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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。

医局 医師　望月　弘和
①居合。
②	犬。
	 呼ばれると尻尾をふっていきそう
だから。

③	頑張りますのでよろしくお願いし
ます。

　リハビリテーション科 作業療法士　宮本　美樹
　①動画・音楽鑑賞、時折アウトドアなこ
とをやる。

　　　②ラクダ。
	 　　　肌の色、目の小ささ、口の大きさ
　　　　が似ている。
　　　　③患者様のために一生懸命頑張り
　　　　　ます、よろしくお願いします。

　１病棟 看護師　小椋　珠花
　　　①読書。
　　　②亀。
　　　　人よりも覚えたりすることが
　　　　遅いため。
③	学ぶ姿勢を忘れず、確かな技術・知
識を患者さんに提供できるよう日々
成長する。

１病棟	 看護師　宮井　暁美
①おいしいものを食べること、高校野
球観戦。
②	犬。
　	トイプードルを飼っている、好きだ
から。
③	患者さん、家族、スタッフの方から
信頼されるような一人前の看護師に
なるよう頑張ります。

７病棟	 看護師　向井　直也
①買い物。
②	猫。
	 好きな動物だから。
③	仕事の流れを早く覚えて、素早く仕
事ができるようにしたい。

３病棟	 看護師　兼平　涼
①よさこい。
②	シロクマ。
	 体が大きくて白いから　だそうです。
③	周りをみて、誰かの手助けができた
らいいです。

３病棟	 看護師　白石　真優
①ドライブ。
　②なまけもの。
							ダラダラしているから。
　　　③患者様から感謝される看護師
　　　　になります！

３病棟	 看護師　白石　智美
①旅行に行き、ご当地グルメを散策す
ること。
②	にわとり。
	 鳥年でもあり、食べこぼしが多く、
落ち着きなかった、幼少期に親によ
く言われた。
③	職員、患者、家族に信頼され責任もっ
て働きたい

３病棟	 看護師　瀬戸　秀伸
①子どもと遊ぶ。
②	わかりません。
	 思いつきません、考えたこともないの
で・・・。
③	精一杯がんばります

１病棟	 看護師　鍛冶真紀子
①スノーボード、ショッピング。
②	ハムスター。
	 落ちつきがないから（笑）	
③精一杯笑顔で頑張ります !!

１病棟	 看護師　柴田　里苗
①スキューバダイビング、料理。
②	コアラ。
	 おっとりしているように見えるが、
以外と強い所。
③	まだまだなれませんが、頑張ります
のでヨロシクお願いします。

リハビリテーション科 作業療法士　朝里　裕子
①道の駅めぐり。
②	トド。
	 うつぶせで寝るから。
③	がんばります !!

リハビリテーション科 理学療法士　川上　泰平
　　　　　　①フットサル。
　　　　　　②情熱的な黒ひょう。
　　　　　　　芹澤OTによる動物占い
　　　　　　　診断より。
　　　　　　③遅れてきたルーキーとして
　　　　　　　精進いたします。

リハビリテーション科 理学療法士　夏目　亜紀
①動画鑑賞。
②	インコ。
　	先輩OTに言われたので。
③	一生懸命頑張ります。

精神科	 心理療法士　渡邊　亮士
①書道と旅行。両方を兼ねてよく京都へ行
きます。

②サイ。
　	どちらかと言えば草食で、単独行動も楽
しめるから。

③	これまでの経験を生かして、新しい領域
にも積極的にチャレンジしていこうと
思っています、ご指導のほど、よろしく
お願いいたします。
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３病棟	 看護師　宮本衣梨子
①おいしいものを食べることです。
②	なまけもの。
	 マイペースといわれることが多い
　　ので。
　　③責任をもって、しっかり仕事を

行っていけるように頑張りたい
と思います。

　　　５病棟 看護師　小池田麻衣
　　　　　　①寝ることと、卓球をすることです。
　　　　　　②カメです。
	 　　　　　　何をするにも最初は人より遅く
　　　　　　　時間がかかりますが、あきらめ
　　　　　　　が悪い性格だからです。
③	まだまだ知識や技術も未熟ですが、１日も早く、
１人前の看護師として患者さん１人１人に適し
た看護を行えるように日々頑張っていきたいで
す。

