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新年のご挨拶

　新年明けましておめでとうございます。

　新年に当たり一言ご挨拶申し上げます。昨年京都大学の山中伸弥

教授がノーベル医学生理学賞を受賞されたことは全国民の喜びでし

た。当院は神経難病・筋疾患部門、重症心身障害医療部門、子ども

の心の診療部門を中心に地域医療に取り組んでいますが、山中教授

らにより開発されたこの人工多能性幹（iPS）細胞は再生医療や難

病の解明や治療への応用が期待されており，難病医療に携わる私たちも益々夢や希望を持って

難病医療の研究や診療に取り組みたいと思います。

　今年度の当院の話題としては、春には第一病棟、外来棟、サービス棟の設計段階に入り、い

よいよ建て替え作業が開始します。地域医療に十分貢献できる新病棟にしたいと思います。さ

らに、平成25年11月８日（金）、９日（土）の２日間にわたり第67回国立病院総合医学会を金沢

医療センターと当院で開催させていただきます。全国から約6,500名を金沢にお迎えする大き

な学会ですので、職員が力を合わせ日本の医療に貢献できる学会にしたいと思います。関係者

の皆様のご参加を心からお待ちしています。

　今回の学会のテーマは、国立病院機構が平成26年度に新法人になる予定ですので､「Vita 

Nuova（新生）！国立医療　～新たなる船出に向けて～」となりました。また古代ローマの思

想家セネカの言葉に「Ignoranti quem portum petat, nullus ventus est. 」というものが

あります。この意味は、「どの港を目指すかわからなければ順風は吹かない」ということだそ

うです。常にいろいろな方向から風は吹いていますが、目標設定が明確になっていないと順風

と逆風の区別がつきません。年末に政権交代があり、風ばかりを頼りにはできませんが、新し

い国立医療そして医王病院への船出にあたり常にどの港たどりつくか、明確な目標を持たなく

てはいけないと思います。　

　最後になりましたが、本年も皆様方にとって良い年であることをお祈りします。そして当院

へのご指導を賜るよう心からお願い申し上げます。

医王病院院長　関　　秀俊
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中病棟の火災避難訓練と災害時の備え

　例年行われる火災避難訓練を、今年は10月31日に実施しま
した。
　今回計画した８病棟は、中病棟の中にあります。殆どの患者
様が自力では避難できない患者様で、状態によっては人工呼吸
器を装着された患者さまも多数みえますので、新採用職員をメ
インに夜間想定の基で、実際に人工呼吸器も使用して避難訓練

を行いました。
　出火病棟では、発見者による管理当直者への火災の連絡、８病棟職員及び他病棟応援職
員による消火器・２号消火栓による初期消火、その後は応援職員等により防火扉の外へ模
擬患者役職員を安全な状態で避難させました。当院の場合の火災時の対応は、一般の事業
所等とは違い、よくテレビ・新聞等で報道されるような階段を使った避難、或いは避難用
具を使用した方法では対応できません。当院のような病院では、患者さまの避難の第一は
安全に車イス・ストレッチャー等を使用して速やかに、防火区画（防火扉）外に移動させ
ることが第一になります。
　また、一方で管理当直者による消防署への通報訓練、病院内勤務者に対する連絡、指示
等の訓練が同時に行われました。よく言われるように「概ねスムーズに予定通り行われ」
終了いたしました。「備えあれば憂いなし」と言われるように、実際に火災が起きた際に
はなかなか大きな声が出せなかったり、あせるあまり動けないことが多いので、常日頃か
らの訓練が重要になります。

　当院の消火設備について、身近なものを簡単に紹介します。
・ABC粉末消火器 　ごく一般的に普及している万能タイプの粉末消火器。院内のいろん

なところに設置されていますので、まずはこの消火器で初期消火を！
・スプﾘンｸﾗー設備　熱感知器に連動し、スプﾘンｸﾗーヘッドより水を散水し消火する。
・２号屋内消火栓　　比較的新しいタイプの消火栓で、ホース口径を25㎜と細くし老人

