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　皆さんは心房細動という言葉をご存じでしょうか？
　文字通り　心臓が細かく震える、脈をとってみると、不規則に脈が触れる、あるいは触
れたり触れなかったり。
　心房細動を確かめるには、心電図検査が１番です。心房細動を説明する前に心臓につい
てお話しします。

心臓は電気で動くポンプのようなもの
　心臓の大きさは握りこぶしよりやや大きく、250グラム
から350グラムで、右心房、右心室、左心房、左心室の４
つの部屋があります。この４つの部屋が規則正しく収縮と
拡張を繰り返し、いわゆるポンプの役割を果たして、酸素
と栄養を体のすみずみにまで送り届けています。

心臓の電気回路～刺激伝導系
　このポンプの機能を支えるているのが、心臓の電気回路「刺激伝導系」です。
　図１のように右心房の上方にある洞結節から発生した電気信号は、房室結節　ヒス束、
それから左脚、右脚に分かれ、プルキンエ繊維に伝わり、それぞれの心筋細胞を興奮させ、
心臓全体を収縮拡張させるのです。

不整脈と心電図
　この電気信号の発生や伝達に異常があると、不整脈が発生し心臓のポンプ機能が障害さ
れます。心電図は心臓の電気信号をとらえて波の形に表したものなので、その心電図をみ
れば、不整脈のタイプがわかります。
　心房細動は不整脈のひとつですが、図２のように、さざ波のたったｆ波が現れるのが特
徴です。

心原性脳梗塞
　心房細動が起こると、洞結節からの電気信号が始まらず、心房内のいたるところで、電
気信号が発生し、心房全体が小刻みに震え、規則正しいポンプの働きができなくなるので
す。結果として、血液の流れが悪くなって、血液がかたまりやすくなり血栓が作られてし
まうのです。そして、この血栓が脳にまでながれ、血管を閉塞すると、脳梗塞を起こして
しまうことになります。これが心原性脳梗塞です。
　近年、心房細動と心原性脳梗塞との関係が注目され、高齢者の心電図検査の重要性が増
しています。
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不整脈にご注意を～心房細動について
研究検査科　泉　真理子

検査のおはなしシリーズ　10
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身近な不整脈のチェック方法としては、左図のように３本の指をそろえ
て、矢印の部分を約15秒間押さえて、脈が規則的に打っているか確認
することをお勧めします。

図１

正常心電図 図２



　寒くなると、風邪が心配になりますね。風邪は、ウイルスによって起こります。栄養や
休養を十分にとり、ウイルスに負けない、免疫力のある体をつくりましょう。
　免疫機能を強化するキーワードは、「たんぱく質」「ビタミン」「ミネラル」です。
　「たんぱく質」はバランスよくアミノ酸を含んだ肉、魚、乳製品に多く含まれています。
　「ビタミン」は粘膜を強化するビタミン A、代謝機能を高めるビタミン B、抗酸化作用
のあるビタミン C 等があり、多く含まれている野菜やフルーツをたっぷり摂ると良いで
す。
　「ミネラル」は 亜鉛・鉄・カルシウム等があり、これから旬を迎える牡蠣は亜鉛をたっ
ぷり含んだミネラルの宝庫ですが、ノロウイルスには要注意！
　「たんぱく質」「ビタミン」「ミネラル」が含まれた食事を摂取しましょう。そしてもちろん、
外出後の手洗いと、うがいの習慣も忘れないように！
　しっかり予防して、今年の秋・冬は、元気な毎日を過ごしましょう！

風邪予防には、おいしく食べて免疫力UP！
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主任栄養士　嶋田　文子

≪材料：４人分≫
　・水………………………1000ml
　・顆粒だし★……………大さじ 1
　・コチュジャン★………大さじ２
　・みそ★…………………大さじ２
　・醤油★…………………大さじ１
　・みりん★………………大さじ２
　・白菜キムチ★…………２００g
　・豚肉……………………１００g
　・あさり ( むき身）……１パック
　・油揚げ…………………２枚
　・豆腐……………………１丁
　・春菊……………………１束
　・ねぎ……………………１本
　・きのこ類………………お好みで

