
医王病院ニュース 医王病院ニュース 
会話を大切にし、倫理を守り、 
    人々の健康に貢献していきます。 

国立病院機構 

創刊号 
発行者　医　王　病　院 
発行人　勝　見　哲　郎 
発行日　平成18年7月1日 
印刷所　株式会社中川印刷 

Iou hospital news http://www.hosp.go.jp/̃iou/

MRI検査センターオープン MRI検査センターオープン 

地域医療連携室だより 

地域医療連携室の紹介 
セカンドオピニオンのご案内 
栄養管理室だより 

在宅に向けた慢性期のＮＳＴへの取り組み 
看護部だより 

統合から1年を振り返って 
チーム医療/褥瘡対策委員会 
市民公開講座のご案内 

地域医療連携室だより 

地域医療連携室の紹介 
セカンドオピニオンのご案内 
栄養管理室だより 

在宅に向けた慢性期のＮＳＴへの取り組み 
看護部だより 

統合から1年を振り返って 
チーム医療/褥瘡対策委員会 
市民公開講座のご案内 

放射線科だより 放射線科だより 



Iou hospital news

Iou hospital news
2

ご 挨 拶  

　今回病院ニュース創刊にあたり一言ご挨拶を述べさせていただきます。私たち 

の医王病院は平成16年4月より、国立療養所医王病院から独立行政法人となり従 

来から指摘があった親方日の丸のぬるま湯体質から脱皮すべく職員をあげて努力 

しています。私は昨年4月に院長就任以来、職場内の連携、融和をはかりつつそ 

れぞれの職種のかたがたの質の向上をはかる意味で、チーム医療の実践と挨拶の 

励行を掲げ、栄養管理チームの立ち上げ、院内感染管理チームのてこ入れ、医療 

連携室の強化に職員の協力のもと取り組んでまいりました。まだまだ不十分では 

ありますがさらなる発展強化を図ると共に長期入院が多い私たちの病院の特性に 

鑑み患者様の精神的ケアを行うチームの活性化を図っていきたいと考えています。 

特に今年度は院外的には病院ニュースの発刊、市民公開講座の開催、小児肥満教 

室の開催と地域住民の皆様方や小児肥満でお悩みの方々に少しでも私たちが持っ 

ている医療知識を役立てて頂く事が出来るよう働きかけて行きたいと思っていま 

す。 

　また院内的には新しいMRIの導入に伴い脳の質的、機能的検査を取り入れる事 

により、より専門的な医療の実践を図ると共に急性期病院の後方支援の役目も担 

って行きたいと思っています。新病棟の建築許可もおりハードに見合ったソフト 

となれるよう、職員一同邁進するつもりですので、皆様方の忌憚のないご意見、 

ご指導よろしくお願いいたします。 

院長　勝見　哲郎 

医王病院市民公開講座 



　　　　　　 　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 専門職　　小島　博徳 

　地域医療連携室は、昨年より活動を開始し、室長（医師）をはじめとして、　看護師　ソ－シャ 

ルワ－カ－　医事担当者で構成され、５名が担当しております。地域医療連携室は、医師や看護師 

などの院内スタッフと地域の開業医の先生方や病院、在宅支援サ－ビス事業所等との連携を促す仕 

事を中心としていますが、大きく分けて、次の２種類に区分されます。 

　ひとつは、当院へ紹介された患者様や当院から他の病院へ紹介させていただいた患者様の情報の 

整理です。具体的には、「いつ・どこの病院のどの先生から紹介されたのか、紹介された目的が何 

か、紹介元の先生に診察結果を連絡したか」の流れを情報として整理し、医王病院への地域医療か 

らの期待と役割を明確にし、病院運営に反映させることです。当院が重度心身障害児（者）の成育 

医療を提供する病院であることから、児童相談所や保健所、学校や保育園の先生、保健師などとの 

カンファレンスが盛んに行われ、時には、医師を含めた医療スタッフを病院や保育園等へ派遣して 

