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「生きる」を応援します
先端医療から福祉まで

特集1 認知症について
特集2 高齢者運転

NEW FACE 2017

けいじゅヘルスケアシステム

診療日： 月～金曜日
 8:30 ～ 9:30 ／ 13:00 ～ 14:00不妊外来

当院で行っている不妊治療

　恵寿総合病院は、石川県が指定する特定不妊治療指定医療機関です。

患者さんは特定不妊治療にかかった費用の助成が受けられます（1 回の

治療につき 15 万円まで、初回の助成のみ 30 万円まで）。詳しくは石川県

のホームページをご覧ください。

●一般不妊治療（タイミング療法／薬物療法／人工受精）
●特定不妊治療（体外受精・胚移植法／顕微授精）

初めて不妊外来を受診される方は要予約

けいじゅサービスセンター

TEL (0767)52-2300



厚生労働省が2015年に発表した「新オレンジ

プラン」において、2025年になると認知症をも

つ人は約700万人にのぼると言われています。

つまり65歳以上の高齢者の4人に1人が認知

症に直面するということです。今回は、私たちに

とって身近な存在になりつつある認知症に関

する情報と、恵寿総合病院での取り組みについ

て特集します。

認知症ってなぁに？「認知症」と「もの忘れ」

　記憶障害を主にした認知機能障害に関する症状が現れる病気の総称を「認知症」といいます。加齢による「もの忘

れ」との違いは、もの忘れの場合、生活に大きな支障はおこりませんが、認知症の場合は、記憶障害のため生活が一人

でできなかったり、人間関係が悪化したりすることがあります。

　もの忘れは認知症の最も基本的な症状です。もの忘れ外来は、初期の記憶障害を見つけ出し、認知症を早期発

見、早期治療をすることを目的にしています。

　恵寿総合病院では、神経内科・リハビリテーション科にてもの忘れ外来を開設しています。受診を希望される

方は、かかりつけ医からの紹介状を持参していただくとスムーズに受診できます。

代表的な認知症

もの忘れ外来とは

受 診
●本人・家族からの
　病歴聴取

●問診・診察（身体的・神経学的検査）

認知症にはいくつかの種類があり、その種類によって原因や症状に違いがあります。

脳にアミロイドβタンパク質などの異常なたんぱく質がたまることで、脳

の委縮、特に脳の記憶を司る海馬が委縮し、記憶障害を引き起こします。
アルツハイマー型

認知症

日本の研究者によって発見された認知症で、レビー小体という物質が脳

に蓄積されることで神経伝達がうまく行われなくなり、認知症の症状が

出現します。症状の大きな特徴として幻覚や幻視が挙げられます。

レビー小体型認知症

動脈硬化を基盤とした血管障害による認知症で、脳梗塞などを繰り返すと段

階的に悪化していきます。血管障害のある脳の部位により歩行が不安定に

なったり、食事でむせるようになったり、ろれつが回らなくなったりします。

血管性認知症

運動麻痺、手足のしびれ、言語障害の有無、

認知機能障害など

アルツハイマー型認知症と同様、神経変性疾患の一つです。脳の委縮部位

がアルツハイマー型と異なり、意思や思考を司る前頭葉や聴覚や味覚、感情

などをコントロールする側頭葉前方に目立ちます。そのため、初期症状とし

て性格や行動の変容がみられます。

前頭側頭型認知症

診断と治療方針の決定

●採血（血液検査）、全身検査

認知機能障害の評価、認知症状の重症

度、種類など

●神経心理学検査

●頭部CTまたは脳のMRI検査

●診断までの流れ

早期で症状が軽い場合や、
ほかの検査では診断がつきにくい場合

脳の血流低下のパターンを確認

●SPECT検査

認知症
について

特
集
1

加齢によるもの忘れ

約束した日や内容を部分的に忘れる

家族との人間関係に問題を
起こすようなことはない

食事したことは覚えているが
何を食べたかを忘れる

もの忘れに対して自分で
対処しようと努力する

認知症による記憶障害

約束をしたこと自体を忘れる

家族が通帳を持っていったと
勘違いしてしまうなどの
トラブルを起こす

食事したこと自体を忘れてしまう

自分だけで記憶障害に対処する
のは難しい
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　認知症予防の最も手軽な方法は、有酸素運動である

