
ELf-. 

f 第25号
平成19年12月

J

、

公立松任石川申央病院|

ぬくもりとおもいやりの医療

車椅否が寄贈されました

4リクライニング型車椅予

‘クッション付き車椅予

(明るいブルーと
暖かみのあるオレンジ)

点滴棒や酸素

などのボンベを
取り付けられる
ようになって
います。

「松任石川中央病院でお使い下さいJと、以前入院されていた方から車碕予の寄贈があり、

このほど外来 -病棟に設置されました。

寄贈された車碕吾はリクライニング型も富む3種類で63台。全てが最新型で、これまでには

なかったクッションを内蔵した布製シー トは、使う人へぬくもりを感じさせるものとなってお

ります。

当院では、寄贈された方の意にそって、細やかなメンテナンスを行いながら、末永く大切に

使っていこうと思っております。

ご芳志育難うございました。

この口ゴマークは、日本医療機能評価機構より認定を受けた病院
の証しです。公立松任石川中央病院は平成17年10月にVer.5の認
定を受けました。
中央の十写は病院や医療全般のシンボルです。それを取り囲む円
は、さまざまな病院に対する評価と信頼を表しています。
シンボル力ラーは金、究極の英知を表すとされている色です。
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耳53咽喉科 循環器内科

医長 塚谷才明 医師 池田達則

.・ 、

10月より耳鼻いんこう科と循環器内科の医師

が替わりました。

両先生方には、早くこの病院に慣れていただき、

地械のみなさんの健康

のために頑張っていただ

きたいと思います。

(r~ (((  (頼れる病院ベスト30に選ばれました )))))

「プレジデント200712月17日号Jという雑誌の「頼れる病院危ない病院Jという特集記事で、

全国約 1 0 ， 000ある医療機関のうち、 J~\臓力テーテル治療において公立松任石川申央病院が第30

位(石川県内ではトップ。北陸3県でも第21立)にランキングされました。

これは大変名誉な事だと思っております。職員一同の励みになりました。

新じい医療器械が導λされまじた

• 

I体外衝撃波結石破砕装置j導入

泌尿器科では9月22日より、 ドイツ・シーメン

ス社製の最新の尿路結石破砕装置「モデ、ユラー

リス-パリオスターJを導入しました。

この装置による体外衝撃波結石破砕治療は、

ほとんどの尿路結石(腎結石、尿管結石)が対象

となります。

治療は仰向けに寝た状態で行います。結石に

衝撃波を1000"-'3000発当てて結石を粉々に

砕きます。所要時間は約40分です。

痛み止めの注射や坐薬のみで受けることができ、麻酔は不要です。合併症はわずかで体に優し

い治療法ですが、育効率は80"-'95%と高い治療効果が期待できます。もちろん治療には保険が

適用されます。

尿路結石と診断された方でこの治原をご希望の方、詳しいことを聞きたい方はお気軽にご相談

下さい。
~泌尿器科外来~
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，(j¥臓リハビリテーション室

当院循環器内科では、平成19年12月から

Il~'\臓リハヒリテーションを開始しました。 ー ，/  

ill)臓リハビリテーションJとは、1e，1臓病の 匹、
患者さんが、低下した体力を回復し、精神的

な自信を取り戻して、社会や職場に復帰し、さ

らにの臓病の再発を予防し、快適で質の良い

生活を維持することをめざして、運動療法、

患者教育、笠活指導、カウンセリングなどの活

動プログラムに参加することです。一言で言

えば、 I~I臓病の患者さんが、快適で質の良い

生活を取り戻すための総合プログラムです。

具体的に考えられる効果は以下の通りです。

1運動能力が増加し、楽に動けるようになる。

2狭山症やID¥不全の症状が軽くなる。

新しい骨密度測定器の導入

当院に導入された骨密度測定器は、正確

な測定が可能なため、高齢になると多く生

じる骨組しよう症(特に更年期以降の女性)

の診断に育効です。

検査は10分弱、仰向けに動かずに寝て

いるだけで、痛みはありません。人体に影

響の無い微弱な放射線を利用し測定します。

当院(建診センターなどで行われている、

超音波測定器で骨密度減少と判定された方、

骨組しよう症が気になる方はせて〉受診され、

検査をお勧めします。
~放射線室~

』ーーーーー

3不安やうつ状態が改善し、快適な社会生活を送ることができる。

4動脈硬化のもとになる危険因予(高脂血症、高血圧、糖尿病、肥満)が軽くなる。

5血管が自分で広がる能力(血管内皮機能)や自律神経の働きが

よくなるとともに、血栓ができにくくなる。

6 JD¥筋便塞の再発や突然死が減り、死亡率が減少する。(3年間で約25%の死亡率低下)

これまで積極的に行ってきた力テーテル治癒とともに、今後はI~I臓病治療の基本になるものと

考えています。 I~'臓病や閉塞性動脈硬化症でお悩みの方はこの機会に参加してみてはいかがでし

ょうか。詳細は当院循環器科外来にお問い合わせ下さい。
~循環器科外来~
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t一般
内科 j午前

