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　風薫る５月12日第12回「利家とまつ」金沢城リレーマラソンが開催されました。競
技方法は１周1.9㎞余の特別周回コースをタスキリレーし、チームとしてフルコースは
42.195㎞（22周）、ハーフコースは21.0975㎞（11周）を完走します。IOUブラザー
ズこと医王病院有志17人で、フルマラソンに挑戦しました。
　当日は朝から快晴で、過去最多の635チーム7千人が参加しました。その中で私たちは
スーパーマリオ・ルイージ・キノピオ・スティッチに扮し、力の限り走りました。日頃
走っていないメンバーは息も絶え絶えでしたが、コースの周りで応援してくれている人々
のかけ声に助けられ、無事完走することができました。しかも、４時間という制限時間内
に走り終え、完走賞をもらうことができました。（チームの成績は総合順位351位、職場
仲間部門順位185位で３時間54分37秒でした）また、マラソンの途中で15秒CMリレー
にもエントリーし、医王病院の「生きるを支える医療・看護・介護」をPRしてきまし
た。来年はもっと沢山の医王病院職員さんに参加していただき、日頃の運動不足を悔い、
健康の有り難さに感謝するイベントとなりますように心から願っています。

金沢城リレーマラソン　完走賞ゲットしました！
副看護部長　北村　　忍
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重症心身障害看護院内認定看護師、誕生！

　当院では当院の担う政策医療分野において、より専門的で質の高い看護の提供を目指し、
院内認定看護師育成に力を入れています。このたび、釜崎和幸さんが重症心身障害看護院
内認定看護師として認定を受けました。認定看護師になるには勤務をしながら院内認定看
護師育成コースの教育課程を修了する必要があります。院内認定教育課程は２年課程で、
１年目は講義の受講、演習、２年目はデイケア実習、病棟実習、金沢医療センターNICU
での実習、外部の研修参加や職員への伝達講習など専門性を高めるための充実したカリ
キュラムとなっています。昨年度からは新たに神経難病認定看護師の育成コースがスター
トし、数名の看護師が受講中です。
　今後、釜崎さんには２年間で培ったスキルを十二分に生かし、当院の重症心身障害看護
の質の向上に向けてリーダーシップを発揮されることを大いに期待しています。

教育担当師長　住田　晴美　

重症心身障害看護院内認定看護師の認定を受けて
８病棟　釜崎　和幸

　私は、医王病院に就職して、はじめて重症心身障害（以下重心）の患者さまに出会
いました。その頃は、患者さまにどのように接していけばよいのかわかりませんでし
た。先輩方の教えと経験を重ねることで自分なりに重心看護の本質がわかるように
なった時に、院内認定看護師育成コースの話を受け、スキルアップのチャンスだと思
い、受講を決めました。重心医療・看護についてあらためて学習することで、自分の
知識・技術を振り返ることができ、また院外での実習や研修に参加したことで大きく
視野が広がり、大変でしたが貴重な２年間でした。
　重心の患者さまの多くは自分の思いや苦痛を他者に伝えることが困難です。その

ため、看護師は患者さまの様子・仕草・表情・
バイタルサインなどを注意深く観察し、患者さ
まの訴えや苦痛を推測する力が必要だと考えま
す。また弱い患者さまの立場に立ち、倫理感を
持って看護を実践していくことが重要です。そ
の患者さまにとって何が問題なのか・どのよう
に援助すればよいのかを常に考え看護を実践し
ていくと共に、職員教育や病棟間での合同の取
り組みなど医王病院の重心看護がステップアッ
プできるよう貢献していきたいと思います。



