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平成20年が明け、早や1ヶ月が過ぎました。この平成20年は医療界

のみならず当病院にとっても大きな変革の年になると思われます。当

院はこれまで黒亨経営を維持してきましたが、新聞・テレビでは医療

従事者の癒弊や公立病院の民営化など「医療の崩壊jが連日のように

報道され、昨年末には 「公立病院改革力イドラインjが総務省より提示され、 2008年度内の

経営改革プラン策定を求められています。

このような政府の厳しい財政抑制政策のもと、病院と して更なる努力が必要と考え、本年

4月、令後の医療情勢に敏感に対応できるよう経営形態の見直しを行います。病院の自律性と

職員の意識改革をめざしたものであり、このことにより日々の外来・入院診療における質の向

上が期待され、病院利用の皆さんへの医療サービスにつながると確信しています。

当院は、他の病院に比し先端的な画像診断機器を育しており、これらを駆使してがんの早期

発見 治療および生活習慣病などの予防 ・診断・治療を推し進めてきました。また、設備につ

いては病室 ・検査室・手術室・給食 ・薬剤室など平成元年以来の大規模な摺改築を行い、看護

師配置も入院患者1.4人lこ1人当たるよう増員し 1年が経ちました。皆さんからのご意見では

満足のいく評価を得ているものと思っていますが、令後は更なる医師の増員など優秀な医療従

事者の人材を確保し、地域の診療所など各種医療施設

との連携を密にし、利用者の生活の質をも考慮した急

性期医療を行うつもりです。

最後に、病院の職員は日夜献身的に業務を果たして

います。この地域に 「医療崩壊jの話題がでることの

ないよう、今後ともご理解とご協力をお願いいたします。
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再来受付機更新と会計番号表示の導入

会計の出来上がりを番号でお知らせします。

3月3日より、正百五関口ビ-内に大型モニターを

設置し、会計計算の終3された方の受付番号を表示し

ます。

番号が表示された方は、自動精算機にて会計が司能

となります。

これまで会計をお待ちの方々には、約10分程度の

待ち時間をお願いしておりましたが、会計計算の出来上がりを表示することにより、これまでよ

りもう少し早く会計が出来ることとなります。

表示する番号は受診票に印刷された受付番号ですので、受付票は最後までご持参下さい。

受付機が変わります。

同じく、3月3日より、正面入口右側にある受付機が新しくなります。

これまでより男やすい画面となります。診察券は今ご利用の券がそ

のまま使えます。

受付機の操作方法は以前の受付機と同じですが、受診票が変わりま

す。日付やお名前、診察を受けられる診療科や内容など、今までの受診

票と同様の内容が印守されますが、受付

番号が受付順の一連番号となります。

また、外来力ウンター横にあります受

付機は廃止となります。

これまでご利用の方々にはご不便をお

かけしますが、正面ロビーの受付機をご

利用下さいますようお願い申し上げます。

石川テレビf命をつなぐ先進医療jで紹介されました

平成20年1月28日(月)の夜7:00から石川テレビにて放送されました[命をつなぐ先進医療J

の中で、公立松任石川中央病院が紹介されました。

当院の部分では、 I~\臓力テーテル治療について、その救急体制や設備、久保田副院長の取り組

む姿勢などが取り上げられていました。また、力テーテル治療で病状が良くなっても予後のケア

が重要で、 rl~\臓リハビ、IJテーションjの様与や、「糖尿病教室jなどの取り組みも紹介されました。

また、PETセンターなども紹介されました。
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平成19年度 地域講演会の実績

公立松任石川中央病院では、地区公

民館、町内会や老人会など様々な集ま

りからの依頼で、集会場や白山市民交

流センターなどに、医師や看護師、管理

栄養士などを派遣し、地域住民の皆さ

んの健康管理や生活習慣病の予防のた

めの講演会を行ってきました。

平成19年度に行った講演についてま

とめて、報告いたします。

4月"'1月末までの講演回数

聴講人数(延べ)

24回(3月末までにあと2回予定)

1，565人 PET倹診(;:::

講師(延べ)