核医学
午前

l 診療科

腎高血

内 !庄内科
午前

呼服器
午前

内科
手ヰ

循環器
午前

内料

I 消化器
午前

4内科

精神科 」午剛

掬経科 午後

|午月IJ

小児 科~ I 午後

外 科 |午前

整形外相 午前

脳神経 l

午前
外相

皮廊科
午削

午後

午削
泌尿器科

午後

産婦人科
午則

午後

午別

B良 手斗
午後

耳思いん 午削

こ う科 午後

歯 科 午月日

(予約制) 午後

外来 診療ご案内
.. 

月 『 火 水 木 主

河合(思)
|湯浅 局j翠 高筏 及川

(河合(即 trn原病) (竹下棺原病) (能登(大)神経内科) (竹下ー河合(思)械尿病)

/ 
(償山

/ / / 
甲状腺 ・副甲状腺)

高津・高筏 / 高筏 高津 ・高枝 / 

/午後のみ及川 及川 /午後のみ及川 / / 

織田・進宅 久保田・織田 久保田 ・進宅 織田 ・池田 久保田湯浅

ト部・在原 河合(1i!i) ・大揚 大場・河合(問) i卜部在原 在原・ト部

※内科は一部診原科と午後の診察は完全予約制と主よっておりますので、ご注意下さい。ー

加賀良 武藤 加賀良 武藤 中谷
---司ー ----ーーーーー ーー『ーーー ーーーーー ーーー 『ーーー ーーー 骨弔『・・ーー ーーーーーーー『骨骨ーーー ーー司骨骨『ーー古田ーーーー
武膝 3時まで 加賀良 3時まで 武蔵 39苦まで 加賀良 38苦まで 中谷 38奇まで

加藤(点) 商 4時30分まで
加綴(貞)加藤(貞) 南

南 (加藤偵)アレルギー
4時30分まで 4時30分まで 4跨30分まで

4跨30分まで 2時30分-4時30分)

八木・竹田 八木・古河 八木・竹田 八木 ・申村 八木 ・能登(正)

上野・岡田 上野・庭田 岡田 上野・ 岡田 上野・庭田

二男 二見 二見 二見 二見

岳尾 岳尾 岳尾 岳尾 岳尾
------ーー曲ーーーーー ーーーーー ーー ーーー ーーー

4時まで / (手f桁) 40奇まで 4時まで /(手術)

押野谷 長野・高島 押野谷 押野谷・高島 長野-局島
ーーーーー・・・』ーー・・ー喧骨骨 ーーーーーーー ーーー・・ーー ー ー"ーー ーー干ー 曲・ーーー --

/(手術) 高島 2時まで 2時まで | 2時まで /(手術)

友田 友田 友田 友田 友田
ーー ーーーーーーーーーーーー 一一 ーーー ーーーー ーーー ー
(友田更年期) 2時まで 29奇まで (友田更年期) 2時まで

加醸(姿) 加藤(妥) 加藤(嬰) 加藤(霊) 加膝(要) 11時まで
ーーーーーーーーーーーーーー ーーーーーーーーーー白骨骨骨 ーーー骨骨ーーーーー 』ー ------ー』日ーーー ー ーーーーーーーーーーー ーーーl

/ (手術)
(加藤(婆)屈折異常)

/(手術)
(加藤(要)屈折異常)

/(研修)
3時30分まで 39寺30分まで

i家谷 宮腰 塚谷 原谷 i家谷
ーーーーー早ー ーーーーーー

40寺まで /(手術) /(手術) /(綴白) 4時11'で

木戸 木戸 木戸 木戸

3時30分まで 3時30分まで 3時30分まで 3時30分まで 39奇30分まで

(. )は、専門外来 亦害は完全予約制

診療受付時間午前8時'"11時30分午後12時30分~

※午後の診療受付は手術、検査、予約など診療科によって異なることがありますので、総合

受付でご確認下さい。

※午後は入院患者の診察や手術で休診となることがありますので、できるだけ午前中に受診

して下さい。

※紹介状をお持ちの方を優先的に診察しています。

(紹介状をお持ちでない場合は選定療養費がかかることがあります)

4・在宅医療

神経科精神科では、退院して自宅で原養を続けたい

方のために訪問看護を行っていますのでご利用下さい。

4・診療時間タキの受診について

診僚時間外に受診の際は、夜間入口の救急外来受付

にお申し出下さい。

お問い合せは総合受付まで(内線2104)

公立松任石川中央病院 干924-8588石川県白山市倉光三丁目8番地 TEL.076-275-2222 FAX.076-27 4-597 4 
URL http://www.mattohp.jp E-mail mattohp@asagaotv.ne.jp 
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