
公立羽咋病院 広報なぎさ 2020

71第　　号

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。

〒925-8502
石川県羽咋市的場町松崎24番地
　TEL (0767)22-1220
　FAX (0767)22-5598
　https://www.hakuihp.jp/
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　この度、松下先生の後任として、院長代行を勤めることになりました五十嵐です。
　専門は循環器内科です。スタッフとともに、住民の健康を守るため、尽力してい
きますので、よろしくお願い申し上げます。
　2019年のラクビー・ワールドカップに続き、2020年はオリンピックで楽しい年になる予定でしたが、
2019年末、中国武漢から始まった新型コロナウイルス肺炎が、日本、韓国、ヨーロッパ諸国、アメリカ合
衆国と、世界中に流行し、先の見えぬ不安な年になってしまいました。
　コロナウイルスは、2002年11月からの中国発　重症急性呼吸症候群SARS、2012年９月からの中東呼
吸器症候群MERSの原因にもなりましたが、はやり風邪のうちの10－35%の原因ウイルスとされています。
感染しても軽症の方が多く、こじらせる頻度は決して多くは無いのですが、新型のため、感染患者数が非常
に多く、死者数も多くなってしまっています。何よりも大事なことは、こじらさないことで、感染しやすい
と言われている場所を避ける・マスク装着・手洗いの励行、食事・睡眠をとり、抵抗力・体力を保ちましょう。
インフルエンザ等と違って、適正な検査・治療が無く、不安をあおってしまっています。
　マスクの品切れが続いており、経済的にも大きな問題となり、精神的に暗い日々が続いていますが、日本
のみならず、世界中の知恵で乗り切り、明るい未来がくると信じています。

この度、金沢市立病院へ異動することとなりました。公立羽咋病院には、平成26
年４月に鵜浦先生の後任として院長に就任し、６年間勤務させていただきました。あっという間の６年間
でしたが、その間に地域包括ケア病棟の開設、２回の病院機能評価審査、医科歯科連携協定の締結などを
経験し、全職員の協働のもとに行うことができました。また健全経営も維持できました。現在は新型コロ
ナ問題で世界中が危機状態となっておりますが、行政とも連携しながら地域の安心・安全の構築に対処し
ています。病院職員をはじめ、地域住民の皆様方には大変お世話になりました。引き続きまして公立羽咋
病院に対してのご指導、ご支援をよろしくお願い申し上げます。

院長代行　　五十嵐　厚

前病院長　　松下　栄紀

　新年度　ご挨拶

異動のご挨拶

内科医長　羽
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文
血液型・星座：A型　てんびん座
趣 味：読書

　消化器疾患を中心に内科を担当し
ます。最近 4年間はクリニックで
の診療が中心でしたので、多くの先

生方やスタッフと共に整った環境で診療できることを
嬉しく思っています。病気だけではなく、患者さん一
人一人を診るように心がけていきたいと思います。宜
しくお願いします。

　金沢市立病院から異動してきた内
科の宇野です。専門は糖尿病、代謝
疾患ですので、患者さんの生活全般

に寄り添った医療を提供できればと思っています。は
じめは不慣れなことも多いかと思いますが、少しでも
皆様のお役に立てるよう頑張りますので、よろしくお
願いいたします。
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内科医師　伊
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外科医師　橋
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本　明
あきふみ

史　

脳神経外科医長　土
つち

屋
や

　勝
かつひろ

裕

診療放射線技師　坂
さか

井
い

　栄
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ち

診療放射線技師　和
わ だ

田　充
あつひこ

彦

血液型・星座：A型　さそり座
趣 味：弓道

血液型・星座：B 型　やぎ座
趣 味：映画鑑賞

血液型・星座：AB型　うお座
趣 味：バドミントン

血液型・星座：A型　やぎ座
趣 味：旅行、温泉、映画、山登り

血液型・星座：B 型　いて座
趣 味：運動

　初めまして。この度赴任とな
りました、内科医師の伊藤綾と
申します。まだ医師として働き

始めて５年目と経験が浅く、皆さんにご迷惑をお
かけすることが多いかと存じますが、患者さんに
寄り添った医療を提供できるよう尽力いたします
ので、よろしくお願い申し上げます。