６病棟	 看護師　中嶋　翔太
①写真を撮ること。
②	ニワトリ。
	 とり年だから。
③	毎日頑張る。

６病棟	 看護師　高田　桜子
①音楽鑑賞。
②	鳥類。
	 よく周りから言われます。
③	１つ１つ着実に技術や知識を身に付け
たいと思います。よろしくお願いしま
す。

６病棟	 看護師	 松本　清美
①旅行、ゴルフ。
②	ネコ。
	 マイペースと言われるから。
③	信頼関係を大切にして頑張ります。

６病棟	 看護師　山下　直人
①野球、ドライブ。
②	ラクダ。
	 のんびり屋なので	。
③常に学ぶ姿勢を持ち、がんばります。

６病棟 療養介助専門員　山川　祐未
①買い物、寝る !!
②	猫。
	 マイペースだから	。
③一生懸命頑張ります !!!

７病棟	 看護師　池端みゆき
①寝ることです。
②熊。
　よく友達に似ているねと言われま
す。また、身体が大きい方で、動作
が素早くないところも似ていると思
います。

③	患者さんの役に立てるよう日々努力
して頑張っていきたいです。

７病棟	 看護師　緒方　敬斗
①とくにはなし。
②	犬。
	 気まじめだから。
③	一人で考え込まない。

７病棟	 看護師　松井　未来
①県外へ子どもとドライブへ行くこと。
　　②猫。
	 　　マイペースなところがあるため。
　　③まだ仕事は未熟ですが、
　　　一生懸命がんばります。

８病棟 看護師　高桑　一城
　①旅行、ドライブ、スポーツ観戦。
②	コアラ。
	 ゆっくりのんびりしていると言
われます。
③	わからなことが多いですが、１
つ１つ一生懸命頑張ります。

８病棟	 看護師　宮森　浩菜
①音楽鑑賞。
②パグ。
　笑うと顔がくしゃくしゃになるか
ら。
③いつも患者様のために行動できる看
護師になりたいです！

８病棟 看護師　吉田　登代
①子どもと遊ぶこと、深呼吸。
②	ねずみ男。
　　　家族にたずねると言われ
　　　ました、グレー系の服が
　　　多いから。
　　③皆さんと、一日一日歩んで
行きたいと思います、よろしく
お願い致します。

８病棟	 看護師　山森誠太郎
　①バスケットボール。
　②熊。
	 　体が大きいから。
　③一生懸命勉強します。

８病棟　　		療養介助専門員　川畑　初妃
　　　　　①DVD鑑賞、昼寝、
　　　　　　友達と話す事。
　　　　②サル。
　　　　　うるさい、おしゃべりが好き。
　　③周りの先輩方からたくさんの事を
　　　吸収して身につけていきたい。

８病棟 療養介助専門員　舟木　幸衣
①音楽鑑賞、友達と遊ぶ事、食べる事。
　　②リス。
	 　　ちょこちょこ色々な所にいるか
　　　　ら、ぱっと見、リスに見える
　　　　と言われたので。
　　　③積極的に行動し、細かい所
　　　　まで配慮していきたい。



　みなさんもよくご存知のとおり、脂質はエネルギー源として、また生体の構成成分とし
て重要な役割をしています。今回は脂質の最も基本的な構造である、脂肪酸にまつわる話
題を取り上げてみましたので、どうぞ気楽にご覧になってください。
　血液中の中性脂肪やリン脂質、大部分のコレステロールには必ずこの脂肪酸がくっつい
ています。また、くっつかず、単独で泳いでいるもの(遊離脂肪酸)もあります。脂肪酸は
炭素(C)と水素(H)と酸素(O)の三つの元素で構成されてい
ます。炭素の数や炭素と炭素のつながり方の違いによって脂
肪酸の種類や性質が決まります。炭素と炭素のつながり方は
１本の手でつながっているものと、２本または３本の手でつ
ながっているものがあり、前者を飽和脂肪酸、後者を不飽和
脂肪酸と呼びます。馴染みのあるところではパルミチン酸や
ステアリン酸は飽和脂肪酸、オレイン酸やリノール酸、ドコサヘキサエン酸(DHA)は不飽
和脂肪酸の仲間です。最近この脂肪酸について耳にされた方も少なからずいらっしゃるの
ではないでしょうか。６月の下旬のことです。「米食品医薬品局(ＦＤＡ)は一部の菓子類
やマーガリンなどに含まれ、心臓疾患のリスクを高めるとされるト