います。 

　ふたつめは、退院後の患者様への対応です。病状が安定し、退院許可がでると、医師・看護師・ 

理学療法士・ソ－シャルワ－カ－等のチームに患者様やご家族様を交え、退院後のケア等について 

検討していきます。自宅に戻られる患者様には、「退院後の医療機関はどこにするのか、在宅ケア 

をしていくときに、訪問看護やリハビリといった専門的なケアは必要ないか、他の在宅支援サ－ビ 

スの利用について、等々」を話し合います。そして院外のサ－ビス提供事業所とのカンファレンス 

を行い、連携を充実させています。 

　また、他の療養機関（介護保険身障関連施設等）を考えられる患者様には、ご本人、ご家族の意 

志を大切にし、紹介先の施設担当者との連携を図り、その方にとってふさわしい療育施設を一緒に 

考え選定していきます。 

　私達は、患者様やご家族との対話を大切にし、患者様の療育環境等を支援していきたいと思いま 

す。しかし、課題も多く、不十分でご迷惑をおかけすることも多いかと思います。地域連携室は３ 

名で運営していますが、院内外を走り回っており、実態があるようでなく、無いようであるといっ 

た体制で運営されていますが、障害のある方の病院として、患者様の将来を見据えたお手伝いを患 

者様とご家族様とご一緒に、努力させていただきますので、今後ともよろしくお願いします。 

地域医療連携室の紹介 
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　当院では、患者さまに最善の治療を受けてもらうことを目指しております。治療に当たっては、主治医から病気 
についての説明を十分に聞いてください。 
　治療方針や治療内容について、考え方の違いがあることもあります。納得のいく治療を受けるには、主治医をは 
じめ、他の医師や他の病院の意見（セカンドオピニオン）を聴くことも大切です。 

セカンドオピニオンを上手にとる7か条 

　1.疑問点は、先に主治医に聞いてから 
　　あなたの病状を最もよく理解しているのは主治医です。セカンドオピニオン医を訪ねる前に、主治医の説明や 
　　意見をきちんと聞いてください。　 

　2.紹介状と診療情報をもらいましょう 
　　主治医に紹介状を書いてもらい、病理検査、レントゲン、内視鏡検査などの診療情報をもらいましょう。それ 
　　がないと、もう一度すべての検査をやり直さなければならないこともあり、コストと時間の無駄になります。 

　3.受け入れ先に確認しましょう 
　　受診前に病院に電話をして、受け入れ体制、予約の有無、持参する資料、費用などを確認しましょう。ホーム 
　　ページで調べただけでは、曜日や時間帯などが変わっている場合もあります。 

　4.病気の経過と聞きたいことをまとめておきましょう 
　　セカンドオピニオンの普及をさまたげる理由のひとつに、受け入れ側の医師の時間的負担が大きいことがあげ 
　　られます。せっかくセカンドオピニオンをとりに行っても、「とりとめのない話で終わってしまった」という 
　　のでは、あなた自身にとっても損。診察時間を有効に使うために、これまでの経過や質問事項、それに対する 
　　主治医の意見をまとめておくといいかもしれません。 

　5.情報を集めましょう 
　　あなた自身が自分の病気をどこまで理解しているかで、医師に質問できる内容が全然違ってきます。また、誰 
　　にセカンドオピニオンを依頼するかという問題も、情報収集が必要です。ホームページなどの情報サイトなど 
　　を参考にして、検査から診断までの時間で情報を集めましょう。患者本人が情報収集できないときは、家族や 
　　友人に頼んでください。 

　6.手順をよく考えて 
　　セカンドオピニオンをとるためには、ただでさえ手間と時間がかかります。手順を間違えたために二度手間・ 
　　無駄足になるのは避けたいところです。セカンドオピニオンをとるまでの流れについては、地域医療連携室に 
　　ご相談ください。 

