
秋も深まり、もうじき冬がやってきます。季節の変わり目では体調を崩しやすいので、暖かくして風邪をひか
ない様にして過ごしましょう。

（新聞委員一同）

▶▶▶ ケアマネジャー　川端　雄太 さん
かわばた ゆう た
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ケアマネジャーの川端です。主に地域で暮らす高齢者やそのご家族のサポートを
行っています。介護保険に関するご相談があれば、お気軽にお問い合わせください。

さて、僕の趣味である自転車について少し。20代半ばの頃、友達に「おもしろ
いから！」と自転車でBBQに行こうと誘われたのがきっかけでした。
「なんで自転車で？車あるし…。」という気分で、完全に車に依存していた僕は渋々

参加しました。しかし、いざやってみるとおもしろく、自転車の楽しさを知り今で
は欠かせない趣味となりました。最近は、キャンプ道具を積んで走るキャンプツー
リングにハマっています。

来年は、友達と自転車をフェリーに積んで離島を旅する
計画を立てています。まだ先の話ですが、あっちの島が
いいとかこっちの島がいいとか色々リサーチする段階から
盛り上がっています。

僕には2人の息子がいますが、長男が「ぼくもキャンプ
にいきたい！」「じてんしゃのりたい！」とせがむようになりうれしく思います。もう少し大
きくなったら一緒に楽しめればと思います。

『日本体育協会公認アスレティックトレーナー
　　　　　　　　検定試験に合格しました！』

秋号

日本体育協会公認アスレティックトレーナー・柔道整復師　中島　恵

医事課　弥上 明日香

平成28年度の日本体育協会公認アスレティックトレーナー養成講習会を受講
し、無事合格する事が出来ました。

日本体育協会公認アスレティックトレーナー（以下AT）とは、「スポーツドクター
及びコーチとの緊密な協力のもとに、競技者の健康管理、障害予防、スポーツ外傷・
障害の救急処置、アスレティックリハビリテーション及びトレーニング、コンディ
ショニング等にあたる者」と定義されています。つまりATは医学的診断・治療を行
うドクターと、技術・戦術面の指導を行うコーチとの間を取り持つのパイプ役とな

り、障害予防・救急処置・リハビリテーションなどの幅広い健康管理を行う医科学スタッフとして競技者のコン
ディションを最良の状態にするための環境を作る事が役割となります。現在石川県では19名のATが存在して
おり、その内の2名のATが当院に在籍している事になります。

ATの資格を取得するには大学や専門学校を卒業し取得す
る方法と、今回自分が受講した養成講習会を受講する方法が
あります。養成講習会では1週間程度の講習会が全部で7回、
その後の筆記試験合格者には総合実技試験が行われ、全てパ
スすることで取得出来ます。仕事と勉強の両立はなかなか大
変で、試験では先に取得した国家試験よりも緊張して自分の
心臓の拍動で体が前後に揺れているのではないかと思うほど
でした。これを全て乗り越える事が出来たのも当院の職員と家族の支えがあったからこそだと思い深く感謝し
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この資格取得に慢心することなく、ここをスタートラインとし
て患者さんや選手、地域から国益へと貢献出来るように今後も努
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ご意見箱に待ち時間が長いという意見があり、患者さんの待ち時間をゼ
ロに近づけるための取り組みとしてインカムを導入しました。
インカムとはヘッドフォンとマイクが１つになっている機器で、受話器を
持たずにインカムを装着している者同士で通信できるものです。平成28
年12月から事務４台、外来医局２台、看護師２台、放射線科１台導入され
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し声掛けする事で、患者さんの待ち時間を少しでも減らせるように努力し
ていきたいです。

平成 29 年 10 月 27 日発行
発行：木島病院新聞委員会

病院ホームページアドレス

インカム導入
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介護センターだより介護センターだより
看護師  長村　千香

