
ぬくもりとおもいやりの医療

研修医のいる病院

副院長卜部 健

平成16年度から新臨床研修医制度が始まりました。本年度で5

年目になります。以前は医学部を卒業し国家試験に合格後、大挙

の「医局jという枠組みに入り、その申で経験研鑓を積んで一人前

の医師になるというパターンが一般的でした。この新制度では大
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学病院を2め、ある一定の墓準を満たす病院が独自の研修プログラムを作り、それぞれの病院

で卒後2年間[医師のひよこjからある程度「独り立ちjできるまで研修するというシステムです。

医師不足あるいは偏在、しいては医師の過重労働の大きな誘引となったとして社会問題化し、

マスコミなどで大きく取り上げられているので皆さんも窓知されていることと思います。

当院も管理型研修病院として、また金沢大掌附属病院の協力病院として、毎年3人前後の研

修医が診療業務に従事しております。もちろん 「医師のひよこJですので、患者さんの立場か

ら見ると、時として不安を感ずるような医療行為が自につくかもしれませんが、 l必ず経験豊富

な指導医とともに実際の診療にあたります。

研修病院としての利点としては病院全体の活性化が挙げられます。若い医師が一緒に働き指導

するごとで、指導医のみならず病院全職員が(ある憲昧)マンネリ化した自らの診療行為、業務

を省みる非常によい機会になり、研修指導病院として適切かつ高度の診療の遂行へのモチベー

ション(動機付け)が向上することが期待されます。

さらに将来の地域医療を担う医師の育成・確保という意昧においても間接的にしろ大きく寄

与し当院もその使命を担っております。
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循環器内科医長

八重樫貴紀

M 

泌原器科医長

新倉 三匹
目

よろしくお願いします。

健康管理科医長

長野 亨

品管品~1.

この秋の医師の異動に

より泌尿器科の新倉晋

先生、循環器内科の八

重樫貫紀先生、健康管

理科の長野亨先生が当

院の診療部に加わりま

した。

病院創立60周年・公営化40周年・総合健診センター開設15周年

昭和23年8月、石川郡中央病院(一般病床20床)として開院し、その後昭和43年4月には石川医療

施設組合が発足、公立松任石川中央病院となりました。今年は、病院創立60周年-公営化40周年と

いう記念の年です。

また、病院東側に総合健診センターを開設して15周年でもあります。

永年、病院のいろいろな委員会の外部委員として、またボランティアとして多くの皆様にご協力

を頂いて参りました。その方々の中から、池田 保さんと竹田外代吾さんに記念の寄稿を頂きまし

たでの、ご紹介させていただきます。

美昧しい食事が楽しみ

外部委員代表池田 保

少し楽になった患者の楽しみは、食事だろう。いま申央病院では、夕食は6時配膳、美昧しく食べ

て頂くためのさまざまな工夫がなされております。

病院移転・新病院建設構想の議論が始まった1983C昭和58)年頃は、中央病院はもとより県内全て

の病院のタ禽は、 5時配膳が普通でした。

この年5月、 "市民に信頼される病院づくり"を研究する臓員組合と議会議員の私が、新潟県水原

郷病院を訪ねました。この病院では、6時配膳・複数献立が行われていました。我々の常識とかけ離

れたことが毎日行われている。驚く我々に、 『あなたの大事な家族を入院させ、 58寺に食事を出せま

すか。j寺田院長の患者側に立った一言が、我々に大きな衝撃を与え、新病院建設を待たず"今すぐ

出来る改善を"として、県内に先駆けて6時配膳・病院食改善に踏み切ったのです。

病院経営にとって、ともすれば「給食jは二次的に扱われやすい。創立60周年、年を重ねても、あ

のときの水原郷病院から受けたカルチャ-ショックを忘れないよう、お願いします。
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お祝いの言葉