や女性でも一人で操作を可能にした消火栓です。初期消火用でホー
スが収納されている状態からの放水も可能です。中病棟に設置され
ています。

・１号屋内消火栓　　従来から設置されている消火栓です。構造上、操作のために通常２
名以上を必要とし、その上消火栓箱内のホースを全部取り出さない
と放水ができない構造となっています。中病棟以外の建物に設置さ
れています。取扱操作は、二人以上で行いましょう。

　当院は、人工呼吸器を装着された患者さまが多数入院
されています。特に中病棟の患者さまの約半数近くの方
は人工呼吸器を装着された患者さまです。そのため当院
では、非常用の非常用高圧発電機（6,600Ｖ、300ＫＶ
Ａ）１台で病院全体をカバーし、さらにもし非常用高圧
発電機が作動しなかった場合を想定して中病棟専用に非
常用低圧発電機（200Ｖ、315ＫＶＡ）を１台今年６月
に設置いたしました。また、さらに各病棟（中病棟以外
も含め）に小型の発電機（900ｗ～2.4ＫＷ）・電工ドﾗムを設置し、非常用発電機によ
る電源供給がされなかった場合にも病棟勤務職員による電源供給が出来るように常日頃か
ら、取扱訓練を実施して万が一に備えるようにしています。
　また、この小形発電機の取扱についても避難訓練終了後消火器の取扱訓練と一緒に実施
し職員への周知を図っています。
　最後に、皆さんが常日頃から災害に関心を持ち、さらに避難訓練・設備機器の操作訓練
等に積極的に参加し防災意識・知識を高め、万が一の際にも充分に対応出来るように災害
等への備えに心がけましょう。

管理課長　西　　孝 悦　
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ノリスセンター（Forbes Norris MDA/ALS Research and Treatment Center）を研修見学して
副院長　駒井　清暢

　2012年11月19日朝、我々一行９人はサンフﾗンシスコ市内の高台にある指定されたビルの
前に降り立ち、２日間の研修見学をスタートしました。ここは全米でも有数のALS（筋萎縮性側
索硬化症）専門センターのｸﾘニッｸ（外来）が行われている場所です。F.ノﾘス先生は1993
年に65歳で亡くなられていますが、彼のALSケアと治療に対する熱意と遺志はこのｸﾘニッｸ
に脈々と引き継がれています。ノﾘスセンターは良質な多職種ケアチームが機能していると同時
に、患者さんを対象とした臨床研究と治験を活発に行っていることもあり、制度の違いはあるも
のの当院の目指す方向性の参考になると考え、研修を企
画しました。
　今回の研修詳細は研修参加者レポートに譲りますが、
研修を受け入れてくれたノﾘスセンタースタッフ一同、
特にNC運営責任者の一人であるD.ノﾘスさんに心から感
謝いたします。私を含めて研修に参加した職員は皆大き
な刺激を受け、これからの医王病院に活かしたいと誓っ
ています。

サンフランシスコ訪問記

神経内科　野崎　一朗
　招待して下さった、病院代表であるNorris夫人の御厚意
で、２日間という短い時間ではありましたが、治験の見学
や、在宅患者さんの訪問など大変有意義なものとなりまし
た。研究看護師、神経心理士、ﾘハビﾘスタッフ、栄養士
など多職種の役割を各々からプレゼンテーションしていただ
き、日本における患者さんへの関わり方と大きく異なること
に驚きました。日本では医師が必要に応じて必要な領域のス
タッフに順次介入をお願いしていきますが、ここではALSと診

断がついた２回目の来院からこれらのスタッフがチームとして接し始めるというのです。日本と
は保険を含め医療制度の全く異なる国ですので、取り入れることが不可能な部分もありますが、
可能な限り今後の診療に活かしていければと思いました。

理学療法士長　桐崎　弘樹
　今回のサンフﾗンシスコ研修では様々なことを学び、視てきました。
特に興味と期待していたのはやはり自分の分野である理学療法の点で、
対応してくれたPTミシェルはとても親切でALS患者さんへのアプローチ
の方法や動かし方などを伝えてくれ、あなた方はどのようにアプローチ
しているのかとの質問に通訳の人を介して答えると、ほとんど同じよう
な考え方で取り組んでいることが分かり、安心とともに考え方に大差は
ないと喜ばしく思えました。その他まだ色いろんなことを視てきました
が機会があれば紹介したいと思います。

