
Everyday Vol.72
Kanazawa Neurosurgical Hospital 

地域の皆様の「毎日」を支えます。金沢脳神経外科病院 広報誌  ｜
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▶ 当院のNASVA委託病床について
▶ 2019年新入職員入職式と新人研修

今年度は16名の新入職員が入職いたしました

病院理念
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院内QCサークル発表大会
 3月26日に第15回院内 QCサークル発表大会
を開催しました。当院では長年にわたりQC活動
を推奨してきました。これまでにも各部署より
様々な業務改善のアイデアが提示されてきまし
た。今後もこの活動を継続し、より良い患者サー
ビスに還元できるようにしていきます。

QC … Quality control（品質管理）

3月26日（火）  当院にて

麻酔科 部長

大学では新生児から高齢者まで、幅広い年齢層の患者さ
んの麻酔管理を経験させて頂きました。手術を行う外科
医の先生が安全に手術に臨めるように、そして、患者さん
が安心して手術を受けられるように日々心がけています。
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　開院以来、当院は脳神経外科に特化した専門病院
として、急性期から回復期、療養へと連続一貫した医
療を提供してきました。ぶれることなく、今を迎えるこ
とができたのは、地域の方々や医療関係者のご理解
とご協力の賜物と深く感謝いたします。これまでは、
地域の専門病院としてどうあるべきかを試行錯誤す
る日々でありました。これからは、地域包括ケアという
新制度のもと、当院の新たな使命、役割を考えていき
たいと思います。

　思えば、私どもが病診連携に取り組んだのは、平成
13年4月のことでした。急性期が過ぎ、病状が安定
した患者さんの治療は、患者さんの地元で行うことが
理想と判断したからです。そのためには、患者さんが
安心できる連携システムが必要と考えました。そこ
で、診療所や病院にお願いして、当院の連携機関とし
て登録させて頂きました。現在、外来待合室には、登
録させて頂いた300を越える医療機関名が地区ご
とに掲示されています。この掲示板が患者さんに逆
紹介を受けいれて頂く一助になったと思います。この
他にも、広報誌や自作の「かかり付け医ガイド」などを
用いて、安心できる病診連携であることを広くアピー
ルいたしました。その甲斐あって、今では患者さんが
地元診療所にスムースに転院しており、この取り組み
を始めた頃を思うと、隔世の感を禁じ得ません。
　
　また、当院は平成24年8月に加賀脳卒中地域連
携協議会の設立に加わり、その事務局を担い、現在の
脳卒中連携パス、通称、加賀パスの作成に関わるとと

もに、脳卒中の急性期から回復期、生活期までの顔の
見える連携構築に参画してきました。そして、本年4
月6日には、加賀地区と能登地区の連携協議会合同
による第14回日本海脳卒中医療連携セミナーが地
場産業振興センターで開催されました。多職種によ
る脳卒中の病期を繋ぐ連携が力強く前進していま
す。今後は、さらに多くの医療機関に脳卒中連携に参
加していただき、よりきめ細かな連携網を構築し、
人々が安心して生活できる地域社会を作りあげてい
きたいと考えています。

　5月1日から新元号「令和」の時代が始まりました。
当院は、来年、令和2年5月に開院40周年を迎えま
す。振り返ってみれば、まさしく兎走烏飛の40年でし
た。当地における脳神経外科診療の充実・発展を願
い、ただひたすら駆け続けてきたように思います。開
院40周年を一区切りとして、また新たな気持ちで、
新しい時代に適した医療連携を構築していきたいと
考えていますので、地域の皆様には、引き続きご支援
ご協力をお願いいたします。

　自動車事故で引き起こされた脳障害で重度の後遺障害（意
識障害）が残った患者さんに対して、適切な治療と看護を提供
するための専門病床です。当院のNASVA委託病床は日本海
側初の小規模委託病床（5床）として運営を行っています。リ
ハビリテーションにより最大限の改善を図り、高度先進医療機
器を装備、療養環境に配慮し、モニタリングシステム採用、1人
の患者さんに対し同じ看護師が継続して受け持ち、質の高い
チーム医療で患者さんとご家族を支える病床です。

Ⅰ. NASVA 委託病床とは

　患者さんが入院してから退院するまでの全期間を1人の看
護師が受け持ち看護計画・ケアの実施・評価を行うプライマ
リーナーシング体制を採用しています。患者さんの生活過程
を知り、睡眠・覚醒リズムを確立させ、五感を刺激し、1日の変
化、季節の変化を感じるなど快刺激に繋がる援助方法をご家
族と共に考え、行っています。

Ⅱ. 看護体制について

視覚刺激／ 四季の風景（散歩）、日光浴、テレビなど

話しかけ、CD等による音楽鑑賞

整容、入浴（石鹸の香り）

口腔マッサージ、味覚刺激

リハビリ、タッチング、手浴、足浴

聴覚刺激／

嗅覚刺激／

味覚刺激／

触覚刺激／

地域包括ケア時代の
医療連携に向けて

当院のNASVA委託
病床について
National Agency for Automotive Safety & Victims' A id
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金沢脳神経外科