≪作り方≫
① 鍋に水を入れて沸騰させ、★を入れる。

（コチュジャンやキムチでお好みの辛
さに調節してください）

② 再沸騰したら食べやすい大きさに切っ
た具材を入れて、具が煮えたら完成。

おすすめレシピの紹介（連載第10回）

風邪を撃退！
身体ぽかぽか簡単キムチ鍋
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お鍋は野菜、肉、魚を一度にたくさん

食べられるお得なお料理です。栄養満

点のお鍋で風邪を撃退しましょう!!



　今年度から医王病院に勤務させていただいている神経内科
の島綾乃と申します。
　これまで急性期病院や大学病院の様な特殊な病院で働いて
きたため、医王病院の様な慢性期の病院には初めて勤務させて
いただくこととなりました。急性期病院や大学病院では検査や
診断や最初の治療が終了すれば他のリハビリ病院・慢性期病院
等に転院していただいたり、外来担当の他の医師におまかせし
たりと、長期間患者さんとお付き合いさせていただく機会があ

まりありませんでした。医王病院に来て初めて、本当の意味で患者さんと共に今後のこと
をゆっくりじっくり考えていく診療をさせていただいております。
　現在私の祖父もレビー小体型認知症の薬剤調整目的に医王病院に入院中で、私が主治医
をさせていただいております。2014 年に入り急激に認知機能低下や運動障害が進行し、
それまで入居していた施設では限界となり、途方に暮れていたところ急遽医王病院に入院
させていただきました。私も家族も本当に助けられました。祖父は「ぼけて何もわからん
くなったら綾乃ちゃんにみてもらうちゃ」と常々言っておりましたので、祖父孝行はでき
ているのかなと思っております。今では食べることが唯一の楽しみとなっているようなの
でできるだけ長く食べさせてあげたいと考えております。
　祖父も含め、患者さんの生きる糧となっている「食べたい」「散歩したい」「家に帰りた
い」といった様々な御希望をできるだけ実現できるよう尽力させていただきたいと日々考
えております。そしてその実現のために皆で頑張っていける場が医王病院であると思って
おります。
　何かと皆様に助けられてばかりいる毎日ですが、精いっぱい頑張らせていただきますの
でこれからもどうぞよろしくお願いいたします。

Iou hospital new
s

診
療
部
だ
よ
り

「これまでの自分の仕事を振り返って」
神経内科医師　島　　綾乃
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10月行事「ハロウィンパレード」
児童指導員　池廣　篤哉

