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公立羽咋病院羽咋郡市広域圏事務組合
日本医療機能評価機構認定病院

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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　今年は久々の大雪に見舞われたものの、４月早々に桜の満開を迎えるなど寒暖差が激しく、
地球温暖化の影響なのかと危惧されます。
　さて、昨年度はより良い療養環境の整備として病院内の窓の二重サッシ化や空調設備など
の工事をおこないました。また、医療設備として人工透析システムの全面更新をおこないま
した。一方、医師においては本年３月より外科診療が一人体制となっており皆様方にはご迷
惑をお掛けしています。金沢大学、金沢医科大学との連携を強め、当院の診療体制へのさら
なる協力をお願いしていきたいと思います。
　羽咋郡市広域圏では、少子高齢化と人口減少が確実に進行しています。地域の基幹病院と
して、「住民が住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けることができる地域包括ケアシステ
ム」の構築に向けて、行政や介護施設など多職種との連携を深めています。
　今後も病院理念である「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。

院 長　　松下　栄紀

よろしくおねがいしますよろしくおねがいします

　一日一日を大切にし、医
師として成長していきたい
と思います。一年間よろし
くお願いします。

総務課主任　所
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司
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内科医長　沖
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血液型・星座：B 型　やぎ座
趣 味：ゴルフ

血液型・星座：O型　かに座
趣 味：旅行

　日々学び、日々ステップアッ
プしていきます。よろしくお願
いいたします。

　消化器内科の沖
おき

野
の

と申し
ます。
　２年前まで働かせて頂い
ておりまして、旧姓は吉田
です。より一層笑顔で診療
にあたりますのでよろしく
お願いします。

新任職員紹介新任職員紹介

新年度挨拶

血液型・星座：A型　おうし座
趣 味：映画鑑賞

研修医　田
た

邉
なべ

　豊
ゆたか
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　皆様のお役に立てるよう
に、日々努力していきます。
よろしくお願いします。

　学校を卒業したばかり
で、慣れない事も多いです
が、管理栄養士として少し
でも力になれるよう頑張り
ます。

　皆様の気持ちに寄り添え
る看護師を目指します。
　笑顔を絶やさず日々努力
していきたいです。

　できる限り早く仕事に慣
れてお役に立てるよう、頑
張ります !
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作業療法士　大
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看護師　山
やまもと

本 あかり

血液型・星座：O型　ふたご座
趣 味：野球観戦、体を動か

すこと

血液型・星座：A型　しし座
趣 味：カラオケ

血液型・星座：B 型　みずがめ座
趣 味：国内旅行

血液型・星座：O型　おうし座
趣 味：音楽鑑賞

血液型・星座：AB型　しし座
趣 味：旅行、カメラ

　早く仕事を覚え、頼れる
管理栄養士になれるよう、
頑張ります。

　笑顔を絶やさず、元気に
仕事に励んでいきたいと思
います。よろしくお願い致
します。

　幼少期にお世話になった病
院で働けることを嬉しく思っ
ています。
　早く環境に慣れ、皆様のお
役に立てるよう頑張ります。

　補助者から看護師として
羽咋病院に戻ってきまし
た。信頼される看護師にな
れるよう、今後も努力して
いきたいです。 　笑顔を忘れず、患者さん

に寄り添った看護ができる
ように頑張ります。よろし
くお願いします。

血液型・星座：O型　みずがめ座
趣 味：育児、コストコ通い

血液型・星座：O型　おとめ座
趣 味：フィギュアスケート

観賞

血液型・星座：O型　ふたご座
趣 味：旅行

血液型・星座：B 型　みずがめ座
趣 味：ゲーム、アニメ鑑賞
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　昨年８月に、認知症ケアチームを立ち上げ、翌９月に認知症ケア推進委員会となりました。
12月より、認知症ラウンドを月１回おこなっています。認知症ラウンドとは、医師、看護師、
社会福祉士、理学療法士、作業療法士、薬剤師、管理栄養士がチームを組み、病棟を巡回す
ることです。事前に各病棟から、対応で困っている事例を出してもらい、巡回時に病棟看護
師と検討します。
　その人らしさを大切に考えて、現在の環境や過ごし方を見直し、安心して快適に過ごせる
ように提案します。また、処方されている薬剤について、認知症やせん妄