ウォーキングです。息がはずむくらいで行えば、血流が活

発になり、脳に栄養と酸素がたくさん送られます。そして、

脳の神経を保護したり成長させる栄養素である脳由来神

経栄養因子がつくられます。1日30分、週に2・3回でも十

分な効果があると言われています。

認知症を予防するために

認知症には、生活を取り巻く環境の影響が大きく関わっています。生活環境の改善が認知症予防につながります。

認知症セルフチェック
（国立長寿医療センターで使われているチェックリストより）

3つ以上あてはまった方は、かかりつけ医・専門医に相談をおすすめします。
※この認知症チェック項目は、あくまでも目安です。認知症の診断をするものではありません。

運 動

　外出して人と交流すると、認知症が予防され、健康長寿

がもたらされるとして、科学的にも注目されています。

　1日に1回以上外出する人に認知機能障害が発生するリ

スクを1とすると、1週間に1回以下の人の発生リスクは

3.49倍になるという研究結果も出ています。

社会参加

□ 同じことを言ったり聞いたりする。

□ 物の名前が出てこなくなった。

□ 置き忘れやしまい忘れが目立ってきた。

□ 以前はあった関心や興味が失われた。

□ だらしなくなった。

□ 日課をしなくなった。

□ 時間や場所の感覚が不確かになった。

□ 慣れた所で道に迷った。

□ 財布などを盗まれたという。

□ ささいなことで怒りっぽくなった。

□ 蛇口、ガス栓の締め忘れ、
　 火の用心ができなくなった。

□ 複雑なテレビドラマが理解できない。

□ 夜中に急に起きだして騒いだ。
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外出頻度と認知機能障害の発生リスク
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※年齢やもともとの健康状態の影響を除いて、外出頻度の
　独立した影響を算出

