
私 達 の 信 条
私達は、患者さんにいつも愛と思いやりの心で接します。

私達は、国の担うべき医療を提供し、地域に親しまれる病院を目指します。

私達は、質の高い医療を提供し続けていくために日々研鑽いたします。

私達は、医療の進歩に貢献するために臨床研究を推進します。

私達は、互いに協力し、働きがいのある明るい職場作りに努めます。

着任のご挨拶･･････････････････････････２・3
出前講座･･････････････････････････････････4
七尾病院 新築記念祭･･･････････････････ 5・6
お散歩したくなる廊下づくり････････････････7

「里の春」橋本義則（七尾美術作家協会会員）
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　この４月から七尾病院副看護部長として赴任してまいり
ました。昨年度までは加賀の石川病院に師長として勤めて
いました。今年度から役職が変わり、不安な気持ちで七尾
病院に来ましたが、看護部長さんをはじめとしてスタッフ
の皆様に温かく迎えていただきました。七尾病院で働くの
は初めてですが、同じ北陸の独立行政法人国立病院機構な
ので、顔を知っている師長さんなどもいて少し安心しまし
た。七尾病院の副看護部長として、患者様により良い看護が提供できるようにしていきたいと
思います。また、最近は特に働き方改革といわれ、医療スタッフのワーク・ライフ・バランス
が少しでも良くなるように、一緒に考えていきたいと思っています。
　こちらに来る前に、七尾に移動となると伝えると、皆から「食事が美味しいよ」と言われて
来ました。カキの時期には加賀から七尾に毎年来ていると話す人もいたので楽しみにしていま
す。お勧めの場所などがありましたら教えてください。

　平成31年４月１日付けで診療放射線技師長として着任
いたしました吉川貴之と申します。出身は愛知県名古屋市
で、前任は愛知県の豊橋医療センターでした。私は今まで
救急中心の慌ただしく検査をする病院で働くことが多かっ
たのですが、本来は患者様のお話を聞きながらじっくり検
査ができるような「患者さんに寄り添った医療」を理想に
考えていました。そのため、地域に密着し患者様にいつも
愛と思いやりの心で接する事を信条とする七尾病院に勤務
させていただける事に大変嬉しく思っております。まだ着任して間もないのですが、患者様を
はじめ職員の皆様がやさしく声をかけてくださる毎日に充実した日々を過ごさせていただいて
います。今後は診療放射線技師として、より有用な検査結果を診療科にお届けし患者様の目線
に立った検査を心がけ、精一杯頑張って行きたいと思っています。初めての七尾病院勤務では
ありますが、妻が能登町の出身で子供が小さい頃は帰省のついでに能登島でキャンプをしたり
して能登半島で遊んでいましたので、七尾病院に勤務させていただける事に「ご縁」を感じて
います。そんな私の趣味は魚釣り（へっぽこルアーマン）とマラソンで、外で遊ぶ事が大好き
です。仕事に慣れましたら能登の大自然を満喫したいと思っております。人と接することが好
きで、おしゃべり好きな寂しがり屋ですので、院内で見かけられましたら気軽に声をおかけく
ださい。では、皆様これから宜しくお願いいたします。

副看護部長　南 茂　一 枝

診療放射線技師長
　吉 川　貴 之

着任のご挨拶
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　昨年の10月より調剤主任として勤務させていただいて

