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日本医療機能評価機構認定病院

公立羽咋病院
は　　　　 　 く　　い

〒925-8502　石川県羽咋市的場町松崎24番地
TEL(0767)22-1220　FAX(0767)22-5598
http://www.hakuihp.jp/　
E-mail:hakuihsp＠po.incl.ne.jp

羽咋郡市広域圏事務組合
基本方針

◦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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　平成26年4月1日より鵜浦雅志前院長の後任として着任いたしました。公立羽咋病院は鵜浦前
院長の強いリーダーシップのもとに、地域の中核病院としての機能を充実させてきたのみならず、
被災地の救援活動にも積極的に参加し、災害拠点病院にも認定されています。また、職員一人ひ
とりの意欲も高く、チーム医療にも反映されています。その鵜浦先生の後任として大変な重責を
負う立場となりましたが、押しつぶされないよう、自らしっかりと勉強し、頑張っていきたいと
思います。
　羽咋病院では順次進めて来ました病院の改築もほぼ終了し、療養環境の整備ができました。医
療面におきましても、公立病院としての使命を全うし、医療、介護、福祉、保健に携わる多職種
の方々との連携をさらに密にし、地域住民の方々が安心して生活できるまちづくりの一環を担っ
ていきたいと思います。
　昨年度には石川県地域医療再生計画に基づき、石川県内の殆どの医療機関に診療情報共有
ネットワークの整備が行われました。当院にも導入され
ており、今後そのシステムを医療や地域連携に有効に活
用できるよう検討していきたいと思います。
　病院理念としての ｢人にやさしく、信頼される病院｣
を実現するために定めた基本方針に従って、職員一丸と
なって頑張っていきますので、地域住民の方々のさらな
るご指導とご支援をお願いいたします。

平成26年度 挨 拶
病院事業管理者　　松下　栄紀

　とにかく、がんばります。

血液型・星座：Ｂ型　おとめ座
趣味：趣味を持たないこと

病院事業管理者兼院長（内科）
松
まつした
下　栄

えい
紀
き

　この度、金沢医療センタ－院長に異動になりました。平成14年から12年間、羽咋病院院長として勤
務させていただき、皆様のご協力のおかげで、充実した日々を
過ごすことができました。本当に有難うございました。今後は、
非常勤の羽咋病院顧問として病院運営に協力し、また、土曜日
には外来診療を継続していきます。
　金沢医療センタ－は以前の国立金沢病院です。高度医療と地
域医療の両面をもつ600床規模の病院で、小生に与えられた期
間はあまり長くはありませんが、病院機能分化が進められる時
期にあることから、適切なる対応に尽力するつもりです。
　新院長のもと、職員一同の活躍により、羽咋病院が理念「人
にやさしく、信頼される病院」とともに発展し、地域の安心・
安全の構築に貢献し続けることを期待しています。皆様のご理
解・ご支援をお願いします。

地域の皆様へ

　　異動のご挨拶 前病院事業管理者　鵜浦　雅志
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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 新採職員紹介

医事管理室長　山
やまぎし
岸　孝

たか
司
し
　

血液型・星座：O型　しし座
趣 味：スポーツ
　『人にやさしく、信頼される
病院』を目指してがんばります。

内科医長　喜
き た
多　裕

ゆう
樹
き
　

血液型・星座：Ａ型　おとめ座
　10年ぶりに戻ってきました。
昨年までは砺波総合病院でチー
ムリーダー（一応？）として
糖尿病治療を行ってまいりまし

た。明るく元気のよいスタッフとともに糖尿病
患者さん中心の治療を行ってまいりたい所存で
ございます。

内科医師　吉
よし
田
だ
 真
ま り こ
理子　

血液型・星座：O型　かに座
趣 味：旅行
　いつも笑顔で診療にあたりた
いと思います。よろしくお願い
します。

社会福祉士　西
にし
井
い
　寿
かずふみ
文　

血液型・星座：O型　かに座
趣 味：音楽鑑賞
　地元で働く機会を頂き、大
変うれしく思っております。
何かご相談したいことがあり
ましたら、医療サービス推進
室 西井までご連絡ください。