　４月 17日（水）に中病棟駐車場に名古屋の「ディレクショングループ」からレーシン
グカーがやってきました。１台か２台ぐらいかなと思っていたので、窓の外を見てびっく
り !! 何と６台ものレーシングカー、スポーツカーがずらりと並んでいました。
　曇り空でしたが、十数名の患者様を駐車場にお連れすることができ、間近でレーシング
カーや赤やピンクのポルシェとフェラーリを見せてもらうことができました。走らせるこ
とはできませんでしたが、エンジンをかけてもらうと「ブルルーン」とものすごいエンジ
ン音が鳴り響き大迫力でした。
　患者様も「かっこよかった。すごい音だった。」と興奮していました。スポーツカーに乗っ
たり写真を撮ったりするなど家族、職員と共に楽しまれていました。
　普段中々見ることが出来ない光景で駐車場に出られなかった患者様も「エンジン音聞こ
えた？」と尋ねたり、写真を見せると「聞こえた。すごい音やった。かっこいいねー赤か
な？」「活気あっていいわ」と嬉しそうに話されたりしていました。
　長期入院に伴い患者様の重症化や天候不良などにより、なかなか患者様に離床の機会を
提供することが難しいですが、患者様にとってこの様な機会は気分転換になり楽しみの１
つになっていると思います。職員の協力を得ながら、患者様に楽しい時間を過ごしてもら
えるよう企画・運営していきたいと思います。Iou hospital new
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レーシングカーがやってきた!!
第５病棟　療養介助員　佃　　玲奈
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デイケア　お花見
児童指導員　池廣　篤哉

　４月８日（月）～４月19日（金）の期間、利用者様の送迎途中に桜がきれいに咲いて
いる場所（卯辰山、農業試験場前、北部公園）に寄ってお花見をしました。また、送迎の
ない利用者様には院内の桜の咲いている場所にてお花見を行いました。
　桜をじっくり鑑賞し、またその桜を背景に記念撮影も行いました。桜を見上げてうっと
りされている方、風を気持ちよさそうに受けている方等、表情明るくリラックスした様子
でお花見を楽しんでいる利用者様の姿がたくさん見られました。　　　
　今後もデイケアでは、利用者様が楽しい気持ちになれる様に毎月様々な行事に取り組ん
でいきますのでご期待下さい。
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薬剤科　薬剤師　本郷　修也
①体を動かすこと（特に野球）、遊び全般。
②かめ
　のんびりしているから。
③まだまだ薬剤師として半人前ですが、薬
剤師として、また、人として成長してい
けるよう一生懸命頑張ります。

リハビリテーション科　理学療法士　殿村　英里
①ボルダリング
②なす
　顔の形が似ているといわれました。
③一生懸命がんばります！

精神科　心理療法士　濱本夏奈江
①旅行　お菓子作り
②猫　周囲の人からも言われることがあ
り、自分でもマイペースなところが似て
いると思うからです。

③自ら考え、もの言える心理療法士を目指
します。

第８病棟　看護師　今﨑　加菜
①映画鑑賞
②キリン	 首が長いから。
③どんなときでも「報・連・相」を忘れず
に１つ１つ正確な仕事ができるように頑
張りたい。

第６病棟　看護師　新森　憂圭
①料理　ドライブ　テニス
②チーター
　短期集中型だと思う。狩りの流れを見る
と自分に似ていると思う。

③持ち前の元気さと笑顔で仕事を頑張って
いきたいです！

第５病棟　看護師　茶木　友美
①ドライブ　温泉　旅行
②リス　よく言われるので。
③切り替えのできる落ち着いた人になる。

第５病棟　看護師　西川　未希
①テレビを観ること。
②なまけもの　顔と性格が似ている。
③頑張ります ?

第３病棟　看護師　堀　　明代
①映画鑑賞　ドライブ
②犬　似ているといわれるので。
③日々成長していけるように精一杯頑張り
ます。

薬剤科　薬剤師　吉田　昂平
①鉄道やバスに乗ること。写真をとること。
②イノシシ
　何かをしているとまわりが見えなくなっ
てしまうから。「猪突猛進」

③他人の役に立てる人間になる。

リハビリテーション科　理学療法士　成瀬　和希
①野球　音楽鑑賞
②コアラ	 睡眠時間が長いから。
③患者さんの日々の変化を見逃さず、うれ
しいこともかなしいことも一緒に共有で
きる PTになる！

第１病棟　看護師　相川　竜子
①ヨガ
②猫	 気まぐれだから。
③ 1日でも早く戦力になれるようにがん
ばります。

第７病棟　看護師　太田　有香
①友達とご飯へ行って、いっぱい話して笑
うこと。

②ネコ	 寒いところが苦手で、暖かい場
所を好むから。

③笑顔をモットーに一日一日の学びを大切
にしていきたい。また、学んだことをしっ
かりと看護に活かしていけるよう頑張り
たいです !!

