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ぬくもりとおもいやりの医寝

来-
副院長小林宏充

当院は救急、告示病院として24時間体制で救急医原を行っています。

当院の救急舛来は、原則として緊急に入院治療をl必要とする紹介患

者さんや、 救急車で搬送される重症の患者さんを診療対象としてい

ます。
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年闘でおよそ 1万人の患者さんが時間外(夜間、土日-祝日)に当院の救急外来を受診されま

すが、この中で入院加療をl必要とする重症の患者さんはわずか1割程度です。重症患者さんが

受診された場合は、たとえ深夜 ・休日であっても直ちに専門医と連絡をとり、また必要な看護

師などを集め、緊急に手術やその他の治療を行うことができる体制をとっています。しかし、

少ないスタッフで、まず重症患者さんから優先的、集中9'9に治療させていただくため、軽症の

方が受診された場合、待ち時間が長くなったり、とりあえず必要最低限の検査、処置だけをさ

せていただき、翌日に改めて専門医の診察を受けていただかざるを得なくなったりすることが

あります。

患者さんご自身で重症 -軽症の判断をされることは難しい場合もあるでしょうが、当院救急

外来の事情を充分にご理解いただいた上で受診していただくようにお願いいたします。
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ぷ三三 モ誕祭認さくこんな手術もやってます!》湾訪拐さ>汐

公立松任石川中央病院では、回復も早く震も目立たない「鏡視下手術Jの施行を薦めてきました。

開腹手術に比べ、 「低1蔓襲jで入院期間も短縮されますが、高い妓術力と経験をl必要とします。中に

は、学会の認定資格がないと施行できない手術もあります。

そこで、外科 ・整形外科・泌尿器料の「鏡視下手術Jについて紹介します。

外科

外科では平成9年より鏡視下手術を開始しており、現在では以下の疾患に対して鏡視下手術を導入し

ています。

・胆石症、胆のう炎 ・胃がん ・大腸がん ・自然気胸(肺のう胞)

・肺がん(原発性肺がん、転移性肺がん) ・虫垂炎(いわゆる盲腸)

・その他 胃十二指腸漬傷穿ラしなど

病気の状況によっては鏡視下手術が困難な場合もありますが、できるだけ

安全で低侵襲な手術を提供できるよう日々努力しています。鏡視下手術など

の低侵襲手術に対してご希望・ご相談がありましたらお気軽にご相談下さい。

整形外科

整形外科では、主に膝や手の関節(半月板や靭帯)などの手術において「関

節鏡視下手術J;を行っています。

泌尿器科

泌尿器科では、患者さんに安Jl)して腹腔鏡手術を受けていただけるように、平成16年より日本泌尿

器科学会と関連掌会で「泌尿器腹腔鏡技術認定制度jが開始されておりますが、この度当科では、押

野谷医師が平成19年度の審査に合格し、「泌尿器腹腔鏡手術を安全力、つ適切に施行する技術を育するJ
と認定されました。(石川県では4人目。認定医所属病院は当院をきめ3病院のみです)

当科ではこれまでも腹腔鏡手術を行ってきましたが、今後さらに積極的に行っていく予定です。

手術例:腹腔鏡下副腎摘出術、腹腔鏡下腎摘出術、腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫霧手術、

腹腔鏡下腎部分切除術、腹腔鏡下腎のう胞切除縮小術、腹腔鏡下腎孟形成術、

腹腔鏡下腹腔内停留精巣摘出術、腹腔鏡下内精巣静脈結紫術

辺さく 看護部長より「ぬくもりとおもいやりの看護をJh汐

公立松任石川中央病院香護部は「ぬくもりとおもいやりの看護Jを理念とし、患者さんやご家族に

満足していただけるホスピタリティあふれる看護をめざしています。

当院には270名余りの看護師、間産師、保健師が割務しています。一般病棟は患者さん7人に対し

て看護師1名が対応するi7対1吾護体制Jという手厚い看護を行っております。さらに救急部門、 集

中治1寮室などの整備も整い、急性期病院としての専任看護師が、より安全で質の高いチーム医療を

提供する重要な役割を担っております。

外来部門では、糖尿病療養指導、足のスキンケア、患者さんやご家族の生活により密着した生活

指導及び看護相談を行っております。また、どなたでも参加できる心臓病教室や糖尿病教室は、専

門の医師や管理栄養士、看護師なと.力T携わっております。是非ご利用下さい。

また教育機関として、看護部では、地域の看護学生の受け入れ、看護師の再就職を希望される方

への麦療研修、ふれあい吾護体験、高校生 中掌生の職場見学と体験、申学生の出前職業講座、更

には、感染看護認定看護師の感染防止に関する出前研修などを積極的に行っております。

私たちは、これらの活動を通じて地域と密着し、員献して参りたいと考えております。今後とも

よろしくお願い申し上げます。
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ぷ延辺“お認毛く 新しいCTが導入されます!》珍珍診努拐さ左手、
この度当院では、最新式のI~\臓検査対応型64スライスX線