9月22日にミリオンスターズの端保社長、武田ヴァイスプレジデン

ト兼コーチ、渡辺監督の3人が当院へシーズン終了の報告に来院され

ました。『今シーズンは前期では最下位、後期は4位の成績で終了した

が、来期には優勝し、ファンの期待に応えたい！！』と、次のシーズン

への意気込みを話し、『10月か

ら行われるドラフト会議に、

チームから４選手が指名候補に挙がっている』と、選手への期待を話されて

いました。苦しい今シーズンを乗り切った選手の皆さん、私たちは次のシー

ズンの活躍を期待し、今後もミリオンスターズを応援していきます！がんば

れ、ミリオンスターズ！！

柔道整復師  滝口 慎太郎

　きじま在宅介護センターの通所リハビリセンターでは、毎月１回ボラン

ティアの三室先生の指導のもと、絵手紙教室を開催しています。７月８月

は白い“うちわ”の両面に夏らしい絵を描きました。うちわの表面は画用

紙と違い凹凸があり、皆さん苦労していましたが、各々素敵な作品に仕

上がりました。

　又、久しぶりに９月にボランティアの方による紙芝居がありました。

「父の顔・母の顔」「曽根崎心

中」では、じーんと心に染み

渡って涙を誘う場面があったり、懐かしい童謡を皆さんで歌ったりと、感

動の一時を過ごされました。

　日ごと秋らしくなってきていますが、通所リハビリセンターでは季節

感を取り入れ五感と心で感じられる企画を取り入れています。これから

も、皆さんに喜ばれる企画を工夫していきたいと思います。

第４回 木島病院学術発表会が開催されました！

平成29年９月2日、ホテル金沢にて第４回木島病院学術発表会

が開催されました。病院職員並びに院外からの医療関係者、患

者様もいらしていました。今回は各部署より12の演題の発表が

され、発表後は当院医師・北岡の特別講演もあり、聞きごたえの

ある発表会となりました。

そんな中で私が注目したのは、事務の『待ち時間ゼロ作戦』の

演題です。日頃から患者様には診察時に多少なりともお待たせし

てしまっているのが現状です。発表内容で事務は他部署と連携し

て会計の待ち時間を短縮する為に、ヘッドホンとトランシーバー

が一体になった『インカム』を導入しまた。演題はそのインカム活用の結果についての報告でした。また、今後の課題

も明らかになり、職員が同じ認識の下、取り組んでいかないといけないと実感しました。木島病院の理念である

「元気になるための病院」とし私たち一人ひと

りが、患者様の安全、安心して医療提供でき

るよう努めていかなければならないと感じま

した。他の演題でも活発な質疑応答があり、

この発表で得た学びを今後の業務に活かし

ていきたいと思いました。次年度は更に活気

ある学術発表としたいと思います。

看護師　池野 栄美子

ミリオンスターズ 今シーズン終了！ミリオンスターズ 今シーズン終了！

松寺町夏祭り

7月16日(日)に松寺町町内の夏祭りに参加させてもらいました！
この夏祭りでは、毎年町内の方が木島病院の駐車場で気迫あふれる獅子

舞や、子供みこしを披露して下さることもあり、入院している患者さんや
職員もすごく楽しみにしている行事です。

今回は力不足ではありますが、町内の方のお誘いもあり、獅子舞の獅子
を持って演じさせて頂く機会がありました。僕よりも一回り若い男の子の長
刀に合わせて獅子の仮面を動かす演武なのですが、先程まで舞っていた獅
子は嘘のように迫力が無くなり、獅子よりも胴体部分を支えてくださってい
た町内の方々の四肢の方が躍動感に溢れていて、まさに四肢舞という形に
なってしまいました。それでもみなさんは優しく迎え入れてくださり、短い
時間でしたが貴重な時間を共有できてとても嬉しかったです。

この夏祭りは僕ら職員だけでなく、入院している患者さんにも元気を与
えてくれます。来年も遠くから徐々に近付いてくる太鼓の音色や、元気な
子供たちの声が聞こえるのを楽しみにしています！

柔道整復師  飯野　優矢

・
・ ・・

・・ ・・
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人生で一度くらいは挑戦してみようと思っていたフルマラソン。金沢での開催で
もあり、記念も兼ねて軽い感じで応募した第一回金沢マラソンで初めてフルマラソ
ンを走りました。なんとか完走することができたので、健康とダイエットを目的に
二回目の金沢マラソンも応募し、またもや当選！完走することができました。運が
良い事に三年連続当選した金沢マラソン。今年もお祭りさわぎのような金沢を楽し
みながら、完走めざしてがんばります。

医事課　茶谷　晃

金沢マラソン頑張ります！！

今回初めて金沢マラソンに参加させて頂きます。去年、一昨年と職場の方が走っている姿を見
て、自分も走りたいという気持ちになり、勢いで申し込んだら当選し、参加する事になりました。