外来　古本　桂子
　今回の研修を受け入れてくださったALS研究・治療センターのDee Norrisさんから素敵な写
真を紹介されました。

　「私はどこに向かっているの」という意味なの・・・と説明
して頂いたのですが、空と水面が同じ色にみえて自分が一体ど
こにいるのか分からなくなるときがある。そんな時鳥がソット
降りたつのを見て自分のいる場所が分かる。そんな一瞬を捉え
た写真だそうです。毎日をただ過ごすのではなく絶えず努力し
求め続けることで、自分が求めることがはっきり見える瞬間が
あったり、道が開けてくるということだと理解しました。周囲
の方たちにささえられながらより良い看護が提供していけるよ
う努力していきたいと思います。
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６病棟看護師　野村　昌代
　今回私は、海外の病院見学をするという経験は自分ではできないと思
い、研修に参加させていただきました。実際に病院の見学をしたり、ALS
の患者さんを訪問したり、とても貴重な体験をたくさんすることができま
した。英語も心配でしたが、言葉じゃなくてもお互いに同じ医療をしてい
る仲間として理解できる部分も多く相手に伝えたい気持ちがあれば“伝
わる”ことや、考え方でその先が“変わる”と感じることができたことな
ど、すごくたくさんの刺激を受けました。この貴重な経験をぜひ看護に生
かしてゆきたいと思います。

１病棟看護師　石本　利幸
　私はサンフﾗンシスコのフォーブスノﾘスALSセンターで研修をさせていただいて、アメﾘカ
での医療・看護・介護において対象者を中心とした、専門のスペシャﾘスト達がチームとなり、

対象者が良い人生を送ることに専門性を発揮している現場に立ち会わせ
ていただきました。 
　専門に特化したスペシャﾘスト達のカンファレンスはとても素晴らし
いものでした。私が日頃興味を持っている呼吸ケア・管理や治験につい
て、RT(アメﾘカの呼吸療法士)の方より直接、レｸチャーしていただく
ことができました。
　また、気管切開・人工呼吸管理中の在宅の方のご自宅に訪問させてい
ただき、アメﾘカの在宅ケアの実際を教えていただきました。国は違い
ますが、目指すところは同じで、今後も、この研修で得たノウハウを活
かしていけるよう努力してまいります。

薬剤科　石田奈津子
　今回私たちが伺った施設は筋萎縮性側策硬化症（ALS）の専門ｸﾘニッｸであり、多職種が
チームとして患者さまに対応していました。
　私は当院で治験を担当しているため、特にアメﾘカにおけるALSに対す
る治験について学んできました。全世界を対象とする国際共同治験が行わ
れるようになった近年では、治験に関して徐々に各国の差がなくなってき
ていることを感じました。一方、日本でまだ実施していない治験も多く、
今後の展開に注視していきたいと思います。
　２日間ではありましたが、スタッフの責任感とプﾗイド、熱意を十分感
じ取ることができ、非常に勉強になりました。この貴重な経験を、患者さ
まのために生かしていきたいと思います。

作業療法士　米田紗季子
　研修させていただいたNorris　ALSセンターでは、それぞれの職種が専門性を発揮しながら患
者さまに寄り添い、力強くサポートをしていました。作業療法士の役割や内容についても作業療

法士の方にお話を聞くことができとてもよかったです。また、当院
ではコミュニケーション方法について作業療法士がサポートするこ
とが多いのですが、実際に患者さまの診療場面を見させていただい
たり、使用している文字盤や機器について情報交換でき、とても勉
強になりました。この経験を生かしていけるよう頑張りたいと思い
ます。貴重な経験をさせていただき感謝しています。