CT装置を導入することになりました。

X線CT装置でI~\臓を画像化するという試みは以前からありま

したが検査のためには思止め時聞が最短でも40秒と非常に長く、

患者さんに大きな負担を与えていました。

当院が導入いたします最新型CT装置は、世界で初めてI~\臓

の検査(120mmのスキャン範囲)を5秒の患止め時間で可能にし

た装置ですので、患者さんの負担を大幅に軽減することが可能

です。冠動脈造影検査の変わりになる検査で、外来で可能です。

立体像(3次元画像)として撮影部を360度自由な方向から観

帽 酬

オランダ フィリップス社製

察することが可能です。この最新型X線CTを使用することによ BrillianceCT64 

り、従来の画像診断装置では困難であった無症状のの血管の狭窄(せまくなっている)を早期に発見

したり、力テーテル治療(細い管を体内に挿入して、その先端を風船状に膨らませての血管の狭窄部

分を広げたりする治療)のフォローアップ検査装置として期待されています。胸部症状のある方や糖

尿病や高血圧、高脂血症、喫煙など危険因吾を育する方はぜひ受けてみてはいかがでしょうか?

I~\臓3次元画像 左冠状動脈I~\血管解析(CT) 左冠状動脈血管造影画像

< <<申学生や高校生が職場体験・見学に来ました》 ゐ
令年も、ふれあい看護体験をはじめ、白山市内の中掌生の職場体験学習[わく-ワーク体験jを受け

入れました。

ベッド周りの環境整備など簡単な看護師の手伝いや、患者さんの体を拭いてあげたり、髪を洗っ

てあげたり、乾かしてあげたり、日常では出来ない

体験ができたのではないでしょうか。

また、なかなか見ることが出来ない薬剤室の中や、

検査の機械、 PETセンターの中など、そこで働く人

に説明をしてもらいながら、見掌をしました。

令後は、近郊の高校生の職場体験なども予定され

ております。

病院見学などのお申し込みは、病院総務課までお

問い合わせ下さい。



第2時/平成~制月 中央病院だより l 

一般
午前

内科

|飯医掌
~僚科

午前

内|腎高田
庄内科

午前

|呼服器
午前

内科
料循環器

午前
肉料

消化器
午前

内相

梢 掬科 年目リ
ー ー ー ー

得経科 午後

午剛
ーー ー‘ー宇品

小児科 午後

タ1 科 午前

整形外科 午前

脳 神経
午前

外 科

皮閣科
午別

午後

泌尿器科
午削

午後

産婦人科
午別

午後

午削

眼 料
午後

耳思いん 午削

こう料 午後

歯 科 午前

(予約制) 午後

外来診療ご案内
月 火 水 木 金

河合(昂) 卜部 高j撃
高枝

及川(宣)

(能登(穴)神経内科) (;司合(明)糖原病) (喜多枇原病) (喜多・河合(窃}柏原病)

/ 
(償山

/ / / 
甲状腺・副甲状腺)

高im.高筏 / 高筏 高津高筏 / 

/午後のみ及川 及川 /午後のみ及川 / / 

織田 I也田 久保田織田 久保田・樫本 織田・池田 久保田-樫本

卜部 ・水野 河合(1珂) ・安田 水野・河合(1切) 安田 ・河合(1邸) 関・ 卜部

※内容lは一部診原料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。

加賀良 武藤 加賀良 |武脹 1戸田
ー 一一一 一 ー ーーーー

捕まで rIJO質面 ー

-・ ーーー ーーー ーーー

武藤 3筒まで 加賀良 3時まで 武藤 36苦まで 戸田 3時まで

南
笠原

南 南 南ー ーー ーー ー

商
4時30分まで 4防30分まで 4時30分まで 46害30分まで

46告30分まで

八木竹田 八木・ 寺崎 八木 ・竹田 八木古河 八木・能登(正)

よ野・岡田 上野・庭田 岡田 上野・岡田 上野・庭田

二見 二見 l二男 11鴎 15分まで 二見 二見

岳尾 岳尾 岳尾 岳尾 岳尾
ーー ーーー ーーー

4時まで / (手術) 40寄まで 40告まで /(手術)

長野 押野谷-高島 1fIl野谷 tfll野谷・ 高島 長野 ・局島
ー ー ー ー ー『骨 ーーー ー ーーーーーーーーーーー

/(手術 高島 2時まで 2時まで 26寺まで /(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 ーーーーーーー

(友田更年期) 2時まで 2時まで (友田 更年期) 2時まで

加膝(嬰) 加藤{袈) 加腺(褒} 加藤(雲} 加藤(要) 11筒まで
ー 一 ー - ー一一 ーーー ー ーー昌司-ー ー-ーーーーーーーー甲 ーー ー ー ー ー ー ー

/(季初
(加藤(廼)屈折異常)

/ (手術)
(加藤(聾)屈折異常)

/(研修)
3時30分まで 3時30分まで

思谷 広田 i家谷 I i家谷 i家谷
一一一 』一 一

4B寺まで /(手i!，j) /(手術) /(1知) 40右まで

木戸 *戸 木戸 ホ戸 木戸

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

( )は、専門外来 赤写は完全予約制

診療受付時間午前8時""11時30分 午後12時30分~

※午後の診原受付は手術、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。

※紹介状をお持ちの患者さん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照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、退院して自宅で原誌を続けたい

方のために訪問看護を行っていますのでご利用下さい。

.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)

公立松任石川中央病院 〒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.maltohp.jp E-mail mattohp@asagaotv.ne.jp 

雨空証1を空間しています.


