たにむら

職員リレー紹介

▶▶▶

事務

り さ

谷村 理紗

さん

昨年の 4 月に入社した事務の谷村です。
私は、外国語大学を卒業し、3 年ほど楽器屋で働き、出産後はしばらく育児に専念し、そ
の後子供たちに英語を教える仕事をして、今は木島病院で医療事務をしています。医療は
未知の世界でたくさんご迷惑をおかけしていますが、今後ともよろしくお願いいたします。
さて、少し趣味の話でも…私にはかわいい 5 歳の息子がいます。息子を妊娠中に、何か
新しい趣味をと始めた粘土を今も続けています。もともとミニチュアの食べ物などが好き
だったのですが、近くに販売しているところが無かったので、自分で作ってしまえ！と始
めたのがきっかけでした。ミニチュアスイーツのストラップなどを
作って販売していた時期もあります。写真の携帯ケースは私の手作り
です。大好きなダッフィーを粘土で作って、おいしそうな衣装を着せ

ハンドボールナショナルチーム海外帯同での出来事

てみました。実はテディベアも大好きで中学生の頃から集めています。
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息子のトミカよりも沢山あるような…（笑）家を建てるにあたって、私のクマを飾るスペースを

整形外科医師

作る！というのは譲れないところであります。

北岡

克彦

発行：木島病院編集委員会

改めて数えてみる 達は出て行ったが自分には迎えは来ず、結局「もう、出て行きな
スーツケースを持ってドアを開けるとそ
と、今までに世界29 さい」みたいに言われ、

接骨院紹介

しま接骨院

院長

島

晃二

チームの監督達
カ国に行った事があ こはもう空港の外だった。後で分かった事だが、
る。27歳のときにグ は自分を迎えに来てくれていたのだが、一般ゲートで待ってい

こんにちは！どうも僕です！
！平成 28 年 4 月より野々市駅前で接骨院を開業しました！
！

アムに遊びに行った た監督たちは、僕がなかなか出てこないので、空港の職員に聞

今回は、活字での紹介ですので、滑舌が悪い僕にとっては、こっちの方が皆さん

「北岡ドクターは強制送還されたかも」
と言われ、おかし
のが最初で、国際学 いたら

に伝えやすく最高です！

しかし、恐怖の体
会への参加やハンド いなとは思いながらもホテルに戻ったとの事。

病 院 時 代 を 振り返 ると、勤 務１年 目 に 院 長 より「お 前 の 滑 舌 は 不 快 な ん だ

ボ ー ル ナ ショナ ル 験はこれではない。

よーーー！
！」と怒られたのを昨日の事のように思い出します (´△｀) お陰さまで、接骨

チームの国際試合帯同で、多い年には年に4、5回は海外に行っ

院では未だ滑舌関係に関してはいじられていません！
！
！
しかし、開業してから脇をつつかれたり、歯ブラシで攻撃されたり、滑舌のいじり

迎えも来ていないので、なんとか１人でホテルに行こうとタ

ていた。単独での行動は少なく、あまり怖い思いをする事はな クシーを探した。夜中の１２時頃だったが空港の前には数台の

が無くなったので、寂しくも思ってます。

かったが、一度だけ今思い出してもヤバかったなあ〜という出 白タク運転手と思われる集団がいた。見るからに胡散臭いおじ

そういえば…今年の金沢マラソンに挑戦することになりました！
！
後方から前歯が走ってきたと思ったら僕ですので怖がらずに声をかけてくれるとメ
チャメチャ嬉しいです！
！

来事がある。それは忘れもしない、2007年7月、
カザフスタン さん達であったが選択肢は他になさそうなので、その中の一人
3D ウォ‒ター
マッサージベット

のアルマトイで開催された女子ジュニアハンドボール世界選手 に紙に書いたホテルの名前を見せると乗れ、乗れと言うので、
ト
権のアジア予選に帯同したときの事である。アルマトイは、 ランクを開けてもらいにスーツケースを入れ、後部座席に座っ

では！また会いましょう！
！
！

150万人が住むカザフスタンの最大都市である。約150もの た。
タクシーにはメータ―も無かったが、
もう疲れていて早くホ

( 頑張って痩せますよー！ヽ(̀Д´)ﾉ)