おります戸水尚希と申します。金沢市出身で、金沢大学を

卒業後、金沢医療センターで５年半勤務しておりました。

金沢医療センターでは調剤業務や病棟業務、治験業務を担

当しておりました。七尾病院では調剤主任という肩書きで

すが、業務は調剤のみでなく、病棟の患者様に対する薬の

説明や副作用症状の確認、薬の飲み合わせが悪くないかの

確認等も行っております。

　私事ですが、趣味はスポーツ観戦や体を動かすことです。最近では金沢のプロバスケットボー

ルチーム”金沢武士団”にはまっています。創設４年目と新しく、１部リーグ昇格を目指して

戦っているチームです。バスケットボールは近距離で観戦ができ、ボールの振動やプレーの迫

力が観客席まで伝わってきます。また、会場の派手な演出も魅力の一つです。七尾市では七尾

総合市民体育館でも試合が行われておりますので、ご興味のある方は是非観戦してみてはいか

がでしょうか。

　今後ともよろしくお願い致します。

　平成31年１月より言語聴覚士として着任しました前田

と申します。今回神奈川県にある系列の病院からの異動と

なりましたが実家が富山県にあり実質Uターンとなりまし

た。以前の病院は急性期病院であり、診療科も多少異なる

ので最初は戸惑ってしまうこともありましたが、現在まで

多くの方々に支えられ無事に春を迎えることが出来ました。

　能登に関しては、神奈川県に在住していた頃から連休等

になると、よく釣りをしに訪問していたことや遠方の友人が来るとドライブにも出掛けており

とても馴染みが深いです。また普段相模湾等で釣りをしていましたが、能登の海はとても自然

豊かな環境で魚が多くかつ大きいという印象がありここで生活していくとは釣り人としても恵

まれていると思っています。食べ物も美味しいのでその辺も開拓し楽しんでいきたいところで

す。

　当院での言語聴覚士の業務についても切磋琢磨し取り組んでいきたいと思っておりますので、

今後とも宜しくお願い致します。

調剤主任　戸 水　尚 希

言語聴覚士　前 田　洋 平



－ 4 －

ほほえみ 第45号

講　　　師 講座
番号 講　　　座　　　名

院　長　呼吸器内科
　（藤村 政樹）

1 長引く咳と痰
2 息切れ

副院長　神経内科
　（横地 英博）

3 パーキンソン病について
4 脳卒中について

特命副院長  呼吸器内科
　( 安井 正英 ) 5 いろいろな肺炎について

診療部長　内科
　（陳　文筆）

6 大腸がんについて知っておこう
7 胃癌について

小児科医師　
　（泉　達郎）

8 発達障害の診断と支援
9 てんかんの診断と治療・薬剤選択の基本

10 能登の少子高齢過疎化対策
～こどもを産み育てやすい街となるために七尾病院からの提案と実践～

神経内科医長
　（森永 章義） 11 物忘れの初期診断について

研究検査科長
　（橋井 美奈子） 12 手足のしびれについて

内科医師
　（堂下　隆） 13 結核とはどんな病気？

ペインクリニック内科医長
　（高澤 雅至）

14 骨粗鬆症とロコモティブシンドローム
15 高齢者の腰痛と膝痛について
16 骨粗鬆症と食事・運動療法

老人看護専門看護師
　（田本 奈津恵）

17 病気になりにくい体づくり～フレイルってしっていますか～
18 高齢で介護を必要としている人とのより良い暮らし方
19 最期まで自分らしく生きる　～食事が食べれなくなった時～

院内認定 神経難病看護看護師 20 パーキンソン病の方が在宅で過ごすために

薬　剤　師 21 高血圧薬について
22 糖尿病薬について

理学療法士 23 転倒予防について（※内容はご相談に応じます）
24 腰、膝に負担のかかりにくい身体の使い方について（※内容はご相談に応じます）

作業療法士 25 認知症予防について（※内容はご相談に応じます）

言語聴覚士 26 食べることのしくみについて
27 発音のしくみについて

管理栄養士 28 高齢者向き手軽にできる簡単レシピの紹介
29 うす味でも美味しく食べられる料理法の紹介

放射線技師 30 放射線と画像診断～放射線て何？、病院で使っているの？～

＜申し込み方法＞
　連絡先：国立病院機構　七尾病院　地域医療連携室まで
　　　　　　電話　　０７６７－５３－１８９０　（代表）　
１）下記に記載されている講座名の中から、お好みのテーマをお選びください。  
２）日時調整：要望にできる限り添えるようにしたいと思いますのでまずはご相談ください。
３）費　　用：無 料

　国立病院機構　七尾病院では、地域の皆様との交流、健康づくりのお手伝いとして、2013年から
当院職員による出前講座を用意し、2019年も次の講座内容のとおり行います。地域の皆様との交流
を深めるとともに、当院へのご理解を深めていただくような講座となれば幸いです。知りたい､聞い
てみたい講座がありましたら、皆様の地区やグループ、団体等に伺って講座を開催いたしますので、
どうぞお気軽にご相談ください。

国立病院機構七尾病院　出前講座

2018年度は13件の実績
があります。どの講座も
地域の方にわかりやすく
説明いたします!!
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七尾病院 新築記念祭