ソーシャルワーカー　小田　輝実
　The Forbes Norris MDA/ALS Research & Treatment Centerでの研修の中で、在宅生活
をされているALS患者さんのご自宅に訪問させていただき、実際のケアの様子や、在宅で生活す
るためにどのように支援者が関わっているかを学ばせていただきました。今回訪問させていただ
いた患者さんは、病院、ALS協会、日常的にケアを行うcaregiver、またボﾗンティアが連携し
て、医療やﾘハビﾘ、24時間のケア体制を作り、在宅生
活を支えていました。日本とは医療や社会保障制度等の違
いがあるため支援内容などは単純に比較できませんが、患
者さんの生き方や生活を支えるために多様な専門職が協働
して支援を行うことの大切さを改めて学びました。
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　先号から２回シﾘーズで、昨年 10 月から半年間、当院で勤務していただいた、
石川県立看護大学院生の阿川啓子さんの講演「医王病院での質の高い看護実践に
ついて」の内容を紹介させていただいています。前回は当院に長期入院されてい
る患者さんへの看護の実際について、「入浴という援助」が、呼吸に与える身体
的影響を中心に掲載させていただきました。

石川県立看護大学 大学院
看護研究学科　阿川　啓子

　医王病院で出会った多くの患者さんはご高齢で、身体
の予備能力は極めて少ない方が多かったです。ですから、
週２回の入浴が患者さんの疲労などが全身に与える影響
から考えるとギﾘギﾘではないかとも考えていました。
　入浴時には、様々な刺激があります。たとえば、家族
や介護者、看護師の大きな声や体の移動などです。その
患者さんの五感への刺激は残された機能の刺激になって

いるのではないかと考えていました。デメﾘットもあるとは思いますが、同じくらいのメ
ﾘットもあると感じていました。刺激に対する反応は、入浴が終了しベットに戻ると消失
します。その時間からは、患者さんはゆっくり休息に入られます。この刺激と休息のﾘズ
ムも大変素晴らしいと思いました。
　慢性期の呼吸障害のある患者さんを入浴することは、癒しにつながり精神看護になると
考えますが、同時に安全面などの危険防止などの観点からは、看護師にとっては身体的に
も精神的にも苦痛を伴います。私も用手換気を必要とする患者さんの入浴をする時には「肺
を破り、気胸を作るのではないか？」や「血圧が変動するのではないか？」など色々考え
ます。
　しかし、患者さんにとっては、本当に良い看護につながっていて、すべてのスタッフで
対応されているのが本当に素晴らしい看護実践だと思いました。入浴における看護の利点
には、①安定した呼吸への看護や②残された機能への看護があると改めて気づきました。
また、勤務した病棟では、胃瘻注入の患者さんが大半を占めます。私は、胃瘻注入は不慣
れだったので、胃瘻注入における安全で正確な看護師さんの手技に感動しておりました。
たとえば、「最近この患者さんは、嘔吐しているから吸引を先にして、体はこのくらい起
こそう。」とか、4 人部屋での注入ならば、「誤嚥の危険性が高いこの人から注入を始め
て・・・・・」などと全体の病棟の状態と個々の患者さんの状態に応じた、看護の組み立
てがありました。確かに言葉で表現はされていませんが、行動は確実に無駄がなく、看護
の実践知に基づいた看護師さんの判断があると感じていました。
　私は、看護師さんに対して「すごいですね」と良く話をしていました。その時多くの看