第６病棟　看護師　竹本　早希
①音楽を聴くこと。
②チーター　足が速いから。
③患者さん一人一人の特徴をふまえた看護
を行えるよう頑張っていきたい。

第５病棟　看護師　津田　有美
①岩盤浴　旅行
②ホワイトタイガー	
　友達にそう言われたため。
③笑顔でがんばりたいです！

第６病棟　看護師　濱岸めぐみ
①ドライブ
②猫　マイペースで自由気ままなところが
あるので、そこが猫に似ていると思いま
す。

③たくさん迷惑をかけると思いますが笑顔
を忘れず精一杯頑張ります。よろしくお
願いします。

第３病棟　看護師　山崎　華奈
①散歩
②かめ	 のろいから。
③患者さんからも他のスタッフの方からも
信頼されるような看護師になれるように
成長できるように頑張ります。
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所属　　職名　　名前
①趣味は何ですか？
②自分を動植物にたとえると？またその理由は？
③抱負をお聞かせください。

第３病棟　看護師　本間　史野
①料理番組・ニュース・海外ドラマを観る
こと。読書　絵画鑑賞
②ミーアキャット	 ミーアキャットの外
敵に注意を払う姿が、私の右往左往する
姿に似ていると思うため。（落ち着いて
行動できるようになりたい。）

③初心を忘れず、看護師としての経験をつ
んでいきたい

第７病棟　看護師　吉田　晃子
①ドライブ
②ダンゴムシ　私はとても内気なタイプで
ダンゴムシのようにすぐに身を丸め殻に
閉じこもってしまうからです。時間が経
つとゆっくりと元に戻るところが似てい
ると思いました。