　7.主治医への報告を忘れずに 
　　セカンドオピニオンをとっても、主治医との縁が切れるわけではありません。誠実な主治医ほど、あなたの 
　　“その後”を気にかけています。主治医への報告をきちんとしていれば、手術はセカンドオピニオン医の元で 
　　受け、その後の放射線治療は主治医の元で受けるといった連携も可能になります。 

●当院においてセカンドオピニオンを希望される方は、医療相談室（地域医療連携室）までお気軽にご相談下さい。 
●相談を受けることができるのは、患者さまご本人またはご家族の方ですが、ご家族の場合には前もって患者さま 
　の同意が必要です。 

　　セカンドオピニオンの勘違い 
　　　次のようなケースはセカンドオピニオンとはいえません。このような相談でセカンドオピニオンを申し込ん 
　　　でも、受け入れてもらえない可能性があります。 
　　・主治医には質問しにくいので、別の医者に聞きたい　　　・主治医の良し悪しを評価してもらいたい 
　　・5年前に受けた手術が、適切だったかどうかを知りたい　・夫の死因は、手術ミスかどうか知りたい 
 

注意 
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　診療放射線技師長　　林　隆彦 
  2006年5月１５日より最新鋭MRI装置による診療を開始しました。装置はオランダフィリップス社製の最高級機 
種Intera Achieva NOVA 1.5テスラです。  

　装置の特長 
　このAchieva NOVAは従来の装置と比べ、短時間で高精 
細・高画質な画像を得ることができる診断能の高い装置です。 
高性能CPUを搭載していますので、撮像時間や画像処理時 
間が短く、30分程度で検査と画像のプリントアウトを終了 
できる高性能MRI装置です。  
　頭部検査では従来のT1強調像、T2強調像、プロトン密度 
像、FLAIR像のほかに、白質強調像や灰白質強調像などいろ 
いろな画像を撮像することが出来ます。頭部や脊椎、関節な 
ど整形領域だけでなく、腹部や胸部などの動きを伴なう領域 
にも対応した全身用MRI装置です。 
　装置本体の開口部は広く圧迫感を抑えた患者様に優しい設 
計となっていますので、安心して検査をお受けいただけると 
思います。 
　MRIの最先端技術であり研究要素は強いのですが、MRスペクトロスコピー、ファンクションナルMRIや脳神経 
の走行を描出するファイバートラッキング法など頭部の特殊検査も行えます。また当院のMRI装置は共同利用を視 
野に入れて整備しましたので、頭部以下、頚部、血管（MRA）、乳房、肝臓、胆管（MRCP）、整形領域や婦人 
科領域などすべての部位の撮像が出来ます。（心臓特殊検査を除く） 

　　　　　　　　　　　　　　ﾌｧｲﾊﾞﾄﾗｯｷﾝｸﾞ法による錐体路神経束の描出 
　　　　　　　　　　　　　　　　脳腫瘍、外傷、痴呆症、変性疾患などの解明に 
　　　　　　　　　　　　　　　有用な情報が得られ、より高い治療計画と機能予 
　　　　　　　　　　　　　　　後の予測が可能になると思われる。  

 　　　　　　　　　　　　　MRS(ｽﾍﾟｸﾄﾛｽｺﾋﾟｰ）検査  
　　　　　　　　　　　　　　　　神経細胞に特異的に蓄積されている物質（NAA） 
　　　　　　　　　　　　　　　測定することにより、神経細胞の脱落の程度を検 
　　　　　　　　　　　　　　　出することができる。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　MRI検査室  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　検査センターへの入室時は砂鉄や砂埃の進入を防ぐために、 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　専用スリッパへ履き替えをお願いします。MRスペクトロス 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コピーやディフュージョン検査は磁場の均一性を必要とする 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ため、磁場の均一を乱す砂鉄は大敵です。 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　従来、MRI検査室といえば暗く狭いイメージが強いのです 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　が、広い検査前室に、広い更衣室、開放感あふれる検査室と 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　患者様にはよりよい環境で検査を受けていただけると思いま 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　す。従来の更衣室は、更衣時に、“手を伸ばすと腕が壁に当 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　たる”、“車椅子で入ると身動きがとれない”など特に車椅 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　子の患者様にとっては使いづらい狭い空間でしたが、当院更 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　衣室は介助者とお二人で入室されても楽に着替えができるよ 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　うな広いスペースを設けました。 