「医王病院の看護を語る」講演会を行って（後編）
看護部長　山田　千佳子
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護師さんは「えっ、長くここにいると慣れますよ。」と当たり前のように話され、「経験が
長いだけです。」と話されました。私は、「看護が素晴らしい」と感じるときは、看護技術
だけではなくそこに看護があるから「素晴らしい」と感じると考えています。注入の手技
が上手にできる事は、経験を重ねると必然とできます。しかし、このような良い看護実践
には、看護師の判断や人間らしい生活を提供するというアセスメントに基づいた看護の存
在があると考えます。
　そのほかにも、アﾗームを鳴らさないように予測した吸引や患者さんへのケア、声掛
け、テレビをつけるタイミングなど多くの生活や医療の場面で優れた看護実践を拝見しま
した。それは、「療養生活を支える看護」「質の高いケアの提供」だと感じていました。
　しかし、先にも述べたように一緒に働いていた看護師さんたちはそのすごさをあまり感
じていらっしゃらないような気がしていました。むしろ、「急性期の病院などで働く看護
師さんのほうがすごいですよ。心電図が読めませんもの」などと話されていました。
　私は、急性期の教育を長年担当してきました。
呼吸や循環動態のアセスメントは体にしみこんで
います。長年の集中治療室での看護経験では、全
身を観察して細胞などの微細な変化をアセスメン
トすることによって状況を判断するという学びを
してきました。確実に安定した看護は、患者さん
に安定した身体の環境を提供することにつながり
ます。ここで話しました、「身体の環境」とは、
ホメオスタシスが稼働しやすい身体の状態を指しています。慢性期の患者さんに行う一つ
一つの細やかな配慮ある看護実践がそのホメオスタシスが良いように稼働する環境を作り
出していると思っておりました。
　たとえば、申し送りで良く聞いていた「今日はいつもと何か違うんですよ」や「今日は
痰も少なく安定しています」という言葉を聞いた時には、呼吸の症状にとらわれるのでは
なく、「どこが違うんだろう」と患者さんに関心を持って観察する。患者さんに関心がな
ければ気が付かない微細な反応を見つける、そして考える。この、頭の中で考える看護実践、
自分の知識をフル活動させ患者さんの反応の変化を考える。患者さんのお部屋にはいった
時には、ずっと意識は患者さんに向けて反応を観察する。私にとっては、そのような自分
からは訴えることをされない患者さんに配慮して微細な反応からなぜ今そのような状況が
起こっているのかを考える看護実践が慢性期看護の大変楽しい看護経験となりました。慢
性期の看護は一見地味そうに感じられますが、本当に奥深く個々人の看護実践能力が問わ
れる領域であり、看護のアートを感じました。

　　　講演は 30 分間という短い時間ではありましたが、阿川さんからいただいた「看
護に対する評価」は私達にとって本当に勇気づけられ、励みになるものでした。そ
してややもすると忙しい日常に埋没してしまいがちな看護の魅力を説いていただい
たように思います。また、阿川さんの看護に対する真摯な姿勢と、現象や行為の意
味をすべて言語化できる実力のすごさに感じ入りました。最後になりましたが、沢
山のことを教示してくださいまして本当にありがとうございました。
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第５､６病棟 ｢合同お楽しみ会｣ を開催して

　11 月 14 日、第６病棟デイルームに、地域で活躍されている薬師谷公民館コーﾗス教
室「コール若葉」の皆様が来院されました。患者様は、以前からこの企画をとても心待ち
にされており、当日は他の病棟からも多数参加され、30 名の患者様で会場がいっぱいに
なりました。
　患者様は本格的なコーﾗスにとても感激！
　「小さい秋みつけた」「おおスザンナ」「月の砂漠」などの懐メロも聴かれ、涙する患者
様もおられました。最後に全員で「故郷」を合唱し、アンコール曲では「この広い野原いっ
ぱい」の響く歌声を聴き、気持ちが和みました。短い時間でしたが、患者様は大変喜ばれ、
いつまでもメロディ―を口ずさみ、話題が途絶えませんでした。「コール若葉」の皆さん、
どうも有難うございました。
　長い入院生活の中で、患者様が少しでも楽しみを持てるように、これからも院内イベン
トを開催し患者様の余暇の充実を図っていきたいと思います。