民族からなる国で、
まさに人種のるつぼ。
また、
カザフ語が主流 テルに着きたい一心で深く考えない事にした。
タクシーは空港

しま接骨院
施術時間／AM 8：30〜12:30 PM 2：30〜8：30
定 休 日／火曜日・祝日
各種保険取扱
住
所／石川県野々市市御経塚１丁目304番地（駐車３台）
電話番号／076-205-6356 http://shimasetsu.jimdo.com

で英語は全くといっていいほど通じない。

を離れ、最初は明るい道を走っていたが次第に暗い道を進んで

さて、7月2日に本隊に遅れて１人、
ソウル経由でアルマトイ いく。運転手は一言もしゃべらない。経験的に
「通ってはいけな
に到着した。飛行機を降りて入国審査に向かって歩いていると い道だなあ」
と思った瞬間、突然車が止まり、運転手は何も言わ
Ｔ字路があり、そこに係員と思われる女性が「Dr.Katsuhiko

ず車を降りて後ろに走った。数秒間であったが「もう日本に生き
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関係者だから？」
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病院ホームページアドレス

そのうちにラウンジには次々に迎えの人が来て、自分以外の人
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第３回

暑さ！熱さ！厚さ！の地域交流会

木島病院学術発表会
木島病院学術発表会実行委員長

桂 靖典
看護師

涼しい時期が過ぎ、暑い夏がやって来ました。熱中症予防の為、皆さん

河奥 美津江

5月28日（土）に、第30回地域交流会が開催されました。

水分摂取はこまめに行っていますか？

この日は、25℃を超す夏日となりましたが、80数名のたくさんの参加があり、

さて、今年は第 3 回木島病院学術発表会を 9 月3 日に開催する運びとな

大きな盛り上がりとなりました。

りました。今回の学術発表会から、リハビリテーション部以外の部署が発

記念すべき30回の内容は、バトントワリング（鞍月児童館バトントワリング）の

表を行っていた院内研究発表会と合同開催となり、演題数も倍増し例年よ

演技です。

りパワーアップしています。昨年度まではリハビリに関した内容だけでし

小・中学生のキュートな美しさ、そして柔軟性やリズム感・集中力も高い素晴

たが、今年度は様々な分野の発表があり、聞き応えのある学術発表会に

らしい演技にうっとりしました。

なると期待しています。また、学術発表会後には懇親会も用意しています。

そして、院長による講演「ロコモチャレンジ」です。今回は、
「子供のロコモ」に

本年度も院外の医療関係者の方、医療に携わっていない方など、誰で

ついてのお話もありました。スマホやゲーム・運動不足などで最近増え続けてい

もご自由に参加して頂けますので、是非とも沢山の方に足を運んで頂け

る子供のロコモ症候群・・・私自身親として、

れば幸いです。

身の引き締まる思いで聞き入りました。

「元気になるための病院をめざして」をテーマに職員一同、当日に向け

最後に、
「あなたは、ロコモ大丈夫？」の、ロコモ度チェックを参加者でしま

て準備、研鑽を積んで参りますので、宜しくお願い致します。

した。また、ロコモ体操もあったりと、参加者みんなが楽しめる地域交流会と

当日、皆さまにお会いできるのを楽しみにしています。

なりました。
次は、
11月頃を予定しています。お楽しみに〜〜

▶
▶内科医師紹介◀
◀
医師

林 真帆

4 月より火曜日の内科外来を担当させて頂いております。
父の留学中にフランスで生まれましたが、その記憶は全くなく、出身地は
福井県福井市です。平成 14 年東京医科大学に進学し、卒業後は母校で初期
研修、その後、国立国際医療研究センター病院で後期研修を行い、10 年間
の東京生活を経て、平成 24 年に北陸に戻って参りました。以降は今年 3 月ま
で石川県立中央病院（糖尿病・内分泌内科）に勤務し、糖尿病専門医を取得
しました。
現在、夫（神経内科医＠金沢大学）と2 人の娘（5 歳・4 歳）と一緒に金沢市に住んでいます。時に
小さな怪獣と化す、わんぱくで元気いっぱいの娘たちもおり、夫とまさに二人三脚でここまでやって