内科医師　上
かみかわ
川　康

やすたか
貴　

血液型・星座：Ｂ型　みずがめ座
趣 味：息子と特撮ものを観賞

する。
　『闘病の主役は患者』を心
に医師の立場からサポートさ
せて頂きます。

外科医師　藤
ふじ
田
た
 　純

じゅん
　   

血液型・星座：O型　ふたご座
趣 味：読書、スポーツ
　わからないことばかりなの
で、ガムシャラに頑張りたい
と思います！

血液型・星座：B 型　おうし座
趣 味：映画鑑賞
　羽咋の子ども達みんなに笑顔
になってもらえるようがんばり
ます。

小児科医師　丹
に わ
羽　章

ゆき
乃
の
　

血液型・星座：B 型　しし座
趣 味：釣り、ドライブ
　精一杯頑張ります。よろしく
お願いします。

臨床工学技士　三
み
島
しま
　友
ゆうすけ
輔　

血液型・星座：AB型　おうし座
趣 味：スポーツ
　羽咋市から異動となりまし
た。病院理念を忘れずに病院
業務を頑張りたいと思います
ので、よろしくお願い申し上
げます。

事務長　荒
あら
木
き
　孝
こうへい
平　
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看護師　田
た
島
じま
　朋
とも
江
え
　

血液型・星座：A型　うお座
趣 味：買い物
　地域病院として安全で質の高
い看護を提供できるように頑
張っていきたいと思います。

栄養士　田
た
中
なか
　明
あき
子
こ
　

血液型・星座：O型　てんびん座
趣 味：お菓子を作ること、食べ

ること
　すこしでも患者様のためにな
るように笑顔でがんばりたいで
す☆

血液型・星座：A型　おとめ座
趣 味：旅行
　大好きな地元能登の病院で働
くことができ、嬉しく思ってい
ます。患者さんの笑顔をたくさ

ん引きだせるような言語聴覚士として頑張りま
す。よろしくお願いいたします。

言語聴覚士　松
しょうひ
扉　彩

さ よ
世　

臨床工学技士　寺
てら
田
だ
　吏

り さ
紗

血液型・星座：Ａ型　みずがめ座
趣 味：映画、音楽、散歩
　常に目標をもち、自己の向
上にむけて努力できる臨床工
学技士を目指して頑張りま
す。よろしくお願いいたしま
す。

栄養士　土
ど い
肥　千

ち え
恵 

血液型・星座：A型　みずがめ座
趣 味：買い物、食べること
　患者様の気持ちを第一に考
え、笑顔で頑張ります。

血液型・星座：B 型　うお座
趣 味：読書、ライブ鑑賞
　久しぶりの外来勤務で緊張
しています。よろしくお願い
します。

看護師　能
の せ
瀬　幸

さち
枝
え

　３月６日にやすらぎコンサートを開催しました。
　３月といえば､ 春も近づき桜が咲くのが待ち遠
しい季節です。今年もチェリーブロッサムの皆さ
んが来てくださいました。

　男女の恋物語をテーマに『おぉシャンゼリゼ』『思い出がいっぱい』など歌声にのせたミュージカル
風な演出でした。最後には会場全員で『ふるさと』を合唱しました。
　参加された方のなかには曲に合わせて足踏みでリズムを取る方もいて､ 楽しい時間を過ごしました。
来年度もコンサートを企画していきます。地域の皆さんもどうぞお越しください。

　社会福祉士　喜佐　彰子
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池野整形外科・耳鼻咽喉科医院
住　所　　志賀町高浜町ソの9番地1
電　話　　0767-32-0040
　　院長　池野　嘉政（整形外科）
　　　　　池野　　敬（整形外科）
　　　　　池野　幸子（耳鼻咽喉科）