＊会の終了後、患者様の一生懸命聴いている姿勢からコール若葉の皆様も感無量となり、
込み上げてくる思いを抑えながら歌っておられたとお聞きしました。

第６病棟　療養介助員　筒井　理加
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スヌーズレン体験

　１病棟では、患者様のレｸﾘエーションとしていろいろな行事を行っています。お花見
を兼ねたお散歩・七夕・映写会・ｸﾘスマス。その中にスヌーズレン体験があります。
　スヌーズレンとは、視覚・聴覚・嗅覚・触覚を刺激し体をﾘﾗッｸスさせるというもの
です。当院のスヌーズレン室には、光刺激のﾗイトニングプﾗネット、バブルチューブ、ファ
イバーグロウや嗅覚刺激のアロマがあり、また海に浮かんでいる様な感覚になれるウォー
ターベッドも設置されています。
　患者さまにスヌーズレンを体験して頂くと、表情が柔らかくなったり、色とりどりに光
る部屋の中を見渡されたりと、病棟では見られない表情が見受けられます。また、「楽しかっ
た。また連れてきてね。」と感激される方もいらっしゃいます。
　患者様の中には、人工呼吸器を付けた方もいらっしゃるので看護師の協力のもと行って
います。これからも、患者様に少しでも気分転換を図っていただけるようにスタッフ一同
協力して、楽しいレｸﾘエーションを提供していきたいと思います。

１病棟　療養介助員　竹中　直美
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日本病院ボランティア協会　1000時間活動時間達成
岩木　邦久さんが表彰されました

　平成 19 年から当院で「ふれあいボﾗンティア」（患者さんに直接関わっていただくボ
ﾗンティア）として活動していただいている岩木邦久さんが活動時間 1000 時間を超え、
日本病院ボﾗンティア協会から表彰されました。岩木さんは主に 7・8 病棟で本読み、行
事の準備等の手伝い・参加等を週 3 日間活動してくださっています。岩木さんが患者さ
んのベッドサイドで語りかけるように絵本を読む場には暖かく柔らかい雰囲気が漂います。
　岩木さんは当院に来られる前に韓国で一年間滞
在され、高齢者の方が療養されている病院でのボ
ﾗンティアを経験されていらっしゃいます。その
経験をもとに「ボﾗンティアをさせていただいて
いる看者さんや職員の方たちから感謝の気持ちを
いただくことがありますが、私自身の方が患者さ
んたちからいただいていると思っています。」と、
患者さんや職員に対してもいつも明るく親切、そ
して何より謙虚に活動されています。先日、「活動してから 6 年になりますが、いつもド
キドキします。今日は患者さんがどんな様子か自分がちゃんと活動できるかと不安な気持
ちを持って病室に向かいます。」と話してくださいました。岩木さんは活動を通して私た
ちに患者さんへの配慮やケアの姿勢を教えてくださっています。
　これからも健康に気をつけられ、長く活動していただきますよう祈っています。1000
時間活動、ありがとうございました。

ボﾗンティア委員会　畠中　暁子
　沖田　陽一 　

　ボﾗンティア活動１千
時間達成の感謝状を頂き
ました。家族、職員、患
者さんのご協力もあり、
続けられました。
　誇りに思います。
　有難うございました。
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若手職員の声（病院職員を志す方へ）

　「ﾘハビﾘ職」と聞くと、理学療法士（PT）や作業療法士（OT）がまず思い浮かぶと思い
ます。言語聴覚士（ST）は聞き慣れない方も多いかもしれませんが、PT、OTと並ぶﾘハ
ビﾘ職の一つです。STとは、「聞く、話す、表現する、ご飯を食べる」等で困難を感じ
る方のお手伝い・支援をしていく職業であり、小児～成人と幅広い年齢の方と関わること
が出来ます。私は主に小児を対象に遊びを通して人とのやりとりや社会的なルール、コ
ミュニケーション手段を学んでもらう訓練や、発音の練習等を行なっています。また、成
人の方には摂食嚥下や発音訓練を行っています。
　この仕事に就き３年、未だに不安や悩み、壁
にぶつかり立ち止まってしまうことが多くあり
ます。しかし、周りの医師・看護師・他部門の
先生方や先輩方にアドバイスを頂きながら取り
組んでいます。悩みや試練が尽きない医療系の
仕事ですが患者（児）様、ご家族の方と共に目
標に向かいﾘハビﾘに取り組む中で、患者様・
ご家族様から「（幼稚園・保育園の行事）に、
参加できるようになりました！」「お友達と一
緒に遊ぶことや活動を楽しむようになりました！」等の話を聞き大変嬉しく思い、仕事の
糧となっています。
　この仕事は患者様の近くで一緒に悩み考え、喜ぶことが出来、自分自身を成長させてく
れる魅力的な仕事だと思います。