　10 月 30 日に１病棟で行事「ハロウィン」を行いました。
　ハロウィン本番までの間にお楽しみ会を創作活動の時間として、オリジナルな紙袋や小
道具（旗、槍や杖など）を準備してきました。
　当日は児童たちが仮装して、「Trick or treat（お菓子をくれなきゃイタズラするぞ）」
を合言葉にカウセリング室、リハビリ室、医王特別支援学校職員室、1 病棟と順番に周っ
ていきました。
　日々関わりのある方（心理療法士、理学療法士＆作業療法士、学校教員、担当医師、
MSW）たちからお菓子をもらい、一緒に記念撮影を行うなどの交流を通して、心温まる
活動ができました。
　また MSW からお誘いをいただき、8 病棟入院中の児童たちと交流の時間（歌の披露
や記念撮影）をいただき、お部屋の中は笑顔が溢れ、ハロウィンを大いに楽しみました。
　実は当日前まで仮装に消極的な児童もいましたが、当日遠慮がちに仮装をしつつもパ
レード中はニコニコな笑顔が見られ、楽しんでいる様子で過ごされていました。
　今後も今回のような笑顔が広がるような行事活動を続けて行っていきたいです。
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　私は、平成 26 年 7 月から今年 2 月まで石川県立看護大学の感染管理認定看護師教育
課程を終え、認定試験に合格し、7 月より当院にて感染管理認定看護師として専従活動を
しております。
　『感染管理認定看護師』は、入院・外来・在宅の患者さん、ご家族、面会に来られる方、
医療従事者、委託業者、実習生・教員、病院環境を対象に、専門的な知識と技術を用いて、
感染に対するリスクを最小限に抑えることを目的に、正しくかつ効率的な感染管理を計画、
実践、評価し、提供するサービスの質の向上を図るという重要な責任を担っています。ま
た、他施設との情報交換や研修の企画・運営など、お互い協力し合いながら有効な感染予
防対策に努めています。
　昨今、テレビのニュースで、新型インフルエンザ、鳥インフルエンザ、デング熱、エボ
ラ出血熱など、耳慣れない感染症の名前を聞くことが多くなってきました。また、冬季に
はインフルエンザやノロウイルスが流行し、施設での蔓延や学級閉鎖など各地で多くの
人々が罹っています。そのため、最新の感染症情報を入手し、皆さんが感染しないように
速やかに対策を講じ、もし感染を認めた場合は、広がらないように防止策をとります。
　菌やウイルスは目に見えるものではありません。感染の予防と拡大防止のため、医師、
看護師、薬剤師、検査技師を中心に 1 つのチームとして、院内各部署を見て回り、清潔
な環境が保たれているか確認しています。また、職員が正しい感染予防行動がとれるよう
研修会を開催し、教育や指導を行っています。各部署からの相談も徐々に増え、随時対応
しています。職員が、これまで以上に感染対策の意識を持ち取り組むことができるよう体
制を整えていきたいと思います。
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感染管理認定看護師として
副看護師長　池下　聖子
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七夕行事
５病棟看護師長　八反　美子

　｢七夕の会｣ は、患者さんが毎年楽しみにしてくださっている行事の一つで、今年も 6
月中旬よりみんなで準備を行いました。この時期は、近隣の中学生が職場体験に来られ、
患者さんと一緒に折り紙で星やリング、提灯を作り、願い事を書いた短冊とともに笹に飾
りつけていました。その際、「この辺りでいい？」「何を飾ろうか？」など、患者さんの表
情は真剣そのもので、中学生も患者さんの希望に添うよう一生懸命手伝ってくれていまし
た。徐々に、笹が色鮮やかな飾りで彩られていくと、患者さんの表情も和らぎ、中学生と
ともに笑顔で喜ばれている様子が印象的でした。私たち職員も足をとめ、きれいに飾られ
た笹を見上げ、心穏やかな気持ちとなり、日本に伝わる季節行事の大切さを改めて実感さ
せられました。また、｢七夕の会｣ に参加することが難しい患者さんには、中学生ととも
に病室を回り、願い事をお聞きし短冊に代筆しました。お孫さんの大学合格祈願やご家族
の健康、夢、趣味の上達など、心のこもったものばかりで、患者さんの優しさや家族への
思いを強く感じました。
　今年は、7 月 8 日に ｢七夕の会｣ を開催し、みんなで七夕の歌を歌い、短冊に書かれ
た願い事が叶うよう一つ一つ心を込めて読み上げました。その他、カラオケやボーリング
などを行い、患者さんも職員も楽しいひとときを過ごすことができました。
　今回、四季折々の行事の大切さを再認識することができ、今後さらに余暇活動の充実に
向け、職員と取り組んでいきたいと思います。
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放射線科の「輪・和・環」

