し
ていただけるとともに、職員一人一人のモチベーションアップにも繋がると考えています。 
　明るくなったユニフォームと共に、笑顔を添えて診療に臨みますので、ご感想などがありまし
たならば職員に一声おかけください。　　　　　　　　　　　　　　　　副院長　荒井　謙一　
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よろしくおねがいしますよろしくおねがいします

看護師　石
いしもと
本　真

ま い
惟

血液型・星座：B 型　かに座
趣 味：映画鑑賞
　常に笑顔で、安心感を与えら
れる看護師でいたいです。

看護師　二
ふたつや
谷　木

ゆ う こ
綿子

血液型・星座：A 型　やぎ座
趣 味：旅行
　信頼される看護師になれる
よう、日々、努力し笑顔を忘
れず頑張ります。よろしく
お願いします。

　早く仕事に慣れて、羽咋病院
の一員としてお役に立てるよう
頑張ります。よろしくお願いし
ます。

総務課主事　保
ほ ぼ
々　里

さと
実
み
　   

血液型・星座：A 型　しし座
趣 味：陸上観戦

血液型・星座：AB 型　おひつじ座
趣 味：スポーツ観戦
　病院理念「人にやさしく、信
頼される病院」の実現に向け、
自分にできることは何か自問自
答しながら日々の業務に取り組
みます。

総括主幹　木
き
村
むら
　繁
しげなり
成

血液型・星座：Ａ型　ふたご座
趣 味：散歩、ドライブ
　いつも笑顔で、患者さんに
安心感を与えられるように、
一生懸命頑張ります。

看護師　北
きたやま
山　亮

りょう
子
こ

血液型・星座：B 型　さそり座
趣 味：ドライブ 
　環境に慣れ、早く役に立て
るよう頑張ります。

看護師　宮
みやざき
崎　美

み き
紀

血液型・星座：A 型　うお座
趣 味：音楽鑑賞、散歩
　患者さんに寄り添った看護を
目標に、日々努力していきた
いと思います。

看護師　寺
てら
　真

ま ゆ こ
祐香

看護師　岡
おかもと
本　実

み か
佳

血液型・星座：Ｂ型　みずがめ座
趣 味：旅行
　環境に慣れ、皆様に信頼さ
れるようになりたいです。こ
れからよろしくお願いします。

看護師　小
こ
森
もり
　はるか

血液型・星座：O 型　いて座
趣 味：音楽鑑賞
　笑顔を忘れず、一日でも早く
一人前の看護師になれるよう頑
張ります。よろしくお願いしま
す。

診療情報管理士　平
へい
畠
ばたけ
　麻

ま い
衣

研修医　干
ほし
場
ば
　涼
りょう
平
へい

血液型・星座：O 型　ふたご座
趣 味：トロンボーン、漫画を

読むこと

血液型・星座：O 型　やぎ座
趣 味：映画鑑賞

　今年度より正規職員として
勤務することになりました。
新卒の頃を思い出してフレッ
シュな気持ちで頑張ります。

　日々学び、成長して、少し
でも理想の医師像に近づける
よう頑張ります。1 年間よろ
しくお願いします。

新任職員紹介新任職員紹介
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～他部署研修を終えて～行事紹介行事紹介

　 私 は、 リ ハ ビ リ
テーション科と血液
浄化センターで研修
をおこないました。
普段は事務職のため、
医療現場での研修は
非常に勉強になりま
した。両部署とも職
種間の連携を意識し
ており、特に、血液

浄化センターでのカンファレンスでは、情報共有の
他、毎日行う業務においても対応法の確認があり、
安全で質の高い医療の提供に繋がっていると実感し
ました。
　今後も事務職もチーム医療の一員として連携を密
にし、事務的な側面からサポートしていきたいです。

総務課　村田　浩一

　今回、２階病棟と
栄養科の２つの部署
で研修をさせていた
だきました。病棟で
の研修では、普段よ
り患者さんの生活に
近い立ち位置から接
することができまし
た。その経験は普段
得られ難いものであ
り、今後の仕事の幅を広げてくれる貴重なものでした。
　栄養科での研修では、栄養について知識を得るこ
とができ、リハ栄養が注目される中、栄養とリハビ
リの連携の必要性を改めて感じることができました。
他部署研修は他の職種の立場を経験することができ、
チーム医療の重要性を学ぶことができる有意義なも
のでした。　リハビリテーション科 作業療法士　岩島　寛

　私は検査科と薬剤科を一日ずつ研修させてもらい
ました。普段の仕事で関わっているだけではわから
ない裏側を見ることができ、大変興味深くよい体験
をすることができました。個々の専門性を生かし、
役割は違っても患者さんのために働いている気持ち
は同じであると改めて実感することができました。
　今後は様々な職種の専門性を尊重し、今まで以上
にコミュニケーショ
ンをとりながら患者
さんのためになるよ
う日々の仕事を頑
張っていきたいと思
いました。
　３階病棟　看護師