③新人な上、とても飲み込みが遅く体力も
無い私ですが、努力して頑張っていきま
すのでよろしくお願いします。

第１病棟　看護師　坪内　泰陽
①映画鑑賞、読書
②亀　のんびりしているから。
③少しでも早く病棟に慣れてチームメン
バーとしてしっかり働けるようになりた
い。

第６病棟　看護師　能村　直樹
①ドライブ　スキー　スノーボード
②フェレット　ネットの動物占いの診断結
果ででました。争いを好まず、社交的…
らしいです。

③千里の道も一歩から、日々の積み重ねを
大切にし、信頼される看護師を目指した
いと思います。

デイケア棟　保育士　赤木　友香
①音楽鑑賞です。吹奏楽を学生時代にして
いたので、楽器を吹くのが好きでした。

②犬　大きいので、大型犬だと思います。
③患者様とその家族が安心して過ごせるよ
うに、安全面に十分留意して業務に励み
たいです。宜しくお願いします。

第６病棟　療養介助員　久田　弘美
①娘とランチに行く、お茶しに行く、ドラ
イブ、旅行に行く。

②パセリ	 ついていると美味しそうだけど
食べてもらえない。料理の見た目を引き
立てる。きざんでちらすと意外と食べて
もらえる。

③仕事を早くおぼえる。ニコニコ　キビキ
ビ　ハキハキ !! 初心を忘れずがんばっ
ていきたいです。

第８病棟　療養介助員　水口　裕之
①銭湯めぐり。野球観戦（巨人ファン）。
ボウリング（ベストスコア	267）

②パンダ	 気は優しくてのんびり屋さんな
ので。

③ちょっと年を食ってますが、よろしくご
指導お願いします。

第７病棟　看護師　瀬口　直也
①サッカー　サッカー観戦
②さる　お酒を飲んだ時に顔が真っ赤にな
り、にているらしい。

③患者さんのことを考え、一つ一つ丁寧に
一生懸命がんばりたい。

第８病棟　看護師　中村　真理
①晴れた日にドライブ。ハーブ栽培。
②ネズミ	 昔、飼っていたから。（飼って
いると似てくる。）	

③あせらず落ち着いて、ひとつひとつを
しっかりとこなせるようになっていきた
いです。患者さんのためにつくせるN
ｓになりたいです。

第３病棟　看護師　平澤　幸宜
①ドライブ（古寺、神社散策）
②プランクトン　食物連鎖の最下位に属す
るように社会における「新人」という立
場であるため。

③いつの日か「看護とは何か」という事を
自分なりに答えられるように、１日１日
の仕事をしっかりと行い研鑽していきた
いと考えています。

経理係　一般職員　数馬　優里
①音楽鑑賞
②たんぽぽ　雑草のようになかなかくじけ
ないし、性格的に明るい方であると思っ
たからです。

③全てが初めてのことで、分からないこと
だらけだと思いますが、精一杯頑張りま
すので宜しくお願いします。

第５病棟　療養介助員　坂本　将太
①自然と親しむ事。
②亀　「耐えて成功をつかみ取る人間にな
れ。」と父からよく言われるため。

③地元の医王病院で産まれてからずっと働
けることを夢見てきました。その想いを
裏切る事無く、一生懸命頑張ります。

第６病棟　療養介助員　室谷　篤司
①ジムに行き運動すること。
②雑草	 ねばり強いから。
③一生懸命がんばりたいと思います。



　熱中症が心配なこの時期！なんとか快適に過ごすには・・・
　暑いからと言ってソーメンだけで終わっていませんか？
　またビールをがぶがぶ、お腹いっぱいで何も食べず・・・
　夏バテしていませんか？
　スタミナがつくというとウナギやがっつりお肉と思いがちですが、胃腸の弱ったとき、
いきなりハードな料理は却って胸やけを起こしたり消化不良を起こしたりします。胃腸に
優しくバランスの良い食事を心がけましょう。
　夏バテ防止にはビタミン B1・B2　クエン酸が有効です。どうしてもソーメン等炭水化
物ばかり取ってしまいがちな夏ですが、一緒にビタミン B1・B2・クエン酸を取ることで
上手に炭水化物をエネルギーに変換しましょう。

栄養管理室長　上田　広美

ソーメンと豚肉の冷しゃぶ
≪材料≫（4人前）
　乾ソーメン	 ４束
　豚肩ロース（シャブシャブ用）	 320g
　レタス	 1/2玉
　みょうが		 ４個
　胡瓜	 ２本
　大葉	 ４枚
　　　　にんにく	 ４片
　　　　ねぎ	 １本
　　　　生姜	 １片
　　　　ぽん酢醤油	 適宜

≪作り方≫
①ソーメンは茹でて冷水に取りしめておきます。
②鍋に水・塩 (一握り ) をいれ火にかけます。
③ 60℃位になったら豚肉を全部入れ、菜箸でかき
まぜ、沸騰させます。(茹で過ぎない )

④すぐに氷水にとりしめます。
⑤野菜は千切りにして冷水にさらし、良く水を切り
ます。

⑥お皿にソーメン・野菜・肉を盛付けます。
⑦にんにくはお好みでスライス又はおろしにし、ネ
ギは薬味に、しょうがもおろしてポン酢しょうゆ
＋冷水（１：２）で伸ばしたたれに入れます。

⑧お好みでオクラやとろろ・キザミ納豆など粘るも
のをたれに混ぜてもおいしいです。

1人前　411kcal たんぱく質19.2g
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暑い夏を涼しく乗り切りましょう！

【ビタミンB1・B2を多く含む食材】
　豚肉 (特にもも肉・ヒレ肉 )・レバー・枝豆・納豆・うなぎ・いわしなど
　ビタミン B1・B2はアリシンと一緒に食べると吸収がよくなります。アリシンが
たくさん含まれているのは（ねぎ・にんにく・にら・たまねぎ）などです。これら
と一緒に食べるとより効果的ですね・・・

た
　
　
れ
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ロコモ（ロコモティブシンドローム）とは
理学療法士長　桐崎　弘樹