　MRI 装置導入時より医療機器（CT、MRI）の共同利用を行ってまいりましたが、はや
10 年が経とうとしています。開始時に作られた予約システムは、利用していただいてい
る先生、患者さまの意見、要望や共同利用に係わる他部門との兼ね合いにより、これまで
何度も変更を行ってきました。変更により利用者さまにはご迷惑をお掛けすることも多々
あったと思いますが、開始時より、患者さまには待ち時間の少ない予約システムとして開
業医での初診から検査読影診断までを 1 日で行うことが出来るよう努力しております。
　今後も利用者さまのニーズに合った予約システムにしたいと考えておりますので、ご意
見をお寄せください。また、CT、MRI のみならず、先生方が必要とされる一般撮影、骨
密度検査もお受けできます（一般撮影、骨密度検査は結果のみ）。CT、MRI 検査依頼時
に職員にお伝えください。
　現在の予約システムは以下の通りです。

【予約システム】

放射線科　上見　太介

電話予約 インターネット予約
予約方法 076-258-1180（内線1600） C＠Rnaシステム
受付時間 ●月曜日～土曜日　9：00 ～ 17：00

●当日予約～検査も可能
　（土曜日は予約のみ）

●検査前日まで24時間予約可能

検査時間 ●月曜日～金曜日　9：00 ～ 17：00
●土曜日　9：00 ～ 12：30

●月曜日～金曜日　9：00 ～ 17：00

情報提供 『医療情報提供検査依頼用紙』 をFAX
してください｡ （076-258-6745）
用紙は当院よりお送りします（ホー
ムページより印刷も可能です）。

C@Rna予約画面に必要事項を入力
してください（送迎の有無は必ず記
入をお願いします）。

予約完了 『医療情報提供検査依頼用紙＿予約
用紙患者様用』を患者様にお渡しく
ださい。

『検査案内状』を印刷して、患者様
にお渡しください。

読影結果
報告書

検査翌日以降に郵送及びFAXにて対
応いたします。
緊急読影は緊急の処置・治療を要す
る急性期の疾患・病態で、放射線診
断読影医による読影が必要な場合に
限られています。

（NPO北陸画像診断支援センターに
依頼）

検査翌日以降にC@Rna画面にてご
覧いただけます。

画像 検査後、患者様にお渡しいたします。
出力CD-Rには、Array AOCビューワをインストールしています。

○当日検査・土曜日検査は電話のみにてお受けしております。
○造影検査は火曜日午前（9：00 ～ 11：00）の予約枠にてお受けいたします。
○患者様の送迎で車椅子・ストレッチャー等特殊車両が必要な場合は電話にて確認してください。
○ C@Rna での予約方法は予約カレンダー表示の画面にあるマニュアルを参照してください。
○土曜日はお会計（検査料金）ができませんので翌週に請求書を郵送させて戴きます。
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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！

　本校体育館で今年度２回目の交流会が
行われました。今回はオカリナ奏者の小
山さんによる演奏会で優雅な午後のひと
ときを過ごしました。
　オカリナ体験コーナーでは、体験用の
オカリナが配られ、みんなで「キラキラ
星」の合奏をしました。きれいなハーモ
ニーが体育館に響き渡りました。

　高等部3年C組水下君の授業を紹介し
ます。自立の授業では、HTMLやCSSを
学習しており、現在学校ホームページの
「生徒のページ」を新たに作成していま
す。完成するとホームページにアップ
ロードする予定です。
　みなさんおたのしみに！

分教室・デイケア
交流会

H27.11.５㈭
授業の様子（高3C）

「完成予想図」 「授業の様子」

　11月１日㈰～11月７日㈯の「いしかわ教育
ウィーク」期間に授業公開が行われました。また、

11月６日㈮には公開研修会、学校説明会などが行われました。
　研修会では昨年に引き続き金沢星稜大学の寺井弘実教授より、「不登校の児童生徒
の理解と対応」と題し、講演をしていただきました。今年はさまざまな相談事例を中
心に演習なども交えた内容で、金沢市内の中学校や地域の方の参加もあり、関心の高
さが伺えました。
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Iou hospital

～ 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
・IR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12月15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》
　病院の念願である「第２の入口」の工事が始まった。夏場は用水を止めることができないためこの時期
となったが、今期は降雪も少なく日々順調に進んでいる。新しい道が、新たな利運を交流に繋げることを
期待したい。
 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

12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