外部委員代表竹田外代予

貴病院の創立60周年、公営化40周年、移転20周年、健診センター開設15周年と幾重もの節目の

年に、 IC¥からお祝い申しよげます。

私たちのみたらし福祉会も貴病院でボランティア活動を始めて令年でちょうど、 10年経ちました。

当時の院外広報誌を男ますと、ボランティア活動のスタートを大きく取り上げてあり、病院側の期

待の様予も旬われ、今更ながら10年の歳月の重みを感じます。

「継続は力なりJと申しますが、必要とされている事に喜びを感じ、これからも会員一向、山を一

つにして励んでいきたいと思っています。

現在、増改築も完3し最新の医療設備も導入されました。

これからも優秀な医師、看護師及び各分野のスタッフに

より[ぬくもりと思いやりjの医療をモットーに、益々、

地域の申桜的病院として発展される事をお祈りいたします。

公立松任石川|中央病院では、 11月16日(白)松任文化会館

において、 60周年記念事業を開催いたします。

午前10時から、 1階ロビーにおいて、病院の紹介をした

パネル展示と、健康フェアを行います。

血圧測定・体脂肪測定・骨密度測定・血中酸素濃度 ・

ストレスチェック ・ニコチンチェック ・

動脈硬化チェック .AED講習

また、午後1時30分からは大ホールにて記念式と記念講演会を行います。

記念講演会生命輝かそう石川の医療人

"安全で快適な医療を求めて11 11一地方病院のささやかな試み"

講師全国自治体病院協議会会長選見公雄氏

午後3時30分からはアトラクションとして琴修会のみなさんによる大正琴の演奏と松任中

学校合唱部による合唱が扱露されます。

みなさんの多数のご参加を、お待ちしております。

※当日、会場となる松任文化会館付近には駐車場が少ないため、病院駐車場をご利用下さい。

病院駐車場より、総任文化会館までの送迎パスを運行いたします.
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{予約制) 午後

外来 診療ご案肉

月 火 水 木 金

河合(思) トきE 晶 j撃 局綬 喜多

(能登(山 神経内科) c司合(Ml崎原病) (喜多 似原病) (喜多糖尿病) (河合(揚)t訟原病)

/ 
(横山

/ / / 
甲状腺-副甲状腺)

高津・高筏 / 高筏 高津・高筏 / 

/午後のみ及川 / /午後のみ堀策 / / 

織田 ・八重樫 久保田・織田 久保田・樫窓 織田・八重樫 久保田 ・樫君主

水野・安田 安田・河合(1理) ト部・河合(博) 河合(1i，lJ)・水野・関 関-ト部

※内科は一部診療科と午後の診察は完全予約制と宅よっておりますので、ご注意下さい。

加費良 武藤 加費良 武穏 戸田
ーーー一ーーーーー・ーーーーー ーー時ーーーーーーーー ーーー ー-ー日--・---ーーーーー・・ ーーーーー『骨骨ー ーーー ーーーーーーーーー『ーーーー
武顧 38苦まで 加賀良 3D寺まで 武蔽 39幸まで 加賀良 3鴎まで 戸田 38奇まで

商
笠原

商 南 南ーー・・ー申暗唱回甲骨岡修ー--
南

40奇30分まで 48寄30分まで 4時30分まで 49幸30分まで
4時30分まで

八木・竹田 ハ木・寺崎 八木・竹田 八木 ・古河 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 二男 二見 118奇15分まで 二見 二見

豆尾 岳尾 岳尾 岳尾 岳尾 l 

-----ーーー------
49寄まで /(手術} 4時まで 48者まで /(手術)

長野 押野谷・新倉 押野省 押野谷 ・新倉 長野・新窟
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ーー ーーーーーーーー ーーーー

/ (手術) 新車 28苦まで 29菩まで 29喜まで /(手術}

友田 友田 友田 友田 左田
ー苧ーーーーーーーーーーーー ー園田ーーーーーー』ーーー
(友田更年期) 28奇まで 29苦まで (友田更年期) 2時まで

加藤{袈) 加藤{護) 加隊(婆} 加藤(妥) 加藤(袈) 11 B寺まで
ーーーーーーー一ーーーーーーーー・ーー'ーーーーー------ ---- 骨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

/(手術}
(加膝(婆}屈折異常)

38寺30分まで
/(手術)

(加藤{妥)屈折異常)
/(研修)

3跨30分まで

原谷 広田 Eま谷 啄谷 E宗谷
ーーーー骨『ーーー 骨-- 『ーーーーーーーーーーーー ー------ーー・毎 4・ーーー

46寺まで /(手術) /(手術) /(倹醤) 48寄まで

木戸 木戸 木戸 木戸 木戸

39寺30分まで 3時30分まで 39寺30分まで 36幸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""110寺30分 午 後12時30分~

※午後の診療時聞は手術、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、できるだけ午前申に受診

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療養費がかかることがあります)

在宅医療

神経科精神科では、退院して自宅で療養を続けたい

方のために訪問看護を行っていますのでご利用下さい。

.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石川県白山市倉光主丁目8番地 TEL.076-275・2222 FAX.076・274-5974
URL http://www.mattohp.jp E-mail mattohp@asagaotv.ne.jp 