言語聴覚士　本谷　　翼

志望した理由
　臨床工学技士は医療業界では比較的新しい資
格であり、1987年に制定されました。地域に
よっては、まだ聞き慣れない資格でもありま
す。医師の指示の下に、生命維持管理装置の操
作及び保守点検を行うことを業とする医療機器
の専門職です。当院においては、人工呼吸器稼
働台数が120台を超えております。全国的にも
呼吸器に特化した珍しい職場環境で働けると思
い志望しました。

日々の仕事で気をつけていること？
　患者さまに使用している人工呼吸器の回路交換を主な業務としております。稼働台数に
加え機種も10機種近くありそれぞれの機械に適した回路があります。生命維持管理装置
を取り扱っているので、ひとつのミスが患者さまの生命に危険を及ぼしてしまうこともあ
ります。普段から接続等を間違えたりしないように心掛けて行っております。

これから臨床工学技士を目指す方へのメッセージ
　比較的新しい資格のため、全国にある技士会などの活動も活発的です。自己啓発のセミ
ナーや学会なども多数開催されています。意欲的に出席して、多くの方に出会い知識と交
流を深めてください。そして、臨床工学技士の発展に力を貸してください。

臨床工学技士　土居　二人
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ホームページ　http://www.ishikawaｰc.ed.jp/~iouxxs/

●石川県における病弱教育を担う特別支援学校は、医王特別支援学校（及び小松みど
り分校）です。

　※病弱教育とは、何らかの病気により長期にわたって医療（入院・治療）を要する
子どもたちへの教育です。

●医王特別支援学校は、隣接する医王病院に入院しながら教育を受けることができる
県立の学校です。

●個々に応じて、学習空白や遅れを補う教育をしていきますので、安心して入院し治
療できます。

●医王特別支援学校には、小学部、中学部、高等部、分教室の教育があり、希望に応
じて進学・就労などの進路指導も行っています。

病気の子どもたちにも
　　　　 継続的な教育が必要です！

中学部・高等部の秋
　中学部と高等部では10月31日
（水）の「総合的な学習の時間」
に、ミニ収穫祭を行いました。５月
に植え付け、９月後半に収穫したサ
ツマイモで、焼イモの焼き方を学習
しました。沢山収穫できたので、生
徒も先生方も焼きイモでお腹いっぱ
いになりました。

分教室の秋
　11月６日（火）に学校の体育館で､「デ
イケアとの交流演奏会」が行われました。
　当日はハープ奏者の上田智子さんが来校
し、３種類のハープを使って、童謡の「き
らきら星」からｸﾗッシッｸまで、さまざ
まなジャンルの曲を演奏してくださいまし
た。

　かわいらしい音色のサウルハープや豊かな音色のグﾗンドハープ。分教室の子ど
も達やデイケア利用者の皆さん、中学部や高等部の子ども達や職員、みんながハー
プの音色に心洗われたひと時でした。
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7病棟の「輪・和・環」

　７病棟は、重症心身障害児（者）の患者さまの病棟です。人工呼吸器装着、気管切開、
経管栄養等の医療的ケアが必要な患者さまが多いことが特徴です。言語的なコミュニケー
ションが難しく、日常生活全面において私たち介助者にすべて委ねられています。
　病棟目標の一つに「専門職業人として自己研鑚に努め、多職種による協働・チーム医療
を行うこと」があります。私たちが最も大事にしていることとして、今回のテーマ「輪・和・
環」があげられます。
　誕生会や季節の行事、バスハイｸといろんな病棟行事に医師・看護師・療養介助員・指
導室スタッフがそれぞれの分野で役割分担しながら、チームの輪で患者さまやご家族が和
やかに、快適に過ごしていける病床環境を提供できるよう取り組んでいます。