（東京都健康長寿医療センター研究所）

認知機能障害の
発生リスクに
3.49 倍もの差！

今すぐできる！

恵寿の取り組み

　医師、看護師、リハビリスタッフなど多職種による専門家チームがあります。

チームによる回診やカンファレンスが定期的に行われており、患者さんが安心

して入院生活を送れるようサポートしています。

認知症サポートチーム

　認知症看護認定看護師や認知症ケア専門士の資格を持つ看護師が、患者さんやご家族からお話や悩みを

聞き、その人に合ったケアのアドバイスや情報提供を行います。認知症に関する不安や生活上の負担が少し

でも軽くなるよう援助していきます。ご希望の方は、担当医にお申し出ください。

●日 時：毎週金曜日10：30～11：30　●費 用：無料　

認知症看護相談

　天然ハーブなどに含まれるポリフェノール類には抗炎症・抗ウイルス作用などさまざまな効果があること

で知られています。ロスマリン酸というポリフェノールは認知症に対して作用すると考えられており、その認

知症予防効果を明らかにするプロジェクト「ロスマリン酸認知症予防プロジェクト」がスタートしています。

　恵寿総合病院は協力施設となっており、試験に参加・ご協力いただける方を募集しています。参加費用は無

料です。
▶ロスマリン酸認知症予防プロジェクト（金沢大学 神経内科）

http://neurology.w3.kanazawa-u.ac.jp/resrchwrk/pages/rospro.html

ロスマリン酸認知症予防プロジェクト

こちらのQRコードからもアクセスできます→

　認知症のある患者さんは、認知機能低下のため、周囲の環

境変化にすぐには適応しにくく、また、入院による環境変化

のため興奮・不眠・徘徊などを発症してしまうことがありま

す。

　このような患者さんをケアするため、2016年7月より

「オレンジのつどい」をスタートさせました。参加者の行動

心理症状を分析した結果、「興奮」や「うつ」が減少したとい

うこともわかりました。

　また、医療介護ロボット「パルロ」を導入しています。歌や

ダンスなどかわいい動きを披露してくれるパルロは、患者さんやスタッフからも大人気です。

院内デイケア「オレンジのつどい」

「オレンジのつどい」参加前後での行動心理症状の比較

妄想 幻覚 興奮 うつ 不安 多幸 無関心 脱抑制 易刺激性 異常行動 夜間行動 食行動

0.16±0.5 0.16±0.6 0.73±0.9 0.4±0.76 0.27±0.6 0.35±0.4 0.67±0.8 024±0.59 0.3±0.7 0.57±0.9 0.57±0.89 0.2±0.58前：平均±SD

0.24±0.6 0.16±0.6 0.38±0.77 0.1±0.3 0.1±0.3 0.1±0.39 0.3±0.6 0.35±0.7 0.19±0.53 0.3±0.7 0.46±0.8 0.19±0.6後：平均±SD

有意水準

行動心理症状（BPSD）項目別　重症度　　n=37

「興奮」と「うつ」の項目で重症度の減少が見られた

 0.05 *
P＜0.01 **
 0.005 ***

** *

2016年7月－12月の参加者延べ37名に対し、

評価用紙を用いて参加前後の行動心理症状（妄

想・幻覚・興奮・うつ・不安・多幸など）の重症度を

集計し、統計学的手法（ｔ検定）で比較しました。

【分析方法】
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全国的に高齢者ドライバーが引き起こす事故が社会問題となっている。また、3月には道路交通法が