　運動器症候群のことで、骨・関節・筋肉などの運動器の働きが衰えると、くらしの中の
自立度が低下し、介護が必要になったり、寝たきりになる可能性が高くなります。運動器
の障害のために、要介護になっていたり、要介護になる危険の高い状態がロコモティブシ
ンドロームです。「㈳日本整形外科学会より」
　寝たきり予防のためのリズム体操で、柔軟・バランス・筋力トレーニングの運動が盛り
込まれ、バランスの向上で転倒しにくい身体をつくり、筋力トレーニングで骨を丈夫にし
ます。
　では、どうやってロコモ体操をすればいいのか、下記のサイトなどで写真や図と一緒に
説明されています。	
①ロコモティブ症候群　日本臨床整形外科学会	
　http://www.jcoa.gr.jp/locomo/index.html	
②はじめましょう「ロコトレ」	
　http://www.eisai.jp/diseases-and-symptoms/bone-care/rocomo/index.html	

※ロコモティブシンドローム（運動器症候群）のチェック項目　　　　　　
　　○２kg程度の買い物をして持ち帰るのが困難
　　○片脚立ちで靴下がはけない	
　　○階段を上がるのに手すりが必要
　　○横断歩道を青信号で渡りきれない
　　○15分くらい続けて歩けない
　　○家の中でつまずいたり滑ったりする
　　○家のやや重い仕事（掃除機をかける、フトンの上げ下ろし･･）が困難	
　　　　　　　以上　　　1つでも当てはまれば、該当する可能性あり。
　　　　　　　日本整形外科学会「ロコモパンフレット2010年版」
※ロコトレ
　ロコモにはいろいろなレベルがあり、それはどれくらい歩けるかによってわかります。
　十分に歩ける人と、よく歩けない人では、ロコトレのやり方も違います。
　自分に合った安全な方法で、まず開眼片脚立ちとスクワットを始めましょう。

①開眼片脚立ち

②スクワット

③　開眼片脚立ちとスクワット以外にも、
　　いろいろな運動を積極的に行いましょう。

ストレッチ

関節の曲げ伸ばし
ラジオ体操

ウォーキング

各種スポーツなど
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　心臓は、栄養分や酸素を含んだ血液を全身に送り出すポン
プの働きをしています。このポンプの働きが低下して、全身
が必要とする血液を十分に送り出すことができなくなった状
態を心不全といいます。簡単にいうと、心不全とは、心臓が弱っ
た状態のことです。日本の死因の２位は心疾患で、心不全の
罹患率、死亡者数は人口の高齢化とともに増加しています。
　心不全の診断には、自覚症状、聴診、心電図、胸部 X線や
心エコーなどの検査を組み合わせて行われますが、血液検査でも心臓の機能が簡単にわか
るものがあります。BNPやNT-proBNP という項目です。

　BNPとは、ヒト脳性ナトリウム利尿ペプチド（Brain　
Natriuretic　Peptide）という長い名前のホルモンです。
最初ブタの脳から精製されたことから「脳性」という名前
が付きましたが、ヒトでは心臓の心室から分泌される心血
管ホルモンとして機能します。何らかの原因で心室が楽に
動けない状態となった時に心臓（主に心室心筋）から血液
中に出るホルモンで、言わば心室の悲鳴の程度を表すもの

です。数値変化がわかりやすく、心不全の確定診断や重症度、治療の効果判定などに利用
されています。

　心臓にストレスがかかると
心臓から BNP の前段階物質で
ある proBNP が産生され、そ
の後生理活性をもつ BNP と、
も た な い NT-proBNP	（BNP
前駆体 N末端フラグメント )
に分解されて血液中に放出さ
れます。血液中の BNP や NT-
proBNP の濃度を測定することによって、心臓の悲鳴度がわかるというわけです。BNP
の基準値は一般的に 18pg/ml 以下、NT-proBNP の基準値は 125pg/ml 以下で、NT-
proBNP は BNPに比べおよそ３～５倍の値になります。但し、腎機能が低下してくると、
どちらも上昇してくるので、判断にはその考慮が必要です。

　NT-proBNP	とBNP	の臨床的意義は、ほぼ同じと考えられていますが、NT-proBNPは、
血中半減期が長いため血中濃度の上昇率が高く、心不全の早期診断や疾患レベルに応じた
病態把握が可能です。しかも採血後もNT-proBNP は安定性があり、追加検査や保存検
体での測定が可能です。また、血清・血漿で測定が可能なため、他の生化学項目等と同時
に測定ができます。当院の先生方はNT-proBNP を主体に利用しています。