フルマラソンを走れるかという不安が大きいですが、走る練習を少しずつ行っており、最近
は走ること自体が楽しいと思えるようになり、当日は思ったよりいいタイムが出るのではない
かと思い楽しみになってきました。

結果はどうなるか分かりませんが、木島病院の方々や応援に来てくれている方々の声援を
受け、精いっぱい頑張りたいと思います。

理学療法士　村澤　卓郎

新人紹介新人紹介

当院には院長と北岡先生の2名のスポーツドクターがいます。昨年より当院にてスポーツナース講習会を開催
しています。スポーツにおける専門家として、適切な判断・処置が出来る実践能力を身に着けた看護師を育成す
る事を目的とし、スポーツ救護を学びたい看護師が対象です。

講習内容は脳震盪などの頭部外傷、心疾患、熱中症、低体温、整形外科疾患、呼吸器疾患、創傷処置、小児疾患、
ドーピング、栄養、歯科があり、スポーツドクターによる講義があります。講義の中には症例報告もあり、分か
りやすい内容となっています。また、救急蘇生法とテーピング
法については実技も行います。全科目・全過程の履修した受講
者には「修了証（賞状）」を石川県体育協会スポーツ医科学委員長
の北岡先生より授与され、県内で行われるスポーツ大会の救護
に関連した活動を行います。今までに依頼のあった救護には、
ハンドボール、高校総体、新人大会、県民体育大会、商工会青
年部全国サッカー大会などです。専門的知識や実技を活かし、
今後のスポーツ大会の救護活動に役立てていきたいと思います。

スポーツナース・看護師　東　万里子第2回 スポーツナース講習会！
看護師　砂後谷 正美

グリーンカーテンを始めて7～8年が経ち、水やりを忘れて途中で枯れたり、虫
にやられたりと簡単にはうまくいきません。今回は、エコ委員にいつもと違う植
物を提案しました。「ふうせんかづら」と「ルコウ草」です。

最初は細い葉でしたが、日差しが強くなるとぐんぐん成長し、ネットにツルがど
んどん絡まっていきました。いつもと違うグリーンカーテンで患者さん、職員と
日々興味を持ち、診察室でも話題になっていました。

　「涼しげやね」や「花は咲くの？」等の声が聞
かれました。お盆が過ぎてネットの上までツルが伸びて葉が茂ると蕾がちら
ほら。翌日には赤、白の花が咲きました。少し遅れて朝顔の青い花が咲きまし
た。水やりを忘れずにしてくれたスタッフ、窓から見守って下さった患者さん
のおかげで、今年のグリーンカーテンは評判が良かったです。ありがとうござ
います。

グリーンカーテングリーンカーテングリーンカーテン

24時間営業のジム
に行ってきました。今
までスポーツを全く

していなかったため、見た事もないマシー
ンに興奮し、全部試してみたところ、次の日
は全身筋肉痛で驚きました。
プライベートでも仕事でも新しいことに挑
戦していきたいと思っています。
笑顔を心掛け、頑張っていきたいと思います。

医療事務

私は最近、テルメへ

行くのにはまってい

ます！友達とお風呂

につかりながら喋っているのが楽しいで

す！人と話すことが好きなので、患者さ

んとも仲良く笑顔を心掛けながら頑張る

のでよろしくお願いします！

医療事務

看護師の泉　沙希と

申します。私は美味

しい物を食べ、美味

しいお酒を飲んでいる時が一番幸せで

す。旅行も好きです。もし、おすすめの

お店や旅先があれば教えて下さい。よろ

しくお願いします。

看護師の田井　光子

と申します。6月よ

り3階病棟に勤務

させていただいています。他科の病棟経

験はありますが、回復期病棟は初めてな

ので、よろしくお願いします。

看護師 看護補助者

今年の5月から3

階の回復期病棟へ配

属されました。１０

年ぶりに病院での勤務になるので、慣れ

ない事も多いと思いますが、頑張ります

のでよろしくお願いします。

看護補助者
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す！人と話すことが好きなので、患者さ

んとも仲良く笑顔を心掛けながら頑張る

のでよろしくお願いします！

医療事務

看護師の泉　沙希と

申します。私は美味

しい物を食べ、美味

しいお酒を飲んでいる時が一番幸せで

す。旅行も好きです。もし、おすすめの

お店や旅先があれば教えて下さい。よろ

しくお願いします。

看護師の田井　光子

と申します。6月よ

り3階病棟に勤務

させていただいています。他科の病棟経

験はありますが、回復期病棟は初めてな

ので、よろしくお願いします。

看護師 看護補助者

今年の5月から3

階の回復期病棟へ配

属されました。１０

年ぶりに病院での勤務になるので、慣れ

ない事も多いと思いますが、頑張ります

のでよろしくお願いします。

看護補助者
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介護センターだより介護センターだより
看護師  長村　千香