改正され、75歳以上の認知機能検査が義務付けとなった。では、恵寿では安心の暮らしを支えるため

にどのような取り組みを行っているのだろうか？

高齢者の運転能力を見極め交通事故を防ぐ

　昨今、高齢者による自動車運転事故が目立つよう

になってきました。警察庁によると、平成17年から

平成27年までの死亡事故件数は年々減少している

のに対し、75歳以上の運転者による死亡事故件数

はほぼ横ばいで推移しています。このため、高齢の

運転免許保有者の増加を背景として、全体に占める

75歳以上の運転者による死亡事故の割合は増加

し、平成17年は7.4％でしたが、平成27年には

12.8％となっています。

　2017年3月の道路交通法改正で高齢運転者対策

の強化が行われましたが、それ以前より脳卒中や認

知症など安全運転に必要な判断を欠く症状を示す

病気に該当するかどうかの質問票の提出が義務化

され、虚偽の回答を行い運転を継続し事故を起こし

てしまった場合の罰則が強化されています。ただ

し、一定の病気に該当する場合であっても、運転に

支障を及ぼす恐れのない場合は運転免許の取消対

象ではありません。

　恵寿総合病院のリハビリテーション部では、脳卒中により高次脳機能障害をお持ちの方や認知症症状が出

始めた方などを対象に「運転シミュレーター」を使った運転能力を評価する取り組みを行っています。また、

自動車学校ともコラボレーションを行い教習所での実車をつかった講習にも取り組んでいます。この取り組

みでは、運転シミュレーターによる評価と作業療法士による評価の上で医師の診察を行い、高齢ドライバー

の運転能力を客観的に判断しています。

　また、一定の病気の後遺症によって免許更新を延期した場合でも、運転動作が回復すれば免許の再取得が

可能です。一度の検査で免許の維持が難しいという評価だったとしても、リハビリの後に検査を受けて運転

が可能になる場合もあります。

　「運転が出来ること」が自立した生活の条件となる場合も多くあります。運転シミュレーターによるテスト

は、運転を再開したいと願う方を支援する役割を果たし、高齢ドライバーによる事故を防ぐとともに、安心し

て暮らし続けるまちづくりのための取り組みとも言えます。

高齢者運転特 集 リハビリ運転シミュレーターの取り組み

能登の現状

　恵寿総合病院のある七尾市周辺地域では、高齢化

がすすみ、公共交通機関の整備も不十分な地域で

す。そのため自動車を運転し、移動することは生活

する上で必要不可欠な地域でもあります。

高齢化率グラフ
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0.09

0
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高齢者ドライバー比率

■全国 ■七尾市

■石川県 ■全国
0.275

0.22

0.165

0.11

0.055

0
65 歳以上 75 歳以上

【データ出所】総務省 国勢調査及び国立社会保障・人口
問題研究所 将来推計人口、総務省 住民基本台帳に基づ
く人口、人口動態及び世帯数

【出典（運転免許）】警察庁 「運転免許統計」 2014年（平成26年）末
【出典（推計人口）】統計局 「推計人口」 2014年（平成26年）10月1日

1960年 道路交通法施行
1998年 75歳以上を対象に高齢者講習
2002年 高齢者講習の対象を70歳以上に
2009年 75歳以上が免許更新時に講習予備検査
2014年 自動車運転死傷行為処罰法が刑法から独立
  一定の病気（脳卒中、認知症など）に該当する
 運転者対策の強化
2017年 高齢運転者対策の強化