研究検査科　川畑　圭子、棚橋　真規夫

N
エヌティ
T - p

プロビーエヌピー
roBNPって知っていますか？

検査のおはなしシリーズ　１



ド
ラ
ッ
グ
吉
田
の
列
車
で
Ｇ
Ｏ
！
（
第
１
回
）

Iou hospital new
s

11

薬の値段を知っていますか 

　みなさん、初めまして。新人薬剤師の吉田昂平（こうへい）と申します。谷村新司の歌
の昴じゃないですよ。
　今回、自他ともに認める鉄道マニアの私吉田が、薬の値段のバラエティさを列車の運賃
に例えて紹介してみたいと思います。
　医者から処方される薬は、薬価という公定価格が国によって決められています。疾患の
希少性など、様々な要素を考慮して決められているのですが、安いものから高いものまで
様々です。医王病院でよく使われる薬で一体どこまで行けるのか、1週間分で比べてみます。
　まず、安い薬から。痛み止めの代表、「ロキソプロフェンナトリウム錠60mg」。1錠が7.8
円で、1日3錠ですから、7日分でも163.8円。森本駅から隣の東金沢駅にしか行けません。
　医王病院らしい薬ではどうでしょう。てんかんの治療薬「バルプロ酸ナトリウム細粒
40％」は 1gが 18.1 円、量は人によって違いますが、1日 3g で 7日分だと 380.1 円。
石動駅まで行けますから、富山県に入れます。同じくてんかんの治療薬「イーケプラ錠」
は 1錠 141.4 円。1日に 4錠～ 12 錠飲みますが、9錠 ( このくらいが多いです ) で 7
日間服用すると 8,908.2 円にもなり金沢駅から新潟駅まで特急列車に乗ってもお釣りが
来ます。イーケプラ錠は 2010 年に発売された新しい薬です。一般に新薬は薬価が高く
なる傾向があるのです。
　パーキンソン病の患者さんがよく服用する「ネオドパストン配合錠 L100」は 1錠
36.1 円。最大 1日 15錠で標準は 6錠になります。6錠なら 7日分で 1,516.2 円。森本
駅から普通列車で福井駅に行けます。同じくパーキンソン病の患者さんがよく服用する「レ
キップ錠 1mg」は 1錠 196.6 円。標準は 1日 3～ 9錠で最大 15錠まで増量できます。
1日 9錠なら 7日分で 12,385.8 円。岡山駅まで新幹線で行けます。
　最後にさらに高額な薬も紹介しましょう。「タルチレリン錠」「リルテック錠」「イムセ
ラカプセル」の 3つです。
　「タルチレリン錠 5mg」は脊髄小脳変性症の方に用いられます。1錠が 781.1 円、通
常 1日 2錠服用します。7日分なら 10,935.4 円ですので、たった 14錠で群馬県の高崎
駅まで新幹線で行けます。（1日あたりはレキップ錠の方が高くなります。）
　「リルテック錠 50」は筋萎縮性側索硬化症（ALS）の方に用いられる薬で、1錠が 1,701.5
円。1日 2錠飲みますので 7日分なら 23,821 円となり、たった 14錠でなんと新幹線
で東京往復ができます。
　「イムセラカプセル 0.5mg」は多発性硬化症の方に用いられる薬で、1カプセル 7,922.3
円を 1日 1カプセル服用します。1カプセルだけでも森本駅から大阪駅まで特急で行け
ます。4日分で 31,689.2 円となり、東京まで新幹線往復＋某ネズミの国で 1日楽しむこ
とができます。7日分にもなれば 55,456.1 円となり、トワイライトエクスプレスの個室
に乗って札幌まで往復できてしまいます。
（フランス料理付き豪華個室だと片道しか行けません。寝台列車って高いですね。）
　薬には安いものから高いものまで様々あることが分かって頂けたでしょうか。薬は開発
に膨大な費用がかかるので、どうしても高くなりがち
です。でも、保険によって通常自己負担は 3割です
し、特定疾患であれば公費負担でそれより低くなりま
す。薬は高くても安くても医師が個々の患者さんにこ
れが良いと考えて出しているものですので、正しく服
用してくださいね。もちろん、「今持っている薬を売っ
てネズミーランドに行こう」みたいなことは絶対にし
てはいけませんよ (*^o^*)