9月22日にミリオンスターズの端保社長、武田ヴァイスプレジデン

ト兼コーチ、渡辺監督の3人が当院へシーズン終了の報告に来院され

ました。『今シーズンは前期では最下位、後期は4位の成績で終了した

が、来期には優勝し、ファンの期待に応えたい！！』と、次のシーズン

への意気込みを話し、『10月か

ら行われるドラフト会議に、

チームから４選手が指名候補に挙がっている』と、選手への期待を話されて

いました。苦しい今シーズンを乗り切った選手の皆さん、私たちは次のシー

ズンの活躍を期待し、今後もミリオンスターズを応援していきます！がんば

れ、ミリオンスターズ！！

柔道整復師  滝口 慎太郎

　きじま在宅介護センターの通所リハビリセンターでは、毎月１回ボラン

ティアの三室先生の指導のもと、絵手紙教室を開催しています。７月８月

は白い“うちわ”の両面に夏らしい絵を描きました。うちわの表面は画用

紙と違い凹凸があり、皆さん苦労していましたが、各々素敵な作品に仕

上がりました。

　又、久しぶりに９月にボランティアの方による紙芝居がありました。

「父の顔・母の顔」「曽根崎心

中」では、じーんと心に染み

渡って涙を誘う場面があったり、懐かしい童謡を皆さんで歌ったりと、感

動の一時を過ごされました。

　日ごと秋らしくなってきていますが、通所リハビリセンターでは季節

感を取り入れ五感と心で感じられる企画を取り入れています。これから

も、皆さんに喜ばれる企画を工夫していきたいと思います。

第４回 木島病院学術発表会が開催されました！

平成29年９月2日、ホテル金沢にて第４回木島病院学術発表会

が開催されました。病院職員並びに院外からの医療関係者、患

者様もいらしていました。今回は各部署より12の演題の発表が

され、発表後は当院医師・北岡の特別講演もあり、聞きごたえの

ある発表会となりました。

そんな中で私が注目したのは、事務の『待ち時間ゼロ作戦』の

演題です。日頃から患者様には診察時に多少なりともお待たせし

てしまっているのが現状です。発表内容で事務は他部署と連携し

て会計の待ち時間を短縮する為に、ヘッドホンとトランシーバー

が一体になった『インカム』を導入しまた。演題はそのインカム活用の結果についての報告でした。また、今後の課題

も明らかになり、職員が同じ認識の下、取り組んでいかないといけないと実感しました。木島病院の理念である

「元気になるための病院」とし私たち一人ひと

りが、患者様の安全、安心して医療提供でき

るよう努めていかなければならないと感じま

した。他の演題でも活発な質疑応答があり、

この発表で得た学びを今後の業務に活かし

ていきたいと思いました。次年度は更に活気

ある学術発表としたいと思います。

看護師　池野 栄美子

ミリオンスターズ 今シーズン終了！ミリオンスターズ 今シーズン終了！

松寺町夏祭り

7月16日(日)に松寺町町内の夏祭りに参加させてもらいました！
この夏祭りでは、毎年町内の方が木島病院の駐車場で気迫あふれる獅子

舞や、子供みこしを披露して下さることもあり、入院している患者さんや
職員もすごく楽しみにしている行事です。

今回は力不足ではありますが、町内の方のお誘いもあり、獅子舞の獅子
を持って演じさせて頂く機会がありました。僕よりも一回り若い男の子の長
刀に合わせて獅子の仮面を動かす演武なのですが、先程まで舞っていた獅
子は嘘のように迫力が無くなり、獅子よりも胴体部分を支えてくださってい
た町内の方々の四肢の方が躍動感に溢れていて、まさに四肢舞という形に
なってしまいました。それでもみなさんは優しく迎え入れてくださり、短い
時間でしたが貴重な時間を共有できてとても嬉しかったです。

この夏祭りは僕ら職員だけでなく、入院している患者さんにも元気を与
えてくれます。来年も遠くから徐々に近付いてくる太鼓の音色や、元気な
子供たちの声が聞こえるのを楽しみにしています！