道路交通法の主な歴史

自動車学校の立場から

　この取り組みは、もともと恵寿さんからご提案がありました。現状は、脳梗塞後の影響によっ

て足の不自由な方、手の不自由な方、言葉がうまく発せられないといった方が多いようです。運

転への影響度合の判定方法は、主要道路を走っていただき学校で策定した独自の基準によって

適否の見極めをしており、7割以上の方が合格となっております。ある程度走り慣れていた方が

対象ですので、殆どの方が合格します。過去3年間で40名くらいでしょうか。

　自動車学校の本業の業務は初心運転者の育成ですので、免許のある人に対して「運転の可否」

について判断をするところではありません。最終判定は公安委員会が行いますが、運転できる

一つの参考材料になるかと思います。このように病院とコラボレーションし運転再開支援の取

り組みを行っている自動車学校はあまりないのではないでしょうか？

　また、家族の方はご本人の運転の状態をご存知ですから、同乗していただき通勤や買い物な

どのコースにおける運転状況を見て頂くようにしています。せっかく料金（50分・5,400円）を

頂いていますので、最大限の効果を発揮できるように心がけています。

　当院の運転シミュレーターは平成27年の4

月に導入しました。導入前は金沢のシミュ

レーターがある施設まで行かなければなら

ず、シミュレーターでの評価を行わないこと

が多かったのですが、病院として反応速度や

運転傾向もチェックできたらという思いがあ

り、導入に至りました。シミュレーターを使え

ば、より運転に近い評価方法を病院内で行う

ことができ、患者さんにとってもわかりやす

くなったと思います。シミュレーターでは夜

間、積雪時など様々な路面状況を再現できるので「運転に直結したトレーニングができる」と好

評です。

　昨年度は自動車学校から依頼があり、脳疾患や障がいについての勉強会を開催しました。病

気を持っている方の評価をする上で、どのような病気なのか、病院でどんな検査を行っている

のかを理解してもらうよい機会となりました。高齢者と運転に関して注目が集まる中、いろん

な地域で支援する取り組みが始まっています。今後は自動車学校だけでなく、さまざまな人や

地域と協力できる体制を作っていくことを目標にしています。

七尾自動車学校 副管理者・
副校長・交通教育 課長

技能検定員 圓山 菊昭様

恵寿総合病院

作業療法士 高間 達也
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NEW FACE 2017

1. 出身地　2. 出身校　3. 座右の銘、抱負　4. 配属先

1. 出身地　2. 医師免許取得年月　3. 得意分野（専門分野）　4. 認定医・専門医等　5. 前任地　6. 座右の銘、抱負　7. 配属先

NEW FACE 2017南 部  昌之
（なんぶ・まさゆき）

皮膚科

1. 石川県金沢市

2. 2005年4月

3. 皮膚科

4. 日本皮膚科学会認定皮膚科専門医

5. 金沢医科大学病院

6. 「継続は力なり」苦しくても投げ出さずコツ
コツ実直に行っていけば何か見えてくる。そ
れが尊い。

7. 恵寿総合病院

白橋  徹 志 郎
（しらはし・てつじろう）

小児科

1. 岐阜県岐阜市

2. 2008年4月

3. 小児科

4. 日本小児科学会小児科専門医

5. 金沢大学附属病院

6. 「実行なき者には成功なし」どのような困難
でも、まず行動しない限りは乗り越えること
が出来ないと思うから。

7. 恵寿総合病院

酒 井  珠 美
（さかい・たまみ）

内科

1. 富山県富山市

2. 2008年4月

3. 呼吸器内科

4. 日本呼吸器学会呼吸器専門医
 日本内科学会認定内科医

5. 金沢大学附属病院

6. 患者さんの不安や痛みに寄り添える医師であ
りたいと思います。よろしくお願いいたします。

7. 恵寿総合病院

小西  正 剛
（こにし・せいごう）

内科

1. 石川県珠洲市

2. 2011年3月

3. 内分泌代謝内科

4. 日本内科学会認定内科医

5. 金沢大学附属病院

6. 皆様が病気とつきあっていく上でのサポー
トを全力でさせていただきます。よろしくお
願いします。

7. 恵寿総合病院

久保  幸 美
（くぼ・ゆきみ）

内科

1. 神奈川県横浜市

2. 2012年3月

3. 腎臓内科、血液透析

4. 日本内科学会認定内科医

5. 金沢医科大学氷見市民病院

6. 患者さんのお役に少しでも立てるように一
生懸命頑張ります。よろしくお願いします。

7. 恵寿総合病院

加 瀬  一 政
（かせ・かずまさ）

内科

1. 新潟県長岡市

2. 2012年4月

3. 呼吸器内科

4. 日本内科学会認定内科医

5. 小松市民病院

6. 患者さん第一に診療ができるよう精進した