　当院は脳神経外科専門病院として、救急医
療に注力しています。救急車で搬送された約7
割が入院治療を必要とする患者さんです。迅
速かつ適切な治療が行えるよう、救急隊との勉
強会も定期的に行っています。

　脳神経外科領域における専門的な検査・
治療が必要な患者さんを地域の医療機関
から多くご紹介いただいております。一方
で、お薬の服用のみとなった患者さんにつ
いては、通院しやすいご近所の「かかりつ
け医」の先生をご紹介させていただいてお
りますので、お気軽にご相談ください。

　脳卒中を原因に入院される方は年々増加し
ています（2015年度との比較で2割増加）。
脳卒中は後遺症により介護が必要となる疾患
の1位です。当院はSCU（脳卒中専用の集中
治療室）と回復期リハビリテーション病棟を有
し、急性期治療からリハビリ治療に至るまでの
連続一貫した脳卒中治療を提供しています。

　当院では、脳血管疾患に対する手術治療に
注力しています。その中でも近年、カテーテ
ルによる脳血管内手術が増加傾向です。くも
膜下出血や脳梗塞等に対する緊急手術から、
未破裂脳動脈瘤（くも膜下出血の原因）や頚
動脈狭窄症（脳梗塞の原因）等に対する予防
的手術まで、幅広く対応しています。
　また機能的定位脳手術として、主にパーキ

ンソン病に対する脳深部刺激療法、難治性疼
痛に対する脊髄刺激療法、ジストニアや本態
性振戦に対する視床凝固術等の外科的治療
を行っています。当院は「機能的定位脳手術
技術認定施設」となっています。
　当院の脊椎疾患治療の代名詞とも言える

「MD法」を中心とした脊椎手術を年間約
300件行っています。

救急車搬入数

925件

手術件数

2,220
2,503
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2019年新入職員入職式と新人研修

MRI見学

消火訓練 AED講習

今年度は看護師10名、

理学療法士1名、

作業療法士3名、

管理栄養士1名、

薬剤師1名の

計16名が入職しました。

新人オリエンテーション

知識、技術ともにまだまだ未熟ですが

出来ることから精一杯頑張ります。

よろしくお願いします。

キャッチボール

長澤 まさみ

旅行

看護師岡本 愛美

趣味

好きな芸能人

得意なこと

皆さんに一言

様々な職種の方から学び、薬学知識

だけにとらわれない薬剤師として

成長していきたいです。 よろしく

お願いします。

数独

笹野 高史

Myカメラを持って小旅行

薬剤師下平 彩乃

趣味

好きな芸能人

得意なこと

皆さんに一言

入職と同時に年号が平成から令和へ

と変わりました。これも何かの縁だと

思いフレッシュな気持ちで頑張ります。

よろしくお願いします。

サッカー、スノーボード

山田 孝之

映画鑑賞、キャンプ

作業療法士小山田翔耶

趣味

好きな芸能人

得意なこと

皆さんに一言

石川県唯一のSCUで働けることを
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趣味

好きな芸能人

得意なこと

皆さんに一言

OTとして、患者さんの生活や心に
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2019年新入職員入職式と新人研修
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地域の皆様の「毎日」を支えます。金沢脳神経外科病院 広報誌  ｜

2019
Hospi ta l   Informat ion  

特 集 Feature of Kanazawa Neurosurgical Hospital

▶ 当院のNASVA委託病床について
▶ 2019年新入職員入職式と新人研修

今年度は16名の新入職員が入職いたしました

病院理念
脳神経外科専門病院として私達は患者の皆様に、

より高度の医療技術を提供し、公平で平等な患者中心の医療を行います。

〒921-8841  石川県野々市市郷町262-2
TEL：076-246-5600　FAX：076-246-3914
http://www.nouge.net　　金沢脳神経外科

金沢脳神経外科病院

日本医療機能評価機構 認定病院

医療法人社団  浅ノ川

金沢脳神経外科病院  広報誌　第72号　発行：広報委員会
2019年6月発行

TOPICS

た な か や すのり

田中 康規 先生

一日一生

座右の銘

自己紹介

医師のご紹介新任

院内QCサークル発表大会
 3月26日に第15回院内 QCサークル発表大会
を開催しました。当院では長年にわたりQC活動
を推奨してきました。これまでにも各部署より
様々な業務改善のアイデアが提示されてきまし
た。今後もこの活動を継続し、より良い患者サー
ビスに還元できるようにしていきます。

QC … Quality control（品質管理）

3月26日（火）  当院にて

麻酔科 部長

大学では新生児から高齢者まで、幅広い年齢層の患者さ
んの麻酔管理を経験させて頂きました。手術を行う外科
医の先生が安全に手術に臨めるように、そして、患者さん
が安心して手術を受けられるように日々心がけています。

■ 出 身 地

■ 資 　 格

埼玉県
平成 20 年3月金沢医科大学医学部卒業

日本麻酔学会麻酔科専門医
老年麻酔学会認定医