薬剤科　吉田　昂平

札幌から大阪へと帰るトワイライトエクスプレス。
一度乗ってみたいものだ。（撮影：吉田昂平）



12

Iou hospital new
s

医
王
の
輪
・
和
・
環

事務の「輪・和・環」

「輪」という言葉を聞いて、まず頭に浮かんだものは、
「オリンピックの五輪の輪」でした。
大きな事をいえば、何より世界の平和を願うところです。

　また、平和の「和」からは、憲法改正の報道などではありま
せんが、『聖徳太子の 17条憲法』がふと頭に浮かびました。

　（語訳例）	『	一にいう。和をなによりも大切なものとし、いさかいを起こさぬことを根
本としなさい。人はグループを作りたがり、悟りきった人格者は少ない。それだから、
君主や父親のいうことに従わなかったり、近隣の人たちともうまくいかない。しかし、
上の者も下の者も協調・親睦の気持ちをもって論議するなら、自ずから物事の道理に
かない、何事も出来ないものは無い。』

			まさに、私たちの日常生活において必要不可欠なもとのの一つと思います。
　
　「輪」とか「和」のイメージとしては、様々なスポーツなどでのチームワークがあげら
れます。目標や課題に向かい全員が「心を一つ（の輪）」にする様です。
　また、「和

わ
」というと、別の読み方として「和

なご
む」、「場を和

なご
ます」などに用いられ、職

場に例えれば、よいイメージの職場風景が思い浮かびます。
　そこで私たち事務部を当てはめると、何かの計画や課題を行おうとする時や問題を解決
しようとする時に、皆がお互いを信じ合い、「和」の心をもち、「事務部の輪」をもって物
事に取組む。結果として、最初は不可能ではないかと思えた課題も解決出来ようになる。
また、一つの目標などに向かい、職場の全員が心を合わせて考えたり、行動したりするこ
とで、素晴らしい成果を得たり、一人では想像もつかない色々な発想やアイデアが湧き出
たりする。　　　　　　　　こんな職場…、理想ですね。

　　各々の業務内容が異なるなど、私たち事務部にとって、言葉では言えるが現実はなか
なか難しいことです。これからも数多くの厳しさに立ち向かう私たちにおいて、せめて、
職場での形ばかりのコミュニケーションではなく、皆が互いを思う心を持ち、その心を感
じられる職場環境（事務部の輪）を築いていきましょう。
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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！

　

わりばしでＥＴ! ! !
　４月24日（水）、全校集会では、

「わりばしでＥＴ」をしました。

隣の人の指先と自分の指先の間に箸を渡し、

その箸を落とさないようにしゃがんだり立ち上がったり・・・。

うまくやるためには、みんなの表情や動きに合わせることがとても大事でした。

大人６人で行うのもなかなか成功しないという話でしたが、18人で大成功でし

た。

いざに備え、意識高めて、避難訓練
　５月２日（木）避難訓練を行いまし
た。
　避難訓練（火災）の後、消防署の方
から消火器や担架の使い方を教えても
らいました。何度も訓練をして、身体
がすぐに動くようにしたらよいそうで
す。力の弱い人の消火器の使い方や、
担架を動かす時の前後の人の足の動か
し方など、新しいことも学ぶことがで
きました。
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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　■発行日　平成25年７月１日　■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》
　今年は例年になく寒暖の差が激しい。そのせいか、私事ではあるが浮遊感があり受診したところ、MRI検査を受けること
となった。結果的には異常はなく、元の生活に戻ったが、検査は本当に心細い体験だった。また、健康の有り難さを痛感し
た体験となった。皆様、くれぐれもお体を大切に。（前回に引き続き、健康管理をお願いする内容となってしまいました）

病院ニュース編集委員会

職員募集 看護師30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～ ５：00
診察時間/午後３：00～ ５：00
（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 髙橋 池田 野崎

神経内科 髙橋 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 岩崎 山田 山田・奥田
（予約）

【休 診 日】土曜・日曜、祝日

＜心身症＞ 関・大野
＜言　語＞ 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

この広報は高精細340線で印刷したものです。PIN No.P13-0179
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