　金沢医科大学より派遣されて参
りました。１年間、地域の小児の
健康のために微力を尽くします。

　４月よりお世話になります、
能口です。まだ分からないこと
ばかりでご迷惑をかけてしまう

事もあるかと思いますが、早く仕事に慣れ、でき
る限り皆さんの役に立てるように頑張りたいと思
います。１年間よろしくお願いします。

　2017 年に金沢医科大学を卒
業後、同病院で２年間の初期臨
床研修を修了し、2019 年４月

より同大学の一般・消化器外科学教室に入局しま
した。いまだ消化器専門を名乗るのもおこがまし
い若輩ではありますが今後いっそうの飛躍ができ
ればと思いますので、ご指導ご鞭撻のほどよろし
くお願いいたします。

　令和２年４月１日より公立羽
咋病院脳神経外科勤務となりま
した。平成５年に医師となり、

早 27年経とうとしています。自分の理想とする
医師像にこれからも近づけるよう、努力したいと
思います。初心忘れず、七転び八起きの精神で頑
張ります。よろしくお願いいたします。

　早く仕事を覚えて、皆様の信
頼を得られるよう、日々努力し
ていこうと思います。よろしく
お願いします。

　皆様に信頼される技師を目指
し、努力していきたいと思います。

　早く新しい環境に慣れ、組織貢献出来
るよう頑張ります。初心と謙虚さを忘れ
ず、日々励んでいきます。

　笑顔を忘れず、患者さん
に信頼される看護師となれ
るように日々一生懸命頑張
ります。

　笑顔を忘れずに、患者さん一人一人に寄り
添い、信頼されるような看護師になれるよう
日々努力していきたいと思います。

　患者さん一人一人に、笑顔であたたかい看護
が提供できるよう日々頑張ります。よろしくお
願いいたします。

血液型・星座：Ｏ型　みずがめ座
趣 味：音楽鑑賞

血液型・星座：A型　しし座
趣 味：スポーツ観戦

血液型・星座：A型　おひつじ座
趣 味：映画鑑賞、旅行

血液型・星座：O型　ふたご座
趣 味：音楽を聴くこと、読書

血液型・星座：A型　おうし座
趣味：釣り（アオリイカ）、

研 修 コ ー ス（BLS/
ACLS,etc）のインス
トラクター

血液型・星座：A型　おとめ座
趣 味：ショッピング、映画・音楽鑑賞

看護師　小
こ

崎
さき

　孝
たかゆき

幸　

看護師　中
なかむら

村　祐
ゆ い

唯　

看護師　山
やま

上
じょう

　瑞
みず

穂
ほ

　　

看護師　池
いけ

田
だ

　真
ま り こ

理子　



2020年４月28日
第 71号4

　２月８日（土）に当院で『多数傷病者受け入れ訓練』を開催
しました。日本各地で台風豪雨災害、地震、新型ウイルスなど
大きな災害が多く起きている昨今、災害拠点病院の当院では地
震を想定した多数傷病者の受け入れ災害訓練を行いました。
　この訓練は、休日時間外において震度６強の地震が発生し、
入院患者さんを含む傷病者が多数いることを想定したもので、
職員のそれぞれの初動活動と役割を把握し、迅速に傷病者の受
け入れ体制確立・トリアージ・優先順位を考えた後方搬送を目
的として実施しました。
　災害医療は通常の救急医療に比べ、限られた医療資源で大多
数の患者さんを救わなければいけません。今回の訓練では少人
数の職員で約30名の傷病者を受け入れ、全ての傷病者に迅速
で適切な医療を提供することができました。当院の災害医療体
制は確実に整ってきております。
　今後も訓練を開催し、災害に備え羽咋・能登地域の災害医療
に貢献していきたいと思います。