介護センターだより

きじま在宅介護センター

松尾さおり

平成28年５月19日からプランターによる野菜作りを始めました。昨年か
ら始まった野菜作りも今年で２回目になります。今年はトマトと枝豆、野菜
以外にも向日葵も植えました。長年、畑をしてきた利用者さんが沢山いらっ
しゃるので、野菜作りの本なんて必要
ありません。
「 あんまり水をあげすぎ
ちゃ駄目よ」
「そろそろ支柱をたてない
と」たくさんのアドバイスが飛び交う
中、小さな小さな、きじま農園は和気あいあいとしております。
「野菜の成長
が楽しみ」と皆さん笑顔でお話されます。今年もきじま農園は熱く盛り上
がっています。来年はどんな農園になるのか私達も楽しみです。

きました。糖尿病が専門で、食事療法の重要性をお話しすることも多いのですが、私自身の最大の
趣味は、美味しいものを食べる事と楽しく飲む事であり、患者さん一人一人のライフスタイルに合わ
せた診療を心がけたいと常々思っております。糖尿病をはじめとする生活習慣病、また何かお困りの
症状等ありましたら、いつでもご相談ください。どうぞよろしくお願い致します。

枝豆

トマト
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部活リレー

バレーボール同好会

理学療法士

髙井 香映

木島病院所属
アルペンスキーヤー

こんにちは！！バレーボール同好会です。私達は当
院に勤務しているバレーボール経験者を中心に発足し、

始めまして、石川晴菜（いしかわ

毎月 1 回のペースで当院の体育館にて楽しくバレー

石川 晴菜です

はるな）
と申します。出身は

金沢です。
私は両親の影響で３才からスキーを始め、気が付けば遊びから

ボールを行っています。最初の参加人数は 10 人程度で、

競技に力を入れていました。

試合をするのがやっとでしたが、最近は未経験者の

中学３年生の頃にナショナルチームに選抜されてから、世界で活躍する事を目指すよう

方々の参加も増え、多い時は 20 人近く参加して頂け

になりました。昨シーズン、2016/17シーズンのワールドカップに出場できる権利を獲得す

るときもあります。毎月他職種の方々とバレーボール

ることができ、10月のW杯開幕戦から参戦予定で

を通じて触れ合えることができ、話したことのない職

す。最終目標は2022年の冬季五輪に出場して表彰台に立つことです。険し

員とも交流が増えました。バレーボールは、未経験者

い道のりだと充分理解していますが、夢を実現したいです。2016年４月から

の方でもルールが分かりやすく、誰でも楽しく観戦・プレーすることができます。今年８月から始まるリ

木島病院所属で、世界へ挑戦させていただきます。

オ五輪に、全日本女子チームも出場するので、バレーボールに興味がなかった方も是非一度観戦してみて
ください。特に女子の試合はラリーが多く、見応えがあり、
ＴＶの前で思わず声援をあげてしまうはずで

どうか今後共応援よろしくお願い致します。
ブログもあるので見てくださいね！ http://haruna-ishikawa-ooen.net/

す！！

部 署 リ レ ー

栄養部

管理栄養士

山﨑 杏奈

こんにちは。栄養部です。
私たちは、患者さんの状態に応じた食事を美味しく提供
できるよう、日々試行錯誤しながら仕事をしています。当

金沢百万石まつり踊り流しに参加して
介護センター

去る 6 月 4 日 ( 土 )、金沢百万石まつり踊り流しに、木島病院から、初
めて団体参加させていただきました。これまでは有志数名が、看護協会や
飛び入りコーナーで踊り、いつかは団体参加できる事を夢見てきました。
今年は、その 5 年越しの願いを叶えることができました。

院では、食事の提供に関する業務は日清医療食品株式会社

チーム名は、「きじまプリ・ケア」とし、日々目指している思いやりの

に委託していますが、献立は直営の管理栄養士が作成して

あるケアの実践を親しみやすく表現してみました。法被は木島カラーの緑

います。

を基調に、木島病院のマークを紋付みたいにして入れて準備しました。

その献立に沿って患者さんのもとに食事を提供するまで
は時間との闘いですが、お互い声を掛け合い協力しながら

北野 美雪

はじめは「ちゃんと踊れるかな？」「なんだか恥ずかしい」と言っていた職員も、踊っているうちに「そん
なこと誰が言ってましたっけ？」と言わんばかりに大胆に元気よく踊っ
ていました。暗くなってからは、照明効果にますます気持ちが高揚し、