7病棟師長　増田　佳枝

バスハイク 金沢イオンまでドライブ
お母さんにいろいろおね
だりしました

夏祭り

金魚すくいや綿がし、
くじ引き、かき氷・・・
たのしかった～

スタッフの手作りお
みこしで、病棟内を
廻りました！
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～ 外来診察のご案内 ～

独立行政法人
国立病院機構医王病院 ●交通アｸセス

・JR金沢駅よりJRバス（福光行、田ノ島行、中尾行）で30分、医王病院前下車
・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　・山側環状線より車で５分

〒920-0192 金沢市岩出町ニ73-1　TEL.076-258-1180 FAX.076-258-6719 http://www.hosp.go.jp/~iou/

■発行者　医王病院　■発行人　関　秀俊　■印刷所　株式会社ハｸイ印刷

～ 患者さまの権利と義務 ～
　患者さまは誰でも人間としての尊厳を大切にされ、医療を受ける権利を有しま
す。また、医療は患者さまと病院職員が、お互いの信頼関係に基づき共に作り上
げていくものです。したがって患者さまには医療に積極的に参加していただくこ
とが必要です。
　当院はこのような考えに基づき、下記の「患者さまの権利」を尊重して医療を
提供いたします。また患者さまは「患者さまの義務」を果たされるようにお願い
致します。

患者さまの権利
１.患者さまは良質な医療を公平に受ける権利を有します
２.患者さまは病気に関する情報や検査・治療についての説明を聞き、自分の受

ける医療を選択できます
３.患者さまは個人情報を保護される権利を有します
４.患者さまはいつでもカルテ開示を求める権利を有します
５.患者さまはいつでもセカンドオピニオンを求める権利を有します

患者さまの義務
１.患者さまには病院の諸規則を守る義務があります。
２.患者さまには自ら病気を治そうと努力し、また病気に関し病院職員の指示を

守る義務があります
３.患者さまには他の患者さまの治療や検査、快適な療養生活に支障を与えない

ように配慮していただく義務があります
４.患者さまには当院での入院治療が必要でなくなった時には退院頂く義務があ

ります
５.患者さまには医療費の外、利用契約に基づく一部負担金などを支払う義務が

あります

医師および医療従事者の権利
　医師および医療従事者は、自らの良心や医療倫理に相反することに対して、患
者さまからの要求があっても拒否する権利があります

《編集後記》
　今年もあっという間に寒い季節になりました。最近はバカみたいに暑い季節が10月くらいまで続いたかと思ったら突然
思い出したように寒くなったり、爆弾低気圧だの、ゲﾘﾗ豪雨だのと、気候の変動が極端で激しいですね。先日TVを見て
いてテロップで「竜巻注意報」が出た時には「どうすりゃエエねん？！」とTVに突っ込んでしまいました。原因が地球温
暖化なのか何なのか知りませんが、妙な時代になったものです。皆様くれぐれもお体にお気をつけてお過ごしください。

病院ニュース編集委員会

職員募集 看護師、薬剤師 各若干名募集中です。詳しくは人事担当までお問い合わせください。

【診察時間】

午前

午後

診察受付/午前８：30～11：30
診察時間/午前９：00～正　午
診察受付/午後３：00～ ５：30
診察時間/午後３：00～ ５：30
（予防接種の方は午後３：00～４：30）

●内科外来担当

●皮膚科

●小児科外来担当

●専門外来（要予約）

診療科 月 火 水 木 金

午前

一般内科 野崎 池田 高橋 池田 野崎

神経内科 高橋 駒井 石田 駒井 石田

呼吸器内科 田上 田上 田上 田上 田上

診療科 月 火 水 木 金
午前 皮膚科 八田 八田 八田 八田 八田

診療科 月 火 水 木 金

午前 一　般 中村奈 辻 関 丸箸 大野・奥田
（予約）

午後 一　般 脇坂 藤木 中村太 山田 大野・奥田
（予約）

【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。

＜心身症＞ 関・大野
＜言　語＞ 辻・中村奈・脇坂
＜発達/神経/てんかん＞ 辻・脇坂
<重症心身障害児> 丸箸
<筋ジストロフィー> 辻
<肥　満> 山田