血液浄化センター看護師長代行／ＤＭＡT　日下 和哉　

「多数傷病者受け入れ訓練」を開催して

　今回は医療現場での研修をさせてもらい、貴重な経験に
なりました。血液浄化センターでは患者さんとの深い信頼
関係に驚かされ、また情報共有の重要性も感じることがで
きました。薬剤科は薬を投与するまでの間に何度もチェッ
クを行い、ミスがないよう他にも色々な工夫をしており、
自分の業務にも活かしたいと思いました。自分の業務を多
方面から見つめ直し、チーム医療の一員として頑張ります。

総務課主任　　所司　旦　

他部署研修を終えて
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　２月から特定看護師として活動しています。特定看護師とは、本来医師が行う医行為の一部を、医師
の指示のもと看護師が実施できるように研修を終了した看護師です。私は、血糖値を改善することを目
的に入院した患者さんを対象に、インスリン注射の増減を指示することができます。
　良好な血糖値を保つことは重症化予防につながり、健康寿
命を延ばすことができます。また手術前の患者さんにとって
は、術後感染症を予防することができます。多くの糖尿病患
者さんに関わり、自分の持っている知識全てを提供し、患者
さんやご家族が糖尿病と向き合い、体の変化を理解し、自己
管理できるように10年後、20年後の生活を見据えて支援い
たします。
特定看護師「血糖コントロールに係る薬剤投与関連」　藤田 加奈

　３つの目的を達成するため、体制を変更しました。
１．「地域住民が安心して受診できる体制の整備」です。現在、救急車で羽咋病院に搬送されてく
る患者さんの割合は、羽咋市からは約５割、羽咋郡市で約３割、です。二次救急としての役割を
果たし、救急患者の対応（応需率）の向上につなげます。
２．職員の「医療勤務環境の改善」です。仕事もプライベートも充実できるよう、長時間拘束によ
る慢性疲労を回復させます。
３．「医療安全の向上」です。二交代夜勤勤務者は16:00に出勤するので、これまでの体制より拘
束時間が８時間短縮されます。勤務前にも身体を休ませる事ができること、また勤務中の仮眠時
間も確保することで身体的疲労と慢性的な緊張感を緩和させ、医療安全を向上させることができ
ると考えています。

　超高齢時代を目前にして、二次救急対応医療機関としての使命を果た
していきたいと考えています。

総看護師長　山中 由貴子　

　２月４日（火）高松病院北村立院長に「BPSD・せん妄時の興奮
に対する対応」について講演していただきました。誰もが認知症に
なる可能性があります。認知症があっても安心・安全に治療を受け
ることができ、早期に回復することを支援できるようスタッフの認
知症対応力を向上させていきたいと考えています。

認知症看護認定看護師　　四道 昭子　

特定看護師の紹介

認知症研修

救急外来の働き方は、令和2年4月1日から〝二交代制勤務〟に！
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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：管理棟２階講義室

第２または第４月曜日　15:00～
場所：管理棟２階講義室

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：管理棟２階講義室
整形外科医師、理学療法士、管理栄養士

： 5/13㈬、6/3㈬、7/1㈬

5/11㈪、6/8㈪、7/13㈪

5/27㈬、6/24㈬、7/22㈬

♥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　 とき保育園
　　　　　　 白百合幼稚園

月 火 水 木 金 土

午 前
池野 池野 池野 池野 池野
石田 岡田 石田 石田 石田

午 後
池野 池野 池野 池野
石田 石田 石田

令和２年度 小児科診療体制

　染井吉野と八重桜、もっとも大きな
違いには花びらの枚数があります。 
　染井吉野の花びらは５枚、八重桜の
花びらは枚数が決まっていません。 
　さてこの写真はどちらでしょうか？
　　撮影・文：理学療法士　大西 公亮

・食事がとても美味しかったです。
・節分の紙がついていてちょっと嬉しい気分になった。
・検査入院中に服薬指導もしていただき大変ありがたかったです。
　家族としても介護中の休暇となりよかったです。
・術後のリハビリの先生の温かい手、やさしい言葉でがんばろうと
　思い、リハビリが苦でなくなりました。

感謝の言葉
（退院時アンケートより一部抜粋）

　新型コロナウイルス感
染拡大防止のため現在、
中止しております。
　再開の目処が立ちまし
たら改めて広
報させていた
だきます。

答え：八重桜