主な講演内容

医師

看護師

管理栄養士

歯科衛生士

事務職

21名

4名

1名

1名

1名

，、園圃圃，-，、・ー"
計 288 

iPET検診についてJ

f脳の老化とその予防j

「最近のガンの傾向と治療J

i40代からの眼疾患j

「メタボにならない生活習慣J

I健康づくりよもやま話jなど

ホームページがリニューアルしました

公立松任石川中央病院のホームページが新しくなりました。

特に、診療科毎に紹介ページをつくり、担当の医師の写真やコメン卜などをのせてあります。い

つも力、力、っている科がどんな風に紹介されているか、気になるあの科は何を治療するところだろ

うか見てみるとおもしろいですよ。

また、研修医の様吾がわかりやすくなりました。どんな研修医が、令ど

んなことを研修中でどんなふうにがんばっているのか、それぞれの言

葉で紹介しています。

是非、一度見てみてください。

rHOMER陥E)
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外来診療ご案内

用 火 水 木 主
一 般

午前 河合(鼠)
湯j斐 高津

内 容↓ (河合(即 聴尿病) (竹下糖尿病) (能登伏}神程内斜)I (竹下・河合(tl)結尿病)

核医学 (横山

診!烹科
午前 / 

甲状腺・ 副甲獄鼠)
/ / / 

内
間高血

午前 高j撃・高枝 / 高校 高j事・ 高筏 / 
庄内科

呼服器
午前 /午後のみ及川 及川 /午後のみ及川 / / 

科
内科

循環器

内科
午前 織田・進宅 久保田・ 織田 久保田・進宅 織田・池田 久保田 湯浅

消化器
午前 河合(1!Y)・在原 卜部在原 卜部・ 河合(1曹) 河合(j努)・在原 在原 ト部

内 科

※内科は一部診僚科と午後の診察は完全予約制となっておりますので、ご注意下さい。 子~ 
{ 

構 干の科 午剛 加賀良 武藤 !加賀良 武藤 φ谷
ーーーーーー 一一一 一一一 ーー ーーー ーー ーーー ーーー ---ーー---ー 甲甲ー ーーーー『ーー早ーーーーー 再ーーー悼 ーーーーーーーーー

抑経科 午後 武藤 39寄まで 加賀良 39幸まで 武藤 30苦まで 加賀良 3時まで 申谷 3時まで

加藤(点)午剛 南 40寺30分まで
加藤(印 南 加藤(貞)ーーーーーーーーーーー#ーー

小児糾 南 (加際(点)アレルギー
午後

2時30分-40寄30分)
48寺30分まで 4時30分まで 48寄30分まで

40者30分まで

タ1 科 午前 八木 ・竹田 八木 ・古河 八木 ・竹田 八木・ゆ村 八木・能登(正)

整形外科 午前 よ野・ 岡田 上野 ・庭田 岡田 よ野・岡田 上野 ・庭田

ー
脳掬経 |午一 二見 二見 二男 二男 二見外 科 目リ

皮脂 料
午剛 岳尾 岳居 岳尾 E尾 岳尾

申 『一ーー- 一一 一一一一一 一一一一ー
午後 4時まで / (手術) 48奇まで 4時まで /(手術)

泌尿器科
午剛 押野谷 長野 -高島 押野谷 押野谷・ 高島 長野局島

----・ーー ー・ 』ー ー--ーーーーー『 司ー ーー ーーー ー ーーー ーー+ーーー ーー・ーー
午後 /(手術) 高島 2時まで 2時まで 2時まで / (手術)

4 斗 a 争吋

産婦人科
午削 友田 友田 友田 友田 友田
ーー一一一 ー ーー『 一一 一一一 ー一ー 一ー一 ー一ー ーーー ----
午後 (友田更年期) 2時まで 2筒まで (友田 更年期) 2時まで

午剛 加藤(要) 加藤(姿} 加藤(要) 加藤(要) 加牒(要) 11符まで
ーーーー ーーー ーーーー ーーーーー『ー一ーーーーー 骨司副 ーーー ーー一 ーーーーーーーーーー『ーーー

目R 科
午後 / (手術) I (加藤(要)屈折異常)

/ (手術)
(加藤(婆)屈折異常)I / (研修)

3時30分まで 3時30分まで

耳鼻いん 午剛 原谷 宮腰 i家谷 塚谷 i家谷
ーー---一--ーーー -ー一一 ーーーーー『 ーー 四時ーー

こ う科 午後 4時まで / (手術) /(手術 /(俊白) 4鴎まで

歯 科 午削 水戸 木p 木戸 木戸

(予約制) 午後 38奇30分まで 30苦30分まで 30奇30分まで 3時30分まで 3時30分まで

( )は、専門外来 赤宰は完全予約制

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、中央

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原護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、退院して自宅で療援を続けたい

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・診療時間外の受診について

診療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。

お問い合せは中央受付まで(内線2104)
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