いと思います。よろしくお願いします。

7. 恵寿総合病院

平 田  寛 明
（ひらた・ひろあき）

整形外科

1. 岐阜県本巣市

2. 2014年4月

3. 整形外科

5. 金沢医科大学病院

6. 「初志貫徹」一人ひとりに寄り添った診療を心
がける気持ちを大事に一生懸命頑張ります。

7. 恵寿金沢病院

笠 田  篤 郎
（かさだ・あつお）

内科

1. 富山県南砺市

2. 2006年3月

3. 血液疾患

5. 金沢大学附属病院

6. 「人間万事塞翁が馬」人生の幸不幸は予測で
きないものだと思うから。

7. 恵寿金沢病院

田中 　 和
（たなか・やわら）

初期臨床研修医

1. 福井県坂井市

2. 金沢大学

3. 患者さんや職員の皆さん
から信頼される医師を目
指して頑張ります。

4. 恵寿総合病院

坂口  裕之
（さかぐち・ひろゆき）

初期臨床研修医

1. 長野県長野市

2. 金沢医科大学

3. 「努力して三流、気配り出来
て二流、周囲を活かして一
流」患者さんから信頼して
いただける医師になれるよ
う日々精進していきます。

4. 恵寿総合病院

看護師

錦 木  圭 介
（にしきぎ・けいすけ）

看護師

1. 石川県七尾市

2. 七尾看護専門学校

3. 笑顔を忘れず、日々成長
し、患者さんやメンバーか
ら信頼されるよう頑張り
ます。

4. 恵寿総合病院

濱 　 遥 香
（はま・はるか）

看護師

1. 石川県鳳珠郡能登町

2. 七尾看護専門学校

3. 患者さんの心に寄り添っ
た看護を提供できるよう
に一生懸命頑張ります。

4. 恵寿総合病院

堀 田  実 里
（ほりた・みさと）

看護師

1. 石川県羽咋市

2. 七尾看護専門学校

3. 患者さんに寄り添える看
護師になりたいです。一生
懸命頑張ります。

4. 恵寿総合病院

簑 川  愛 実
（みのかわ・まなみ）

看護師

1. 石川県七尾市

2. 七尾看護専門学校

3. 患者さんを笑顔にできる
ような思いに寄り添った
看護を提供できるよう頑
張ります。

4. 恵寿総合病院

後 藤  早 稀
（ごとう・さき）

看護師

1. 石川県七尾市

2. 石川県立総合看護専門学校

3. どんな時でも笑顔

4. 恵寿総合病院

小 林  桐 子
（こばやし・きりこ）

看護師

1. 石川県七尾市

2. 田鶴浜高等学校

3. 成功の秘訣は、我慢するこ
と、継続すること、感謝す
ること。

4. 恵寿総合病院

佐々木  海 斗
（ささき・かいと）

看護師

1. 石川県河北郡内灘町

2. 七尾看護専門学校

3. 知識、技術をしっかりと身
につけ、患者さんの思いに
寄り添えるよう頑張りま
す。

4. 恵寿総合病院

鈴 木  万 紀
（すずき・まき）

看護師

1. 宮城県仙台市

2. 七尾看護専門学校

3. 笑う門には福来る。

4. 恵寿総合病院

尾田  拓 真
（おだ・たくま）

看護師

1. 石川県七尾市

2. 富山福祉短期大学

3. 日々勉強、日々努力、常に
好奇心を持ち、患者さんの
ことを第一に考え援助し
ていきます。

4. 恵寿総合病院

柿島  泰 平
（かきしま・たいへい）

看護師

1. 石川県七尾市

2. 滋賀医科大学

3. なんとかなる。

4. 恵寿総合病院

北 野  麻 美
（きたの・あさみ）

看護師

1. 石川県七尾市

2. 七尾看護専門学校

3. 看護の「看」という字は
「手」と「目」と書きますが、
優しい目と温もりのある
手で接していきたい。 

4. 恵寿総合病院

基 村 　 梓
（きむら・あずさ）

看護師

1. 石川県七尾市

2. 田鶴浜高等学校

3. 毎日こつこつ努力さえし
続けていれば、必ずいつか
は実を結ぶ。

4. 恵寿総合病院

秋 田  紗 希
（あきた・さき）

看護師

1. 石川県かほく市

2. 七尾看護専門学校

3. 笑顔を忘れず、患者さんの
気持ちに寄り添うことので
きる看護師になりたいです。

4. 恵寿総合病院

石田  純 也
（いしだ・じゅんや）

看護師

1. 石川県七尾市

2. こまつ看護学校

3. 笑顔を忘れず、日々努力し
信頼されるように一生懸
命頑張ります。

4. 恵寿総合病院

今 牛  大 河
（いまうし・たいが）

看護師

1. 石川県輪島市

2. 七尾看護専門学校

3. 学ぶとはいかに自らが知
らざるかを知ることであ
る。

4. 恵寿総合病院

奥 本  雄 飛
（おくもと・ゆうひ）

看護師

1. 石川県鹿島郡中能登町

2. 七尾看護専門学校

3. 一所懸命「ひとつひとつの
所で全力を尽くします。」

4. 恵寿総合病院
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1. 出身地　2. 出身校　3. 座右の銘、抱負　4. 配属先