一生懸命業務に取り組んでいます。これからも患者さんに

踊りもそろってきて不思議と心が通い合い一体感を感じることができ

安心安全で美味しい食事を提供できるよう、頑張ります。

ました。

また、何か食に関する事で気が付いた事や要望などございましたら、近くのスタッフまで気軽にお声かけ
ください。よろしくお願いします。

残念ながら入賞はできませんでしたが、来年は参加人数を増やして、
かけ声も揃えて、もっともっと練習して、賞をねらいたい！という気
持ちになりました。
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は時間との闘いですが、お互い声を掛け合い協力しながら

北野 美雪

はじめは「ちゃんと踊れるかな？」「なんだか恥ずかしい」と言っていた職員も、踊っているうちに「そん
なこと誰が言ってましたっけ？」と言わんばかりに大胆に元気よく踊っ
ていました。暗くなってからは、照明効果にますます気持ちが高揚し、

一生懸命業務に取り組んでいます。これからも患者さんに

踊りもそろってきて不思議と心が通い合い一体感を感じることができ

安心安全で美味しい食事を提供できるよう、頑張ります。

ました。

また、何か食に関する事で気が付いた事や要望などございましたら、近くのスタッフまで気軽にお声かけ
ください。よろしくお願いします。

残念ながら入賞はできませんでしたが、来年は参加人数を増やして、
かけ声も揃えて、もっともっと練習して、賞をねらいたい！という気
持ちになりました。

木島病院報

第３回

暑さ！熱さ！厚さ！の地域交流会

木島病院学術発表会
木島病院学術発表会実行委員長

桂 靖典
看護師

涼しい時期が過ぎ、暑い夏がやって来ました。熱中症予防の為、皆さん

河奥 美津江

5月28日（土）に、第30回地域交流会が開催されました。

水分摂取はこまめに行っていますか？

この日は、25℃を超す夏日となりましたが、80数名のたくさんの参加があり、

さて、今年は第 3 回木島病院学術発表会を 9 月3 日に開催する運びとな

大きな盛り上がりとなりました。

りました。今回の学術発表会から、リハビリテーション部以外の部署が発

記念すべき30回の内容は、バトントワリング（鞍月児童館バトントワリング）の

表を行っていた院内研究発表会と合同開催となり、演題数も倍増し例年よ

演技です。

りパワーアップしています。昨年度まではリハビリに関した内容だけでし

小・中学生のキュートな美しさ、そして柔軟性やリズム感・集中力も高い素晴

たが、今年度は様々な分野の発表があり、聞き応えのある学術発表会に

らしい演技にうっとりしました。

なると期待しています。また、学術発表会後には懇親会も用意しています。

そして、院長による講演「ロコモチャレンジ」です。今回は、
「子供のロコモ」に

本年度も院外の医療関係者の方、医療に携わっていない方など、誰で

ついてのお話もありました。スマホやゲーム・運動不足などで最近増え続けてい

もご自由に参加して頂けますので、是非とも沢山の方に足を運んで頂け

る子供のロコモ症候群・・・私自身親として、

れば幸いです。

身の引き締まる思いで聞き入りました。

「元気になるための病院をめざして」をテーマに職員一同、当日に向け

最後に、
「あなたは、ロコモ大丈夫？」の、ロコモ度チェックを参加者でしま

て準備、研鑽を積んで参りますので、宜しくお願い致します。

した。また、ロコモ体操もあったりと、参加者みんなが楽しめる地域交流会と

当日、皆さまにお会いできるのを楽しみにしています。

なりました。
次は、
11月頃を予定しています。お楽しみに〜〜

▶
▶内科医師紹介◀
◀
医師

林 真帆

4 月より火曜日の内科外来を担当させて頂いております。
父の留学中にフランスで生まれましたが、その記憶は全くなく、出身地は
福井県福井市です。平成 14 年東京医科大学に進学し、卒業後は母校で初期
研修、その後、国立国際医療研究センター病院で後期研修を行い、10 年間
の東京生活を経て、平成 24 年に北陸に戻って参りました。以降は今年 3 月ま
で石川県立中央病院（糖尿病・内分泌内科）に勤務し、糖尿病専門医を取得
しました。
現在、夫（神経内科医＠金沢大学）と2 人の娘（5 歳・4 歳）と一緒に金沢市に住んでいます。時に
小さな怪獣と化す、わんぱくで元気いっぱいの娘たちもおり、夫とまさに二人三脚でここまでやって