　松下　奈美

　１月26日、３月10日の２日間の日程で他部署研修
をおこないました。研修先は、日常業務で関わりのあ
る部署に対する理解を深められればと、手術室と検査
室の２部署を選択しました。
　手術室では日常業務と、そのワークフローや手術室
業務における心構え等を、検査室では生理検査などの
検査全般の業務の見学や、血液検査の体験等をさせて

いただきました。
　今回の研修で、実
際の全体の流れやそ
のときに何を考えて
行っているのかとい
うことまで知ること
ができ、非常に有意
義な研修になったと
思います。
放射線科 放射線技師

　高村　翼

CT装置更新のご案内CT装置更新のご案内
　当院では、平成29年３月24日、CT装置の更新を行いました。
　今回、新たに導入したのはGE ヘルスケア・ジャパン株式会社製
のRevolution EVO ELという装置で、主な特徴としては従来に比べ、
　　① X線による被ばくが少ない
　　② 高速撮影が可能であり、呼吸停止時間が短い
　　③ 画質の向上
等があげられます。
　この他にも最新の技術を数多く搭載していますので、患者さんに
はよりいっそう安心して質の高い検査を提供できるものと考えてい
ます。

放射線科　副技師長　山岸　満　

今年は、８名が他部署研修をお
こないました。そのうち４名の
感想・報告を掲載します。
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　今年２月の２日間、当院を受診された外来患者さんを対象にアンケート調査をおこないました。
アンケートでは多岐にわたる項目にお答えいただき、当院へのご意見や考えを知ることができま
した。その集計結果の一部を報告します。

　全体的な満足度では高評価をいただいておりますが、待ち時間に関しては多くの方が「長く感
じている」結果となりました。今後も待ち時間を短縮できるような業務改善や接遇の向上等に努
めてまいります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　接遇委員会　

外来受診患者満足度調査の結果について
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外来満足度

原子力災害訓練を終えて　　　　　◀◀◀◀◀◀◀◀◀◀◀◀◀

地域包括ケアシステムの勉強会に参加して　◀◀◀◀◀◀◀◀◀◀◀◀◀

　当院は志賀原子力発電所から30km圏内に位置しており、事故・
災害などの際、迅速に対応できるよう原子力災害対策チームを設
置しております。今回このチームを中心に、原子力災害が発生し
た際の連絡体制や災害対策本部設置などの初動対応訓練、並びに、
即時避難が困難な患者さんが一時的に避難する放射線防護区域の
稼動訓練を行いました。
　訓練では様々な反省点、課題が見つかり、現在はその修正に取
り組んでいます。今後も訓練等を重ね“万が一の事態”にも対応
できるよう準備をしていきたいと考えています。

原子力災害対策チーム　リーダー　井戸　浄清　

　地域包括ケアシステムの考えは、介護が必要な状態となっ
ても高齢者が住み慣れた地域で暮らし続ける事ができるよう
支援していくことにあります。今回、羽咋市の高齢化の現状
や介護保険サービスの利用状況から今後の市の取り組みにつ
いて教えていただき、地域の取組みを知り、連携することの
重要性を認識しました。また、私たち医療者は、患者さんを
地域で暮らす生活者として捉え、地域で生活していく視点を
持ち、個々に応じた支援を考えていきたいと改めて感じまし
た。　　　　　　地域包括ケア病棟　看護師長　田島　雅世
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月 火 水 木 金 第 2、4土

午前 石田 石田 第 1，3，5岡田
第 2，4犀川　　 石田 石田 石田（ワクチン外来）

・岡田

午後 石田・藤澤
石田　　　　

（第 2／小児
循環器・小栗）

休診 石田・土岐 石田 休診

ありがとうございます
♥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
♥書　　字　 羽咋市書道協会の皆様

♥俳　　句　 宝達志水町若葦会
♥園児の絵　 邑知保育園、ゆりかご保育園
♥革工芸品　 松尾　登美　様（金沢市）

内科医師、管理栄養士、理学療法士

内科医師、管理栄養士

整形外科医師、作業療法士、管理栄養士

第１水曜日　15:00～
場所：3階病棟　食堂談話室

月1回不定　月曜日　15:00～
場所：3階病棟　食堂談話室

内科医師、管理栄養士、理学療法士

内科医師、管理栄養士

第４水曜日　15:00～
場所：2階病棟　食堂談話室
整形外科医師、作業療法士、管理栄養士

6/7㈬、7/5㈬

5/15㈪、6/19㈪

5/24㈬、6/28㈬、7/26㈬

H29年度小児科診療体制

「看護の日」施設イベントのお知らせ
　今年もナイチンゲールの生誕を祝って「看護の日」施設イ
ベントを開催いたします。
●プチナース看護体験　５月10日㈬ 午前10時～ 11時30分

　かわいい園児たちがナースのユニフォームをまとって看
護体験を行います。どうぞ見学にいらしてください。

●健康チェック　５月11日㈭ 午前９時～ 11時30分
　ますます健康で活躍していただくために次の項目で健康
チェックを行います。
　血糖値・肺年齢・骨密度・血管年齢・管理栄養士さんの
コーナーもあります。
　場所は公立羽咋病院情報プラザ前ホールです。お待ちし
ています。