　共同利用 
　当院では高額医療機器（MRI：1.5テスラ、CT：シングルヘリカル）装置の共同利用を行っています。地域の病 
院や診療所の先生方からの電話予約により検査をお受けします。画像データは検査後にフイルム又はCDデータと 
してお渡しします。読影診断結果は放射線科診断医による読影診断を行い、出来る限り速やかにお渡ししたいと考 
えております。 
　予約方法は下記のとおりです。かかりつけ病院の診療科（当院受診中の患者様は当院診療科、他院受診中の患者 
様は他院診療科）からのお電話にて検査予約をお受けします。患者様から直接の予約はお受けいたしておりません。 
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　　　　　　 　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　栄養管理室長　　前川　豊 
　医王病院は神経難病（筋ジストロフィ－、筋萎縮性側索硬化症等） 

などの長期慢性型の病院である。栄養管理の重要性は周知の事実であ 

り疾病治療の一躍を担っている。昨今チ－ム医療形式としてNＳＴ（栄 

養サポ－トチ－ム）が各施設で認識され稼働されつつある。  

　当院においても１７年７月よりＮＳＴ設立に向かって準備にはいり、 

運営のための教育、研修を外部から講師を招いて医師、看護師、薬剤 

師、栄養士、その他コメデｲカルにたいして勉強会を行ない病院長直 

属のチ－ムとして「多職種協働」の理念のもと全科型としてスタ－ト 

させ栄養スクリ－ニング実施後、栄養ケアが必要な高リスク患者のな 

かより、リスクの度合いに応じてラウンド介入者を抽出して週１回のＮＳＴラウンドを開始した。 

　栄養評価エビデンスとして　①身体的状況（ＢＭＩ、骨格筋、体重変化）②食事摂取量（摂食、嚥下状態、 

食事形態）③検査値（ＴＰ、Ａｌｂ，ＴＣ、ＷＢＣ）④褥瘡の有無　などの項目をあげてＮＳＴ介入患者の 

指標とした。 

　毎ラウンド終了後、病棟内にてカンファレンスをおこない、栄養ケアについての方針および実施策を決定 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　している。当院の疾病構造からベッド臥床の低栄養状態の長期入 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　院患者が多く、褥瘡の発生も見られるため継続的なラウンドが必 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要となっている。スタ－トして間もないなか、暗中模索を繰り返 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しつつスタッフが協力し栄養マネジメントに取り組んでいる。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　今後の課題として、神経難病における栄養指標エビデンスの確 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　立、およびNＳＴの目的である経口摂取への移行、在院日数の短 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　縮などをクリアする事が求められている。ＮＳＴを介し栄養ケア 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サポ－トの維持に努め、ＱＯＬの向上に寄与していきたいと思っ 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ている。 
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医王病院放射線科又は医事課（076-258-1180内線1600、2602）に直接電話で予約をしてください。 
予約受付時間は平日（月曜～金曜）9時～17時00分です。（診察を希望される場合は診察日が限られます 
ので予約をされるとき職員にお尋ねください。） 
 
 
当院よりお配りした医療情報提供書（MRI,CT検査依頼書）は3枚複写になっています。（医療情報提供書は 
医王病院ホームページより入手出来ます。）検査の日付、患者情報、臨床情報及び検査目的をご記入の上F 
AX送信をお願いいたします。FAX番号は076-295-7509です。1枚目と3枚目を患者様にお渡しいただ 
き来院時に窓口へ提出いただきますようお伝えください。3枚目は予約表ならびに検査についての注意事項 
です。2枚目は貴施設の控えです。また保険証をご持参いただくようお伝えください。 
 