関係医療機関のご紹介
　当院は志賀町高浜町で整形外科と耳鼻咽喉科の診療を行っ
ている有床診療所です。院長は検診、産業医等、敬医師は整
形外科、幸子医師は耳鼻咽喉科を担当しております。
　整形外科では、骨折や捻挫、脱臼、挫創などの外傷の治療
や、変形性膝関節症や頚部や腰部の変形性脊椎症等の注射や
投薬、物理療法等の治療をしております。耳鼻科では中耳炎
や副鼻腔炎、扁桃炎、咽頭炎といった炎症疾患、アレルギー
性鼻炎等のアレルギー疾患、めまいなどの、耳・鼻・口腔・
のど・頸部の疾患を診察しています。また、かかりつけ医としてそれぞれの専門科以外にも診察を出来る
ように努力しております。
　手術が必要な場合や詳しい検査や専門的な治療が必要な場合は、羽咋病院に紹介をさせていただいてお
ります。羽咋病院にはいつも迅速、丁寧に最新の医療を患者さんに提供していただいており、かかりつけ
医としても安心して診療を行えております。また病診連携に積極的に取り組んでいただき、最新の治療な
ど御教示いただき感謝しております。診療所では出来ることが限られており、羽咋病院と連携を取りなが

ら、地域の皆様に安心して過ごしていただけるよう努力して
参ります。

行事紹介行事紹介

　３月11日に災害時の羽咋病院の対応について、実際の災害を想定し
て勉強会を行いました。被災地へDMATを派遣するときの病院の体制
づくりや、逆に羽咋病院にDMATが到着した時の対応方法等をシミュ
レーションしました。病院長より、「数年後に必ずまた災害は起きる。
その時のためにきちんと準備するように」との言葉があり、身の引き締
まる思いで勉強会を終えました。災害派遣に必要な医療資機材も揃いつ
つあります。被災地への派遣はもとより、地域に災害が発生した時の対
応方法もしっかり確立していきます。

　消防救急科病院実習の受け入れを行いました。医療現場での患者さ
んの対応方法や手技を見て体験してもらいました。各診療科の連携や
患者さんに合わせた対応を学び、とくに手術見学のインパクトが強
かったようです。力を合わせて救急患者さんを支援したいと思います。

DMAT（災害派遣医療チーム）勉強会

消防救急科病院実習
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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
♥俳　　句　 宝達志水町若葦会
　　　　　　　岡部 和子 様 他
♥園児の絵　 ゆりかご保育園
　　　　　　 粟ノ保保育所
♥季節のお花
　　　外来患者様

第１水曜日　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

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

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

5/7㈬、6/4㈬、7/2㈬

5/㈪、6/㈪、7/㈪

5/28㈬、6/25㈬、7/23㈬

小児科 月 火 水 木 金 第 2、4土

午前
１診 石田 石田 犀川 石田 石田 石田
２診 丹羽 丹羽 丹羽 丹羽 丹羽 丹羽

午後
１診 石田 丹羽 又は

石田 丹羽
又は
石田

石田
石田

２診 丹羽 第 2中村
循環器外来 丹羽

　犀川医師（血液・腫瘍）　毎週水曜日午前
　中村医師（小児循環器）　毎月１回 第２火曜日

小児科の新しい診療体制 平成 26年度

お知らせお知らせ
●駐車場の融雪装置が全面的に完成しました。工事期間中の地域の皆様のご協力に感謝申し上げます。

●看護週間のイベントのお知らせ　
　　5/14（水）プチナース看護体験（羽咋幼稚園）
　　5/15（木）健康チェック（骨密度測定、体脂肪測定など）
　　5/16（金）看護ふれあい体験　　　　どうぞお立ち寄りください。

●助産師外来の乳房マッサージの料金を変更しました。助産師外来では、妊娠・出産・育児・母乳育児
に関することは元より性に関することの相談をお受けします。引き続きご利用ください。
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