介護センターだより

きじま在宅介護センター

松尾さおり

平成28年５月19日からプランターによる野菜作りを始めました。昨年か
ら始まった野菜作りも今年で２回目になります。今年はトマトと枝豆、野菜
以外にも向日葵も植えました。長年、畑をしてきた利用者さんが沢山いらっ
しゃるので、野菜作りの本なんて必要
ありません。
「 あんまり水をあげすぎ
ちゃ駄目よ」
「そろそろ支柱をたてない
と」たくさんのアドバイスが飛び交う
中、小さな小さな、きじま農園は和気あいあいとしております。
「野菜の成長
が楽しみ」と皆さん笑顔でお話されます。今年もきじま農園は熱く盛り上
がっています。来年はどんな農園になるのか私達も楽しみです。

きました。糖尿病が専門で、食事療法の重要性をお話しすることも多いのですが、私自身の最大の
趣味は、美味しいものを食べる事と楽しく飲む事であり、患者さん一人一人のライフスタイルに合わ
せた診療を心がけたいと常々思っております。糖尿病をはじめとする生活習慣病、また何かお困りの
症状等ありましたら、いつでもご相談ください。どうぞよろしくお願い致します。

枝豆

トマト

たにむら

職員リレー紹介

▶▶▶

事務

り さ

谷村 理紗

さん

昨年の 4 月に入社した事務の谷村です。
私は、外国語大学を卒業し、3 年ほど楽器屋で働き、出産後はしばらく育児に専念し、そ
の後子供たちに英語を教える仕事をして、今は木島病院で医療事務をしています。医療は
未知の世界でたくさんご迷惑をおかけしていますが、今後ともよろしくお願いいたします。
さて、少し趣味の話でも…私にはかわいい 5 歳の息子がいます。息子を妊娠中に、何か
新しい趣味をと始めた粘土を今も続けています。もともとミニチュアの食べ物などが好き
だったのですが、近くに販売しているところが無かったので、自分で作ってしまえ！と始
めたのがきっかけでした。ミニチュアスイーツのストラップなどを
作って販売していた時期もあります。写真の携帯ケースは私の手作り
です。大好きなダッフィーを粘土で作って、おいしそうな衣装を着せ

ハンドボールナショナルチーム海外帯同での出来事

てみました。実はテディベアも大好きで中学生の頃から集めています。
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息子のトミカよりも沢山あるような…（笑）家を建てるにあたって、私のクマを飾るスペースを