地図

参加無料

主な催しもの
● スタンプラリー ● 栄養相談 ● 手洗い体験
● 健康測定（肺年齢・血管年齢・骨密度など）
● 白衣で写真撮影 ● お薬お仕事体験 ● 演舞
● ハンドマッサージ ● 病院食展示・試食
● リハビリ体験 ● 福祉器具体験 ● 音楽演奏
● 身体機能測定 ● 工作体験 ● 各種展示
● 太鼓演奏 ● 音楽演奏 ● 飲食模擬店など

この度、病棟に続き、管理・外来診療部門の全面建替工事を完了し、

新たな令和の時代幕開けとともに、リニューアルオープンします。

地域の皆様には、新装となった病院をご覧いただきたく、ふれあい

の場として記念祭を開催いたします。健康や医療に関する事など見

て聞いて体験していただけます。他にも模擬店など企画がいっぱい

ありますので、どうぞお気軽にお越し下さい。

2019.6.1(土) 10:00～14:00

国立病院機構 七尾病院
石川県七尾市松百町八部３‐１
〒 926-8531 ☎ 0767-53-1890
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処置室

検査部門
WC

医事室
地域医療
連携室

‥‥ ※入室をご遠慮願います

リハビリテーション棟

WC

病棟 ｴﾚﾍﾞｰﾀ

※入室をご遠慮願います
ｴﾚﾍﾞｰﾀ

問診室
相談室

時間外受付

飲
食
模
擬
店

観客席

ステージ

多目的室
売店

自販機

案内所
車椅子

ATM

正面玄関

飲
食
模
擬
店

屋外ステージ　10時30分頃～12時00分頃

七尾病院　新築記念祭イベントマップ

（車寄せ）
院内イベント　10時～14時

院内イベント　10時～14時

飲食模擬店　10時～　※先着100食、無くなり次第終了します

相談室

（園庭）

ｴﾚﾍﾞｰﾀ

内視鏡室薬局

放射線部門

階段

（池）

給食部門

診察室
①

② ③
④⑤⑥

⑦
⑧
⑨
⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

⑪ 写真等美術展示 事務

⑫ ちびっこリハビリコーナー（ポニースイング体験） ОＴ

⑬ 身体機能測定（転倒危険度チェック等） ＰＴ

⑭ 福祉機器で遊んでみよう（福祉機器・ゲーム体験） ОＴ

⑮ バルーンアート（工作体験） 療育

⑯ キーホルダー工作（工作体験） 療育

赤飯 ・ めった汁お祝いグルメ

焼きビーフン・台湾風ねぎ焼き・

タピオカミルクティー・台湾茶
台湾グルメ

① 院内スタンプラリー 看護

② 骨密度測定（健康測定） Ｘ線

③ 肺年齢測定・血管年齢測定（健康測定） 検査

④ 手洗い体験 看護

⑤ 白衣でパチリ！（写真撮影） 看護

⑥ ハンドマッサージ 看護

⑦ お薬お仕事体験 薬剤

⑧ 栄養相談コーナー（健康相談） 栄養

⑨ 病院食メーカー展示（試食） 栄養

⑩ 当院開発レシピ食品（展示・試食） 栄養

10:30頃～  西湊鬼楽太鼓

11:00頃～  Ki-mamaカルテット（音楽演奏）

11:30頃～  よさこい演舞
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　療育指導室には児童指導員・保育士が働いています！私たちは誕生会などの院内行事、バス遠足
などの院外行事を企画したり、毎日の療育活動も行っています。そんな中私たちは、患者様が日々
の病棟生活を通して、少しでも快適で過ごしやすい空間作りが大切だと感じています。春夏秋冬を
当たり前に感じ、さまざまな四季の変化に喜びを味わえるようにと、病棟内の飾りつけにも力を入
れています。今回はそんな“お散歩したくなる廊下”を目指した１階病棟の様子をご紹介したいと
思います。
　病棟で過ごされる患者様が少しでも“季節”を感じるには・・・保育士が壁面などを作ることは
ありますが、見て楽しめるように５月にはやっぱりこいのぼり！実際に外に飾るような２m近くあ
る大きなこいのぼりをドーンと廊下の天井から吊るします。これは、車椅子に乗っている患者様の
目線に自然と入りやすいように天井に飾る工夫をしています。病棟全体に大きなこいのぼりがイキ