もう

注）症状に影響が
ないか考え、減量や変更を提案します。自分でおいしく食べられるように、好みや形態の工
夫も検討します。認知症ラウンドの内容は、委員会で報告し、委員全員で共有しています。
当初は戸惑いながらおこなっていましたが、回数を重ねる毎に、患者さんに寄り添う良い意
見が出るようになりました。患者さんに穏やかに過ごしてもらうために、頑張っていきます。
　注）せん妄とは…主に、意識・注意などが障害される病態

認知症ケア推進委員会　看護師　松本　栄子　

認知症ケアラウンドを開始しました認知症ケアラウンドを開始しました

嬉しい表彰者 平成29年度
石川県看護功労者
　　　　　知事表彰
　副院長　荒井　謙一

平成29年度
国民健康保険功労者
　　　　　　知事表彰　
　脳神経外科
　　医師　駒井　裕一

第46回
医療功労賞
　　石川県表彰
 リハビリテーション科
　士長　北谷　正浩

平成29年度
優良看護職員
　　　厚生労働大臣表彰
　医療サービス推進室
　　看護師　嵐　公江

　院内で認知症ケアに関する標語を募集したと
ころ、約 40件ほどの応募がありました。決定
した標語と、委員会で「よかったね賞」をとっ
た候補を紹介します。

 標語 
「知識とスキルで活かそう
　　　　　　　　チーム医療の輪！」
 よかったね賞 
 ・あたたかく　やさしく寄り添い　声かけを
 ・せん妄を　早期に発見して　重症予防
 ・聴かせてね　あなたの話　何度でも

●認知症ケアに関する標語の紹介●
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2018「看護の日」施設イベント2018「看護の日」施設イベント
◦ プチナース看護体験

◦ 健康チェック＆ヘルスカフェ

昨年のプチナース看護体験の様子

2重サッシ

加湿器ファンコイル

－お茶をしながらあなたの健康をチェックしませんか？－
　　日時：５月10日（木）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血糖値・骨密
度・血管年齢・体脂肪測定を行います。

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。

　　日時：５月９日（水）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。

療養環境の整備について療養環境の整備について
　昨年度は、空調設備と窓サッシ２重化の工事をおこないました。空調設備の工事では、２階から４
階の各病棟西側の病室に加湿器を新たに設置しました。東側の病室は、平成２８年度に整備が完了し
ており、インフルエンザ等の感染症の拡大抑制に効果があるとされている適切な湿度管理ができるよ
うになりました。更に、３階病棟東側の病室の空調設備を更新し、窓サッシ２重化の工事とともに施
設内の空調効果を高め、療養環境が快適なものとなるよう整備をおこないました。
　今年度も、より快適な療養環境を目指して、引き続き改修工事をおこなっていきます。
　患者さん並びにご利用者の皆様には、工事期間中の騒音等でご不便やご迷惑をおかけしますが、ご
理解とご協力をお願いします。

　患者さんやご家族になりすましたり、企業名をかたる迷惑電話が多発してお
ります。ご使用の電話機が非通知設定の場合（昔からあるダイヤル式の黒電
話も非通知となる場合があります)、確認にお時間をいただくことがあります。
ご理解とご協力をお願いいたします。

総務課　管理係長　　中村　啓亮

『迷惑電話が多発しています』
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ありがとうございます

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

5/2㈬、6/6㈬、7/4㈬

5/21㈪、6/18㈪

5/23㈬、6/27㈬、7/25㈬

　今年第１回目のやすらぎコンサートは、
３月１日(木)に行われました。
　今回お招きしたのはチェリーブロッサ
ムの皆さんです。「白銀は招くよ」など
冬の曲に始まり、「春が来た」「こいのぼ
り」といった、これから訪れる季節の曲
を披露してくださいました。歌を通して
四季を感じることができ、次に訪れる季
節が待ち遠しく感じられました。
　　　　医療サービス推進室　社会福祉士

　西井　寿文

編集後記
　朝晩はまだまだ冷え込みますが、桜が咲く
と、「春が来たなあ」と感じます。
　日差しを浴びると、からだが目覚めます。
お天気の良い日は、すこしからだを動かして
みませんか。
　清らかな空気を吸い込んで、きっと元気に
なれますよ！

♥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　 宝達志水町若葦会の皆様
♥園児の絵　 こすもす保育園、西北台保育所