整形外科医師

作る！というのは譲れないところであります。

北岡

克彦

発行：木島病院編集委員会

改めて数えてみる 達は出て行ったが自分には迎えは来ず、結局「もう、出て行きな
スーツケースを持ってドアを開けるとそ
と、今までに世界29 さい」みたいに言われ、

接骨院紹介

しま接骨院

院長

島

晃二

チームの監督達
カ国に行った事があ こはもう空港の外だった。後で分かった事だが、
る。27歳のときにグ は自分を迎えに来てくれていたのだが、一般ゲートで待ってい

こんにちは！どうも僕です！
！平成 28 年 4 月より野々市駅前で接骨院を開業しました！
！

アムに遊びに行った た監督たちは、僕がなかなか出てこないので、空港の職員に聞

今回は、活字での紹介ですので、滑舌が悪い僕にとっては、こっちの方が皆さん

「北岡ドクターは強制送還されたかも」
と言われ、おかし
のが最初で、国際学 いたら

に伝えやすく最高です！

しかし、恐怖の体
会への参加やハンド いなとは思いながらもホテルに戻ったとの事。

病 院 時 代 を 振り返 ると、勤 務１年 目 に 院 長 より「お 前 の 滑 舌 は 不 快 な ん だ

ボ ー ル ナ ショナ ル 験はこれではない。

よーーー！
！」と怒られたのを昨日の事のように思い出します (´△｀) お陰さまで、接骨

チームの国際試合帯同で、多い年には年に4、5回は海外に行っ

院では未だ滑舌関係に関してはいじられていません！
！
！
しかし、開業してから脇をつつかれたり、歯ブラシで攻撃されたり、滑舌のいじり

迎えも来ていないので、なんとか１人でホテルに行こうとタ

ていた。単独での行動は少なく、あまり怖い思いをする事はな クシーを探した。夜中の１２時頃だったが空港の前には数台の

が無くなったので、寂しくも思ってます。

かったが、一度だけ今思い出してもヤバかったなあ〜という出 白タク運転手と思われる集団がいた。見るからに胡散臭いおじ

そういえば…今年の金沢マラソンに挑戦することになりました！
！
後方から前歯が走ってきたと思ったら僕ですので怖がらずに声をかけてくれるとメ
チャメチャ嬉しいです！
！

来事がある。それは忘れもしない、2007年7月、
カザフスタン さん達であったが選択肢は他になさそうなので、その中の一人
3D ウォ‒ター
マッサージベット

のアルマトイで開催された女子ジュニアハンドボール世界選手 に紙に書いたホテルの名前を見せると乗れ、乗れと言うので、
ト
権のアジア予選に帯同したときの事である。アルマトイは、 ランクを開けてもらいにスーツケースを入れ、後部座席に座っ

では！また会いましょう！
！
！

150万人が住むカザフスタンの最大都市である。約150もの た。
タクシーにはメータ―も無かったが、
もう疲れていて早くホ

( 頑張って痩せますよー！ヽ(̀Д´)ﾉ)

民族からなる国で、
まさに人種のるつぼ。
また、
カザフ語が主流 テルに着きたい一心で深く考えない事にした。
タクシーは空港

しま接骨院
施術時間／AM 8：30〜12:30 PM 2：30〜8：30
定 休 日／火曜日・祝日
各種保険取扱
住
所／石川県野々市市御経塚１丁目304番地（駐車３台）
電話番号／076-205-6356 http://shimasetsu.jimdo.com

で英語は全くといっていいほど通じない。

を離れ、最初は明るい道を走っていたが次第に暗い道を進んで

さて、7月2日に本隊に遅れて１人、
ソウル経由でアルマトイ いく。運転手は一言もしゃべらない。経験的に
「通ってはいけな
に到着した。飛行機を降りて入国審査に向かって歩いていると い道だなあ」
と思った瞬間、突然車が止まり、運転手は何も言わ
Ｔ字路があり、そこに係員と思われる女性が「Dr.Katsuhiko

ず車を降りて後ろに走った。数秒間であったが「もう日本に生き

Kitaoka」
と書かれたホワイトボードを持って立っていた。
「大会 て帰れない」
と思った。
しかし運転手は何もなかったように運転
関係者だから？」
と、不思議に思いながらも、その人の指示でみ 席に戻って再び車は走り出した。その後５分くらいでホテルに着

ジメジメした梅雨に続いて真夏の暑さ、辛い時期ですね。どうしても体調を崩しやすくなります。
自己判断できない場合は医師などの専門家に相談しましょう。それでは次回ちょっこしいい話もお楽しみに！

んなとは反対の方向に進むと、そこには怪しげなラウンジがあ き、
ホテルのフロントで両替してタクシー代を払った。監督たち
り飛行機から降りてきたと思われる１０人ほどがソファーに座っ スタッフは寝ないで待っていてくれた。事情を話すと、
タクシー
ている。
まあ、なるようになるさと自分もソファーに座っている 代が高すぎることに突っ込みを入れられたが、私は
「命には代え
と、座ったままでパスポートチェックが終了し、自分のスーツ られない」
と心の中で反論した。
ケースが運ばれてきて、そしていきなり
「料金を払え」
と言われ、

最近はテロや誘拐など海外での緊張が高まっており、皆さん

まだ入国していないので外貨は持っていないと言うと、
「カー も旅行などに行かれた際、少しでも違和感を感じたら、一度立
ド、
カード」
と言われ、結局、約１万円の料金を払うはめになった。 ち止まって考えるようにしましょう。
病院ホームページアドレス

そのうちにラウンジには次々に迎えの人が来て、自分以外の人