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
ランス脂肪酸の原因と

なる油の使用を禁じると発表した。３年間の猶予期間を経て、2018年６月以降は食品へ
の添加を原則認めない」といった内容のニュースが流れました。
　では、トランス脂肪酸とは一体どういうものなのでしょうか。トランス脂肪酸は、マー
ガリンなどを製造する際、液状の不飽和脂肪酸を固形化するために水素添加を施す過程で
発生します。	通常の不飽和脂肪酸の二重結合部位では下の図にあるように、水素が片側
に集まって結合しています。これがシス型脂肪酸(シス＝同じ側)です。炭素同士が連鎖し

ても片側の水素がバラバラに並ぶため
に結合が安定せず、液状で劣化しやす
い構造になります。	ところが水素添
加という化学処理で強引に水素原子を
加えると、炭素の二重結合が単結合に
なり水素原子が反対側に移動します。

これがトランス型脂肪酸（トランス＝横切って）です。水素原子が互い違いの方向に結合し
ており分子がきちんと整列し、安定した構造を持っています。そのため常温でも固体を保
ち、さらに酸化・劣化しにくくなり保存性も高くなります。つまり不飽和脂肪酸であるに
も関わらず、トランス型に変化すると飽和脂肪酸の特徴を持つように変化してしまうので
す。天然の不飽和脂肪酸のほとんどは、炭素の二重結合がすべてシス型です。これに対し、
トランス型の二重結合が一つ以上ある不飽和脂肪酸をトランス脂肪酸と呼んでいます。
　臨床検査の分野ではトランス脂肪酸の測定は一般的ではありませんが、ガスクロマトグ
ラフィーや質量分析
といった測定法を用
いて｢脂肪酸４分画
｣とか「全脂質構成
脂肪酸分画」といっ
た検査が行われています。最初にも触れましたように、脂質は私たちの生体を構成します。
何かと忙しい毎日ではありますが、ファーストフードに偏らないよう、食生活には十分気
を配りながら過ごしたいですね。
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トランス脂肪酸について
研究検査科　横山　　茂

検査のおはなしシリーズ　９



暑い夏を涼しく乗り切りましょう！熱中症が心配なこの時期！
快適に過ごすには・・・
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夏バテ予防の食事 point
①食事は量より質を考えて摂りましょう。
　　食欲がなくても１日３食、胃に負担がかからない消化のよい良質のたんぱく質（卵、肉、
魚、牛乳など）ビタミン（野菜や果物など）、ミネラル（牛乳や海草など）をバラン
スよく、少しずつでもいろいろな種類の食品を摂りましょう。

②香辛料を上手に使って食欲増進をはかりましょう。
　　生姜やわさび、こしょうなどの香辛料、シソ、みょうが、ねぎなどの香味野菜は食欲
を増進します。

③冷たいものを摂り過ぎないようにしましょう。
　　清涼飲料水やアイスなど冷たい飲み物や食べ物をとりすぎると胃腸をこわしたり、食
欲がなくなったりしてしまいます。特に寝る前は控えましょう。

④新鮮な野菜や果物をたっぷり摂り、水分、ミネラルを補給しましょう。
　　太陽をいっぱい浴びて育った夏の野菜は、ビタミン類がいっぱいです。暑くなると汗
と一緒にビタミン類も流れ出てしまうので、緑黄色野菜をたっぷり摂りましょう。

⑤ビタミン B1 補給を忘れずに摂りましょう。
　　夏場は、ビタミン B1の消耗が激しくなり不足しがちになります。不足すると体内に
摂取された栄養をエネルギーに変換できにくくなります。ビタミン B1を豊富に含む
食品は、豚肉、うなぎ、大豆、玄米、ほうれん草、ごまなどがあります。アリシン（ニ
ンニク、ニラ、ねぎ、玉葱など）を含む食品と一緒に食べるとビタミン B1の吸収が
良くなります。

⑥クエン酸は疲労回復に役立ちます。
　　クエン酸（レモン、グレープフルーツ、オレンジ、梅干など）は、疲労の原因となる
乳酸を排出する機能がありますので、積極的にとりましょう。