三 輪 　 真
（みわ・まこと）

1. 石川県穴水町

2. 七尾看護専門学校

3. 努力する人は希望を語り、
怠ける人は不満を語る。

4. 恵寿総合病院

村 田  弥 生
（むらた・やよい）

看護師

1. 石川県金沢市

2. 田鶴浜高等学校

3. 昼の光に、夜の深さがわか
るものか。相手を知る努力
を惜しまず、研鑽を積みた
い。

4. 恵寿総合病院

森 田  菜 月
（もりた・なつき）

看護師

1. 石川県羽咋郡宝達志水町

2. 七尾看護専門学校

3. 患者さんに信頼してもらえ
る看護師になるために
日々努力していきたいで
す。

4. 恵寿総合病院

守田  理 緒 菜
（もりた・りおな）

看護師

1. 石川県七尾市

2. 金沢医療センター附属
 金沢看護学校

3. どんなときでも笑顔を忘
れず、周りを巻き込むくら
いの元気を持ち続けます。

4. 恵寿総合病院

青 谷  梨 加
（あおたに・りか）

薬剤師

1. 石川県羽咋郡志賀町

2. 金沢大学

3. 私は私。私らしく生きよう
と思う。

4. 恵寿総合病院

堀 井  雄 之介
（ほりい・ゆうのすけ）

薬剤師

1. 富山県富山市

2. 北海道大学

3. 為せば成る

4. 恵寿総合病院

伊 藤  祐二
（いとう・ゆうじ）

理学療法士

1. 石川県七尾市

2. 国際医療福祉専門学校
 七尾校

3. 伸びやかに、凛として、心
豊かに

4. 恵寿総合病院

東 野  優 香
（ひがしの・ゆか）

理学療法士

1. 石川県七尾市

2. 国際医療福祉専門学校
 七尾校

3. 患者さんに信頼される理
学療法士を目指し、日々努
力します。

4. 恵寿総合病院

山田  若 奈
（やまだ・わかな）

理学療法士

1. 石川県かほく市

2. 金城大学

3. 患者さんの生活について
しっかり考え、寄り添うこ
とのできる理学療法士を
目指します。

4. 恵寿総合病院

喜 多  愛 実
（きた・まなみ）

作業療法士

1. 石川県かほく市

2. 金城大学

3. 日々成長できるよう努力
し、信頼される作業療法士
を目指して頑張ります。

4. 恵寿総合病院

久保  彩 奈
（くぼ・あやな）

作業療法士

1. 富山県氷見市

2. 金城大学

3. 日々の努力を忘れず、患者
さんに信頼される作業療
法士を目指し頑張ります。

4. 恵寿総合病院

湊 　 瑛 貴
（みなと・あきたか）

作業療法士

1. 富山県射水市

2. 金沢リハビリテーション
 アカデミー

3. 一期一会

4. 恵寿総合病院

山下  香 奈
（やました・かな）

作業療法士

1. 石川県輪島市

2. 金城大学

3. 日々努力し、患者さんが笑
顔で生活できるような作
業療法士を目指して頑張
ります。

4. 恵寿総合病院

塩 本  和 佳 奈
（しおもと・わかな）

臨床検査技師

1. 石川県かほく市

2. 金沢大学

3. 誠心誠意で人と接する

4. 恵寿金沢病院

古 澤  香 織
（ふるざわ・かおり）

管理栄養士

1. 岐阜県岐阜市

2. 椙山女学園大学

3. 「我以外皆我師」常に、接す
る人から必ず何かを学び
取る!!

