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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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人にやさしく　信頼される病院病院理念



2021年４月28日
第 75号2

　羽咋病院院長代行の五十嵐です。
　今年も春がきました。桜は例年と変わらぬ美しい花を咲かせていますが、
残念ながらコロナが収束しておらず、重苦しい日々が続いています。
　羽咋病院も、この一年、感染対策チームＩＣＴの西野先生、北副看護師長を陣頭に、石川県と連
携し、コロナ対応に明け暮れてきました。県との取り決めで、具体的な詳細は明らかにできません
が、ご支援ご協力の数々、本当にありがとうございました。
　今年の明るい展望は、有効なワクチン（初回接種から２週間後に80％、２回目接種から２週間
後に90％の予防効果があったそうです）の、日本全国で予防接種が始まることです。副反応が心
配されていますが、ファイザー製ワクチンを、３週間の間を置いて２回、先行接種した約２万人の
医療関係者のデーターによると、注射箇所の筋肉痛を９０％の方に認めていますが、ほとんど軽度
で、２、３日で収まるようです。37.5℃以上の発熱は、１回目ではまれ、２回目では３割強に認
めますが、１、２日で下がるようです。頭痛は、１回目で１割ほどですが、２回目では４割ほど認
め、全身倦怠感は、１回目では２割弱、２回目では６割強に認めます。いずれも、２、３日で収ま
るようで、心配されている、強い副反応は非常にまれでした。
　国、石川県の調整が決まり、羽咋郡市においては、４月中旬に３公立病院（羽咋病院、富来病院、
宝達志水病院）職員から始め、医療関係者、６５歳以上の高齢者、基礎疾患を有する方々と順に接
種対象を広げることとなっています。郡市の行政、医師会と連携して予防接種を行います。感染予
防を続けながら、今しばらくお待ちください。
　コロナが収束する事を、心より願っています。

院長代行　　五十嵐　厚　

　新年度　ご挨拶
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血液型・星座：Ｏ型　おとめ座
趣 味：サッカー

血液型・星座：Ａ型　さそり座
趣 味：スポーツ鑑賞
　金大病院で 3年間後期研修を行い、
この度、羽咋病院に赴任となりました。
　まだまだ未熟者であり、不慣れな点

も多いため、一日でも早く皆さんのお役に立てるよう一所
懸命に努力していきたいと思います。人の眼と心に明るい
光を灯すことのできる医師になるため、今後も日々精進を
続けて参りたいと思います。

　地域のこども、家族の健
康のために尽力します。

よろしく

お願いします 新任職員紹介
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血液型・星座：Ｂ型　いて座
趣 味：散歩

血液型・星座：Ａ型　みずがめ座
趣 味：釣り、ドライブ

血液型・星座：Ａ型　おうし座
趣 味：読書、音楽を聴くこと

血液型・星座：A型　おとめ座
趣 味：子供と散歩、和太鼓

血液型：Ｏ型
趣 味：食べ歩き

血液型・星座：O型　ふたご座
趣 味：映画鑑賞、読書

血液型・星座：A型　おとめ座
趣 味：映画鑑賞

　小松市民病院より内科に赴
任しました大和雅敏です。専
門は消化器内科で、内視鏡治

療や肝疾患の治療などを行っています。
　地域の皆さん、羽咋病院の皆さんのお力にな
れますように努力いたします。よろしくお願い
いたします。

　金沢大学附属病院より着任
しました加治貴彰と申します。
私は、地域医療に携わりたい

と考え医師になりました。羽咋市の地域医療を
担う羽咋病院で働けることを楽しみにしており
ます。
　精一杯頑張りますのでどうぞよろしくお願い
いたします。

　周りの方々へ感謝し、穏や
かな笑顔を忘れずに、日々学
んでいきたいと思います。よ
ろしくお願いいたします。

　患者さんやスタッフの皆さ
んに信頼される管理栄養士に
なれるよう頑張ります。

　はじめまして。消化器を専
門にしています。少しでも地
域の力になれるように努力い
たします。
　よろしくお願いいたしま
す。

　管理栄養士として患者さん
に信頼され、身近な存在とな
れるように日々努力していき
たいと思います。よろしくお
願いします。

　4月からお世話になります。
浅田です。不慣れで皆さんに
ご迷惑をおかけすることが多

いと思いますが、早く新しい環境に慣れるよう、
日々頑張りたいと思います。よろしくお願いし
ます。

　右も左も分からないような
半人前ではありますが、患者
さんの笑顔のため、日々努力
していきたいと思います。

血液型・星座：A型　しし座
趣 味：映画鑑賞、カラオケ
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　当会は ｢地域の事業所と医療・介護等に関連する情報を共有し、在宅療養支援のあり方を考え、在
宅医療と介護サービス等の提供体制構築を推進すること｣ を目的として年４回開催しています。
　今回は ｢コロナ禍における看取り事例｣ をテーマに、地域の事業所の方々に参加いただきました。
事例では ｢コロナ禍のため、入院後は外出や外泊、家族との面会ができなくなることから在宅看取り
を希望される方が増えている｣ との報告がありました。
　コロナ禍であっても本人や家族の気持ちを最大限尊重し、地域の皆さんと協力し一緒に支え合って
いく環境を整えていきたいと思います。