栄養管理室長　上木千恵子

≪材料≫（２人前）
そうめん …………… ２把
トマト ……………… 大 1個
きゅうり …………… 1/2 本
卵 …………………… 1個
みょうが …………… 1つ
乾燥わかめ ………… 3ｇ
豚ひき肉 …………… 50ｇ
生姜 ………………… ひとかけ
ねぎのみじん切り … 大さじ 2
醤油 ………………… 小さじ 1
みりん ……………… 小さじ 1
酒 …………………… 小さじ 1
味噌 ………………… 小さじ 1

≪作り方≫
①乾燥わかめはぬるま湯で戻して
　おきます。
②きゅうりはせんぎりに､トマトは８つほどに切ります。
　みょうがは斜めに1ｍｍ幅に切ります。
③卵は塩（分量外）を加え、フライパンで焼いて錦糸
卵を作ります。
④卵を焼いたフライパンに油（分量外）をひき、中火
で生姜とねぎを炒めます。香りが出たらひき肉を入
れてさらに炒めます。

⑤	④のフライパンに醤油、みりん、酒、味噌を入れてひ
き肉を味付けします。調味料が馴染んだらできあがり
です。

⑥	たっぷりのお湯でそうめんをゆで、最後は冷水でしっ
かりとすすぎます。

⑦	器にそうめんを盛り、その上に具を盛り付けたらでき
あがりです。

おすすめレシピの紹介（連載第９回）

☆サラダそうめん☆



　医師になってから 3年が経ち、これまで様々な疾患の患者
さんとお会いしましたが、時には病態が解明されておらず有効
な治療法が確立していない疾患の方の担当をさせていただく
こともありました。そのような場合には特に慎重になってご本
人やご家族に説明を行ってきたつもりですが、毎回説明の難し
さを痛感しています。説明の前後で酷く落ち込まれる方や周囲
に当たり散らされる方も多く、退院までの間ほとんど話をしな
くなった方もいました。変な話ではありますがそのようなこと

がある度に「自分で診断し説明したことが果たしてご本人やご家族にとって良かったのだ
ろうか？」と悩んでいました。
　4月からこの医王病院で勤務することになり、大学で担当させていただいた患者さんと
お話しする機会がありました。その時にはご本人も病気を受け入れていたようで、ご本人
やご家族とお話したことで、大変自分勝手な話ではありますがこちらとしては少し救われ
たような気持ちになりました。勿論病気自体が治った訳ではないですし、自分がした説明
がご本人やご家族にとって十分納得できるものであったという訳ではありませんが、この
ことによって「より正確な診断を、より丁寧な説明を」という意識するようになりました。
　医王病院での勤務となってから約半年が過ぎ、色々なことを学ばせていただいています
が、このような経験をさせてもらうことができ感謝しています。今後も神経難病の患者さ
んとお会いすることがあると思いますが、きちんと診断すること、そして病棟ともよく相
談した上で丁寧に説明することを心掛けていきたいと思います。
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「これまでの自分の仕事を振り返って」
神経内科医師　尾崎　太郎
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　2012年に医王病院初の認定看護師として活動を開始し、今年で４年目になります。そ
れぞれ、呼吸ケアサポートチームと栄養管理サポートチームの一員としてチーム医療を
行っています。
　人は呼吸が苦しくなると、生きていくことに脅威を感じると言います。そのため、一日
一日をその方にとって安楽な状態で過ごすことができるよう援助していくことを心がけて
います。当院においても、病気の進行によって人工呼吸器をつけている患者さんが多く入
院されています。不安な状態が少しでも改善するよう、入院中から在宅まで、専門的な知
識をもとに援助してきたいと考え活動しています。(吉田 )
　看護師として、患者さんの「食べたい」という気持ちを支えるために認定看護師になり
ました。食べるという行為が、より安全で食事の時間が楽しいひと時になるよう看護師や
療養介助職の食事介助や口腔ケアの技術向上に努めています。これらのケアの重要性を
もっと伝え、ケアの質を高めていこうと考えています。（浅井）