イキと泳いでいる姿は圧巻です！！廊下だけではなく、患者様が日中の多くを過ごすデイルームに
は、本物の鎧兜を飾ったり、12月にはクリスマスツリー、３月にはひな壇飾りなど、本物に触れ
る機会をつくり、ぐっと雰囲気も変わるので新鮮です。
　また、患者様の作品も飾っています。療育の中で季節感を取り入れた製作活動をし、その作品が
廊下に並びます。お正月には書初め！職員と一緒に筆を持ち、真っ白な半紙に墨を入れます。ご本
人のペースで書きたいままに書いてもらいます。患者様一人ひとりの、味わい深い芸術作品がたく
さん仕上がります。仕上がった作品を飾るとやはり、自分が作った！という気持ちもあり、身近に
感じていただけるようで、普段よりさらに壁や天井に目線がいくように感じます。また、面会のご
家族や職員からも「へぇ～こんなんして書けるんやね！」「すごーい！」ととても大好評です。
　普段当たり前に感じる“季節”も、患者様にとってはとても大切な体験のひとつです。季節の移
り変わりを病棟の中にいても感じていただけるように、また、どんな飾りかな？と、廊下をお散歩
することが１つの楽しみとなってもらえるように、これからもさまざまな工夫をしていきたいと
思っています。

療育指導室 保育士　百　万　有　加

お散歩したくなる廊下づくり

＊教えてください＊
　私たちの行事の一貫でバス遠足があり
ます。毎年恒例となっているのですが、行
き先が限られてきており、新しくお出かけ
できる場所を探しています。車椅子でも
安全に楽しく出かけられるような場所を
ご存知の方はお気軽にお声かけください。
　また病院へ出向いてコンサートやレク
リエーション活動をして下さるようなボ
ランティアの方も募集しております。ぜ
ひ情報をお待ちしております♪
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七尾病院前

職員募集！

　春になり転勤などで新生活を始められた
方も多いのではないでしょうか。この時期
は出会いと別れの季節でもあり、寂しさと
ワクワクが交差する時でもありますよね。
七尾病院にもたくさんの新人さんがやって
来てくれました。フレッシュな風に良い影
響を受けて、パワーアップした七尾病院「令
和時代」も頑張っていきますのでよろしく
お願いします！

医療社会事業専門員　近藤　洋平

■医療法病床　239床
■標榜診療科
内科、神経内科、呼吸器内科、循環器内科、消化器内科、
小児科、ペインクリニック内科、リハビリテーション科

ご希望の方は、お気軽にご連絡ください。
を募集しています

児童指導員（パート）・保育士（パート）
作業療法士・言語聴覚士

独立行政法人国立病院機構七尾病院　
（0767）53－1890　（内線1104）問い合わせ先

※ 初めて外来診察を希望される方は、お手数でも事前に当院
　 外来受付まで連絡願います。TEL 0767-53-1890(代表)
※ 小児期の予防接種はじめ各種予防接種を行っております。
※ 呼吸器科は予約診療のみとなっています。診察ご希望の方は
　 事前にお問い合わせ下さい。
※ 小児科の小児神経外来をご希望の方は事前のお問い合わせを
　 お願いします。

8：30～16：00
8：30～17：00

区分・時間 月 火 水 木 金

呼吸器
内科

午前
藤村

(初診のみ)
安井

藤村
(初診のみ)
安井

藤村
安井
土島

藤村
(初診のみ)
安井

午後 藤村 藤村
神経内科
＊オンコール 午前 横地 横地 横地 森永 森永
内　科 午前 横地 橋井 陳 森永 堂下
消化器
内科 午前 陳

(初診のみ) 陳 陳
(初診のみ)

小児科
午前 泉 泉 泉＊1 泉＊1

押切 押切

午後 押切 押切 泉＊1 泉＊1

押切
内科
(皮膚)

10:00
～
11:30 山口 藤村啓

10:30 ～ 15:00 藤村啓 渡部 平川

ペイン
クリニック
内科

午前 髙澤 髙澤 松島 髙澤 髙澤
午後 松島（第２）

髙澤
松島

（第４）

循環器内科 午前 佐伯
泉＊1：小児神経・発達障害

児童発達支援センター５月開設予定