柔道整復師  飯野　優矢

・
・ ・・

・・ ・・



秋も深まり、もうじき冬がやってきます。季節の変わり目では体調を崩しやすいので、暖かくして風邪をひか
ない様にして過ごしましょう。

（新聞委員一同）

▶▶▶ ケアマネジャー　川端　雄太 さん
かわばた ゆう た

90

職員リレー紹介職員リレー紹介

ケアマネジャーの川端です。主に地域で暮らす高齢者やそのご家族のサポートを
行っています。介護保険に関するご相談があれば、お気軽にお問い合わせください。

さて、僕の趣味である自転車について少し。20代半ばの頃、友達に「おもしろ
いから！」と自転車でBBQに行こうと誘われたのがきっかけでした。
「なんで自転車で？車あるし…。」という気分で、完全に車に依存していた僕は渋々

参加しました。しかし、いざやってみるとおもしろく、自転車の楽しさを知り今で
は欠かせない趣味となりました。最近は、キャンプ道具を積んで走るキャンプツー
リングにハマっています。

来年は、友達と自転車をフェリーに積んで離島を旅する
計画を立てています。まだ先の話ですが、あっちの島が
いいとかこっちの島がいいとか色々リサーチする段階から
盛り上がっています。

僕には2人の息子がいますが、長男が「ぼくもキャンプ
にいきたい！」「じてんしゃのりたい！」とせがむようになりうれしく思います。もう少し大
きくなったら一緒に楽しめればと思います。

『日本体育協会公認アスレティックトレーナー
　　　　　　　　検定試験に合格しました！』

秋号

日本体育協会公認アスレティックトレーナー・柔道整復師　中島　恵

医事課　弥上 明日香

平成28年度の日本体育協会公認アスレティックトレーナー養成講習会を受講
し、無事合格する事が出来ました。

日本体育協会公認アスレティックトレーナー（以下AT）とは、「スポーツドクター
及びコーチとの緊密な協力のもとに、競技者の健康管理、障害予防、スポーツ外傷・
障害の救急処置、アスレティックリハビリテーション及びトレーニング、コンディ
ショニング等にあたる者」と定義されています。つまりATは医学的診断・治療を行
うドクターと、技術・戦術面の指導を行うコーチとの間を取り持つのパイプ役とな

り、障害予防・救急処置・リハビリテーションなどの幅広い健康管理を行う医科学スタッフとして競技者のコン
ディションを最良の状態にするための環境を作る事が役割となります。現在石川県では19名のATが存在して
おり、その内の2名のATが当院に在籍している事になります。

ATの資格を取得するには大学や専門学校を卒業し取得す
る方法と、今回自分が受講した養成講習会を受講する方法が
あります。養成講習会では1週間程度の講習会が全部で7回、
その後の筆記試験合格者には総合実技試験が行われ、全てパ
スすることで取得出来ます。仕事と勉強の両立はなかなか大
変で、試験では先に取得した国家試験よりも緊張して自分の
心臓の拍動で体が前後に揺れているのではないかと思うほど
でした。これを全て乗り越える事が出来たのも当院の職員と家族の支えがあったからこそだと思い深く感謝し
ています。

また、講習会で出会った仲間たちと励ましあいながら乗り越え
てきました。この全国から集まった志を同じにする仲間との出会
いはAT取得と同様に本当に生涯の財産となりました。（8月には
その同期の結婚式で宮崎まで行ってきました！）

この資格取得に慢心することなく、ここをスタートラインとし
て患者さんや選手、地域から国益へと貢献出来るように今後も努
力していきたいと思います。

ご意見箱に待ち時間が長いという意見があり、患者さんの待ち時間をゼ
ロに近づけるための取り組みとしてインカムを導入しました。
インカムとはヘッドフォンとマイクが１つになっている機器で、受話器を
持たずにインカムを装着している者同士で通信できるものです。平成28
年12月から事務４台、外来医局２台、看護師２台、放射線科１台導入され
ています。
インカムが導入されたことで一度の発言で複数人に情報が伝達できた

り、電話を取りにいったり、探す手間が削減されたなど良くなった面があ
りました。そして今後、インカムを活用し、患者さんの状況を細かく確認
し声掛けする事で、患者さんの待ち時間を少しでも減らせるように努力し
ていきたいです。

平成 29 年 10 月 27 日発行
発行：木島病院新聞委員会

病院ホームページアドレス

インカム導入