検査終了後画像データ（フィルム）を患者様にお渡しします。読影診断結果は（翌日が休みの場合は次の平 
日の診療日）にお渡ししたいと考えております。 

注意事項 
　MRI検査は非常に強い磁石と電波を使って検査を行います。体内に金属のある患者様や 閉所恐怖症の患者 
様は検査が出来ない場合がありまので、MRI検査チェックリストの記載をお願いします。 
　CT検査は妊娠ならびに妊娠の可能性がある場合は検査が出来ませんので、ご確認ください。 
　検査ならび予約方法についてご質問があれば、医王病院放射線科又は医事課（076-258-1180内線1600, 
2602）までご連絡ください。 
 

検査予約 

 



　　　　　　 　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第３病棟看護師長　　井駒　美智子 

　昨年、7月に金沢若松病院と医王病院が統合され新しく神経難病病棟（第３病棟）が開設されま 

した。1年を振り返って見ますと無我夢中の一年でした。6月15日の患者移送は、梅雨時期である 

ため天候が心配されましたが、雲ひとつない晴天に恵まれ新緑の木々に見守られて人工呼吸器15 

台を含む40名近い患者様を医療装備車で移送したことが昨日のことの様に思い出されます。当初 

は、75メートル廊下、ナースコール・モニター連動式PHS、ネットサット、寝たままトイレ、天 

井走行リフトなど初めて使用する医療機器設備に戸惑いの連続でした。 

　第３病棟は、主に筋萎縮性側索硬化症、脊髄小脳変性症、パーキンソン病等などの神経難病の専 

門的医療を行なっています。金沢大学病院や金沢医療センターなどの近隣施設からの紹介入院や在 

宅医療推進支援としてレスパイト入院なども受け入れています。　　　　 

　また、今年の3月から患者様一人一人に責任と継続性のある看護サービスを提供するために固定 

チームナーシングを導入しました。明るく優しい看護スタッフが、毎月各チーム目標を掲げて長期 

臥床患者様や人工呼吸器装着患者様に、車椅子散歩や外出･外泊支援などを通じてQOLの維持向上 

に努めています。  

　今後、医王病院の神経難病医療が北陸の拠点病院として地域に安心と信頼が得られますように、 

私達看護師も専門知識と技術を高め、患者様中心の看護により一層努力していきたいとスタッフ一 

同決意を新たにしています。 
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看護部だより 看護部だより 看護部だより 

統合から１年を振り返って 

看護部だより 看護部だより 
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　　　　　　 　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 副看護部長　　藤岡　敦子 

　当院は、昨年金沢若松病院と統合し、統合後は医療の質向上をめざして様々な取り組みを行って 

います。その中でも特にチーム医療の推進に力を注ぎ、栄養や褥瘡、感染、リスク、メンタルケア、 

在宅支援などの分野で効果を上げています。今回はその第１報として褥瘡対策委員会を中心とした 

活動と成果について掲載したいと思います。 

　院内の褥瘡対策に対する実行部隊が結成されたのは、平成１６年４月 

からで皮膚科医師、薬剤師栄養士、理学療法士、看護師（褥瘡委員とし 

て各病棟より１名づつ選出しています。）等がメンバーとなって活躍し 

ています。 

　活動内容としては、各病棟の褥瘡発生状況の把握・報告、マニュアル 

の作成・見直し、症例検討会などを行っています。昨年度は徐圧マット 

の基準作成と症例検討を５例行いました。また院内のマット保有状況を 

確認し毎月使用・保有状況を把握して提示したりもしています。人工呼 

吸器を装着された患者様や酸素吸入を実施されている患者様は鼻根部に 

褥瘡が出来やすく、褥瘡予防に関して、スキンケアを統一し、継続的に 

実施したことでその数は活気的に減少しました。（図） 

　今後も重症者や要介護者が多い当院で褥瘡発生ゼロを目指して、症例 

検討を重ねながら、チーム全体で褥瘡対策に力を注いでいきたいと思い 

ます。 

看護部だより 看護部だより 看護部だより 

4月 

仙骨部 

褥瘡発生状況（16年4月～18年4月） 
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〈第1回〉 

日時/平成18年7月23日（日）10：00～11：30
場所/医王病院3F（第3会議室） 

 