3月9日に事業所・病院連絡会が開催されました。

医療サービス推進室　社会福祉士　西井　寿文

密を避けて開催しました リモートで18カ所の事業所と意見交換しました

看護師　宮
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診療情報管理士　佐
さ こ

古　隼
じゅんや

弥

総務課課長補佐　保
ほ し ば

志場 元
もとしげ

重

血液型・星座：O型　みずがめ座
趣 味：筋トレ、空手、玩具収集

血液型・星座：O型　うお座
趣 味：料理

血液型：A型　おひつじ座
趣 味：音楽鑑賞

血液型・星座：O型　おとめ座
趣 味：ペット（チワワ）と遊ぶ

こと、将棋

　初心と謙虚さを忘れず、患
者さん、スタッフの方へ常に
思いやりを持った看護師とし

て、励んでいきたいと思います。よろしくお願
いいたします。

　4月より事務職員として入
職しました。私には障害があ
りますが、障害に負けずより
よい病院づくりに貢献できる
よう頑張ります。

　早く仕事を覚え、皆さんのお
役に立てるよう日々、精進して
参ります。よろしくお願いいた
します。

　羽咋市より異動となりました
保志場です。新しい環境で不安

もありますが、初心を忘れず、これまでの経験を
活かせるように頑張りたいと思います。



開催日時
2021 年 2 月 13 日（土）13 時 30 分 ～ 15 時
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　私の故郷は千葉県鋸南とい
う所で、チーバくんのお腹の
あたり、2019年の台風被害
があった所と言ったら大体想
像つくでしょうか？！
　地名の由来でもある鋸山は幼稚園の遠足の定番でした。子
どもの頃は石仏が並ぶ山道を登ることに、楽しい遠足という
記憶はありませんでしたが、今なら違った想いで登れるよう
な気がします。コロナ渦が落ち着いたら是非千葉県へ。

外来主任看護師／緩和ケア認定看護師　　
岡部　明代　

　今年は、東日本大震災から10年目の年です。当院からも医療班を派遣したことを昨日のことのよう
に覚えています。この震災を機に、当院は災害拠点病院の認定を受け、認定要件の１つである「災害派
遣医療チーム（DMAT）」を結成することとなりました。
　発災時にはまずどのように動いたら良いのか、また地域の基幹病院
として、災害拠点病院として、どのように病院機能を維持していくか、
等について学ぶことを目的としています。
　今年度は、COVID-19感染拡大の状況から机上訓練としました。
また、いわゆる３密を防ぐため、参加人数の制限と場所の分散を行な
いました。今回、想定した災害は、震源を邑知潟断層、災害規模を震
度６強の地震というものです。
　各部署で初動活動を行なった後、指定場所で机上訓練を実施しまし
た。訓練は、休日体制での発災直後のスタッフの安否確認と情報収集、
院内災害対策本部の立ち上げ等の初動の役割について学びました。ま
た、発災後の各部署・職種の役割の確認や多数傷病者を受け入れに対
して、各自の動きの確認を行ないました。机上という難しい環境の中、
想定した被災状況に対し、適確に対応することができました。今後も
しっかりと訓練を行ない、拠点病院としての責務を果たせるよう、日々
精進してまいりたいと考えております。
　　　　　　　　　　　　　　災害対策委員会・DMAT　木下 　諒

令和2年度 公立羽咋病院
災害訓練（兼BCP訓練）を実施しました！

ふるさと自
慢ふるさと自
慢

ふるさと自
慢

表彰者

国民健康保険事業功労者表彰
石川県知事表彰

リハビリテーション科 デイケア室
　室長　北谷　正浩
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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
♥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　 千里浜保育所、羽咋幼稚園

　春の代表的な花といえば桜ではないでしょ
うか。桜をみて春の訪れを感じる方はたくさ
んいると思います。羽咋病院裏の桜が見頃を
迎えていました。毎年羽咋川沿いの桜を楽し
みにしています。　
　　　　　　　　　　撮影・文：主任理学療法士　

大西 公亮　

月 火 水 木 金 土

午 前 清水／石田 清水 清水／岡田 清水／石田 清水／石田 清水／石田

午 後 清水／石田 清水 清水 清水／石田 清水（※）／石田 ―

令和３年度 小児科診療体制

・皆さん親切で三食の食事がとても美味しかったです。
・看護師さん大変なお仕事なのにきびきびと親切に接して下さり、
心が温かくなり、すべておまかせという気持ちになりました。

・リハビリの先生にも術後の痛みや張りに対してのアドバイス等を
いただき感謝申し上げます。

※第 1・3・5金曜のみ
BCGワクチンの予約日は火曜日午前・午後、水曜日午後のみとなります。

感謝の言葉