4. 恵寿総合病院

垣 内  日和
（かきうち・ひより）

視能訓練士

1. 石川県珠洲市

2. 名古屋医専

3. 「いつでもどんなことでも
楽しむ。最後は笑ったもん
勝ち」いつでも笑顔で頑張
ります。

4. 恵寿総合病院

高 澤  健 吾
（たかざわ・けんご）

介護福祉士

1. 石川県七尾市

2. 金城大学

3. 現状に満足せず向上心の
塊であれ～自分らしく魅
力的な人間へ～

4. 和光苑

畑 　 乃 音
（はた・のん）

介護福祉士

1. 石川県七尾市

2. 田鶴浜高等学校

3. 利用者さんの笑顔を大切
にできる介護福祉士を目
指して頑張ります。

4. 和光苑

水 野  桃 佳
（みずの・ももか）

介護福祉士

1. 石川県七尾市

2. 田鶴浜高等学校

3. 学校で教わった「挨拶、笑
顔、積極性」をモットーに
一生懸命頑張ります。

4. 鶴友苑

小 林  玉依
（こばやし・たまえ）

事務

1. 石川県鹿島郡中能登町

2. 七尾東雲高等学校

3. 初志貫徹

4. 恵寿総合病院

笹川  理子
（ささかわ・りこ）

事務

1. 石川県鹿島郡中能登町

2. 金沢星稜大学

3. 患者さんや職員の方から
信頼されるよう、日々努力
し頑張ります。

4. 恵寿総合病院

松 岡  佑 樹
（まつおか・ゆうき）

事務

1. 栃木県那須塩原市

2. 金沢工業大学

3. 夢は叶わないかもしれな
い。でも、夢を見なくなって
しまえばつまらない。

4. 董仙会本部

若 松  愛 奈
（わかまつ・あいな）

事務

1. 石川県七尾市

2. 金沢星稜大学
 女子短期大学部

3. 「一期一会」出会いを大切
に心を込めて対応してい
きたいと思います。

4. 恵寿総合病院

野 崎  晴 佳
（のざき・はるか）

事務

1. 石川県七尾市

2. 金沢星稜大学

3. 一日でも早く皆様のお役
に立てるよう、何事にも学
びの姿勢で取り組みます。

4. 恵寿総合病院

政 木  智 美
（まさき・さとみ）

事務

1. 石川県羽咋郡志賀町

2. 金沢星稜大学

3. 何事も前向きに行動する
ことが可能性を生む

4. 恵寿総合病院

公下  真 綸
（このした・まりん）

社会福祉士

1. 石川県小松市

2. 金城大学

3. 許すはよし、忘れるはなお
よし

4. 恵寿総合病院

岡井 　 楓
（おかい・かえで）

事務

1. 石川県羽咋郡宝達志水町

2. 金沢星稜大学
 女子短期大学部

3. 「人生一度きり」後悔しな
い人生を送りたいです。

4. 恵寿金沢病院

荒 尾  祐 希
（あらお・ゆき）

言語聴覚士

1. 石川県白山市

2. 新潟医療福祉大学

3. 一隅を照らす。周囲の方々
への感謝を忘れずに努力
を怠らないよう精いっぱ
い頑張ります。

4. 恵寿総合病院

内藤  明日香
（ないとう・あすか）

言語聴覚士

1. 愛知県尾張旭市

2. 日本聴能言語福祉学院

3. 笑顔を大切に、患者さんに
信頼される言語聴覚士を
目指して頑張ります。

4. 恵寿総合病院

白波 瀬  智 哉
（しらはせ・ともや）

理学療法士

1. 福井県坂井市

2. 福井医療短期大学

3. 患者さんに信頼される理
学療法士になるため日々
成長していきたいです。

4. 恵寿総合病院

矢 田  世 莉果
（やた・せりか）

看護師

1. 石川県河北郡津幡町

2. 七尾看護専門学校

3. 明るく元気に日々進歩で
きるように、日進月歩して
いきたいです。

4. 恵寿総合病院

谷 内  加 奈 子
（やち・かなこ）

看護師

1. 石川県七尾市

2. 七尾看護専門学校

3. 患者さんに信頼され、気持
ちに寄り添える看護を行
えるよう頑張ります。

4. 恵寿総合病院

山 本  明日香
（やまもと・あすか）

看護師

1. 石川県七尾市

2. 七尾看護専門学校

3. 笑顔を忘れず、日々努力
し、患者さんを中心とした
看護を提供していきたい
です。

4. 恵寿総合病院

山 本  芳 美
（やまもと・よしみ）

看護師

1. 石川県羽咋市

2. 七尾看護専門学校

3. 患者さんに寄り添い、日々
成長していけるように精
いっぱい頑張ります。

4. 恵寿総合病院
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けいじゅヘルスケアシステム

診療日： 月～金曜日
 8:30 ～ 9:30 ／ 13:00 ～ 14:00不妊外来

当院で行っている不妊治療

　恵寿総合病院は、石川県が指定する特定不妊治療指定医療機関です。

患者さんは特定不妊治療にかかった費用の助成が受けられます（1 回の

治療につき 15 万円まで、初回の助成のみ 30 万円まで）。詳しくは石川県

のホームページをご覧ください。

●一般不妊治療（タイミング療法／薬物療法／人工受精）
●特定不妊治療（体外受精・胚移植法／顕微授精）

初めて不妊外来を受診される方は要予約

けいじゅサービスセンター

TEL (0767)52-2300