高血圧を 
予防するには 
神経内科　副院長 

駒井清暢 

予防するための 
食事療法 
管理栄養士　栄養管理室長 

前川　豊 
参加費

無料 

ご自由
にお越

し下さ
い 

生活習慣病を予防するために！ 

予告 

第2回睡眠呼吸障害の診断 
日時/平成18年11月19日（日）10：00～11：30 

寝ているとき、息が止まっている。イビキがすごい。 
　　　　　よく眠れない？昼間ねむくてならない。など 
　　　　　　　　　　　　　　　    小児科副院長　本家　一也 
検査入院時クリティカルパスの紹介 
　　　　　　　　　　　　　　    看護部看護師長　高澤　明美　　 

第3回よりよい医療を 
　　　　　　受けるには 
日時/平成19年2月18日（日）10：00～11：30 

かかりつけ医を持つ 
　　　かかりつけ薬局を持つ 
　　　　　　　　　　　　　　　    神経内科医長　山口　和由 
地域医療連携ってどんなこと 
　　　　　　　　　　　　  　ソーシャルワーカー　永井　富美 

医王病院市民公開講座 医王病院市民公開講座 

※日時については変更する場合がございます。 

療養介助員 
募         集 
 

●募集人数：2名 
●応募資格：ヘルパー2級以上を 
   有する方 
　＊詳細は管理課におたずねください。 
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外来診察のご案内 

【診察時間】 

【休 診 日】土曜・日曜、祝日　※但し、緊急の患者さまはいつでも受け付けております。 

午前 診察受付/午前8：30～11：30 
診察時間/午前9：00～12：00 
 

午後 診察受付/午後13：00～17：00 
診察時間/午後13：00～17：00

Iou hospital news

医王病院 

医王病院 独立行政法人 
国立病院機構 
金沢市岩出町ニ73番地 
TEL.076-258-1180 FAX.076-258-6719 
http://www.hosp.go.jp/̃iou/

●交通アクセス 
・JR金沢駅よりJRバスで30分 
　医王病院前下車（古屋谷行、福光行、 
　田ノ島行、加賀二俣行、中尾行、加賀 
　朝日行） 
・JR森本駅より徒歩15分 
・北陸自動車道　森本ICより車で5分、 
　または金沢東ICより車で15分 

●内科外来担当 
金 木 水 火 月 診療科 

柴田 田上 山口 田上 金大派遣 一 般 内 科  

柴田 駒井 山口 駒井 金大派遣 神 経 内 科  午前 

田上 田上 田上 田上 田上 呼吸器内科 

●小児科外来担当 
金 木 水 火 月 診療科 

西川 本家 梶原 本家 梶原 一 　 　 般  

一般接種 一般接種 予 防 接 種  午前 

梶原 梶原 梶原 心　身　症 

山田 大野 中村 西川 大野 一 　 　 般  

一般接種 一般接種、BCG

大野 

予 防 接 種  

アレルギー 大野 

本家 腎臓・肥満 

本家 筋　疾　患 

西川 

午後 

発 達 障 害  

西川 内　分　泌 

梶原 

梶原 

梶原 梶原 梶原 

梶原 

梶原 心　身　症 

神　　　経 

●皮膚科 
金 木 水 火 月 診療科 

石崎 石崎 石崎 石崎 石崎 皮　膚　科 

MRI検査センターオープン 

地域医療連携室だより 

地域医療連携室の紹介 
セカンドオピニオンのご案内 
栄養管理室だより 

在宅に向けた慢性期のＮＳＴへの取り組み 
看護部だより 

統合から1年を振り返って 
チーム医療/褥瘡対策委員会 
市民公開講座のご案内 

午前 

●整形外科・リハビリテーション科 
金 木 水 火 月 診療科 

山口 整形外科・リハビリテーション科 午前 

放射線科だより 