慢性呼吸器疾患看護認定看護師　副看護師長　吉田　　幸
摂食・嚥下障害看護認定看護師　副看護師長　浅井　瑶子

　毎年５月 12日の看護の日を含む１週間を看護週間とし、全国各地で看護にふれてい
ただくイベントが開催されました。当院におきましても、13日㈬に外来の一画にて健康
チェックや栄養相談を行いました。短い時間ではありましたが、入院や外来患者さん、ま
たご家族と接することができ、日頃抱いている思いや疑問をお聞きする貴重な機会となり
ました。今後も、当院の診療や私たちの看護をお伝えしていきたいと思います。

「看護の日」のイベント
１病棟　副看護師長　岩田　香理
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療育指導室の「輪・和・環」

　療育指導室は児童指導員３名と保育士７名が「輪」をつくり日々業務を行っています。

またブロック内で年に３～４回行われる支部会等にも各々が積極的に参加することで、そ

こでも同職種の皆さんと「輪」をつくりながら情報共有を行い、自己研鑽に励んでいます。

指導室の業務として、児童指導員や保育士としての専門性を生かしながら“日常生活動作

における直接的支援”、“患者様の発達段階に応じた取り組みやレクリエーションの支援”、

“自己実現としての余暇活動・心理的支持”、そしてご家族の支援や連絡等を主に行ってい

ます。

　また、10名の内５名はサービス管理責任者を兼任しており、福祉サービスの一翼を担

う職種として療養介護や医療型障害児入所支援、デイサービス等において個別支援計画を

立てることでＰＤＣＡサイクルの活用と実践に努めています。

　現在、当院の療育スタッフは通所支援に４名と第７重心病棟に２名、その他の各病棟に

は１名ずつが配属されています。療育や行事の運営、個別支援計画の作成や実行にあたっ

ては他職種との連携を行っていくことが欠かせません。他職種からの協力や助言を得るこ

と、イニシアチブをとることに努めていくことで、「環」を大切にしています。

　療育指導室には現在 20代が５名、50代が５名と親子のような年齢差で職員が在籍し

ており、それぞれが個性豊かです。福祉職として患者様に楽しい時間を提供する部署であ

るためには、我々自身がより一層、“「和」気あいあい”とした雰囲気の中で、互いを刺激

し合い高め合う集団であるべきだと考え、日々模索中です。今年度からは、他病棟の取り

組み内容を知ること、困りごと等を共有・相談していくことを目的として、月に一度行っ

ている指導室会議の中に研究発表の時間を取り入れています。まだスタートしたばかりの

取り組みですが、有意義な時間にしていけるように今後も続けて行きたいと思います。

療育指導室長　高筒　秀一
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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、病院訪問教育があり、
希望に応じて進学・就労などの進路指導も行っています。

入院中の子どもたちも
　　継続的な教育が受けられます！

　平成27年６月19日(金）
　第41回運動会が行われました。
　今年も紅組対白組の対抗戦でしたが、
競いながらも学部を超え、みんなが楽
しめる競技で盛り上がりました。

　何と！カーリングは25年続く
　伝統競技です。

　医師、看護師の
方々には大変お世話に
なりました。
ありがとうございました。
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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27年８月31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》
　夏日の日が続いておりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。
　例年、熱中症対策について、ニュースでもよく目にしますね。まずは睡眠をしっかりとって、水分補給
など定期的に行いましょう。外出の際には、水分を持って出るとよいですね。
　今後も皆様に楽しんでいただけるニュースを提供していけるよう心がけていきます。
	 病院ニュース編集委員会

職員募集 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
(小児科のみ）

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～ ４：30
診察時間/午後３：00～ ５：00
（予防接種の方は午後３：00～４：30）
※午後の一般内科は休診です

●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 池田 島 髙橋 島 池田

神経内科 髙橋   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 望月 望月 望月 望月 （休診）

診療科 月 火 水 木 金

午前 一　般 中村 辻 関 丸箸 大野

午後 一　般 脇坂 伊良部 谷内 山田
（伊良部） 横井

【休 診 日】土曜・日曜、祝日

＜小児心身症＞ 関・大野
＜言　語＞ 中村・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・脇坂
<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

この印刷物は、E3PAのゴールド
プラス基準に適合した地球環境
にやさしい印刷方法で作成され
ています
E3PA：環境保護印刷推進協議会

駒井
本崎

石田
島（1.3週）

駒井
池田

５月末日現在空床状況 重心病床 筋ジス病床 小児・神経筋病床
35床 10床 ８床 17床


