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『一如』とは、“一"は不ニ、“如"は不異の意。

真如はニでなく、 ーであり異なるもので・ないζとo

物充ち、 Ie，¥豊かな安らぎを求め、徳をつみ奉仕を重ね、空気・大地・水・光、

そして四季折々の自然が鮮やかに観られる中での 11 Ie，¥身一如"の医療を念願した。

2ト年もこの「心身一如Jを忘れず、 安全、安心な医療の旋供に努めてまいります。
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甲状腺診療科

医長道岸隆 敏

第2部は松任中掌校

合唱部のみなさんによ

る合唱です。 rYELLJな

ど3由を聴かせていた

だきました。

新ー任医-師ーの-紹d 一介

放射線科

医長今堀恵美喜

12月、 1月の医師の異動により、道岸

医師、今堀医師が当院の診療部に加わ

りました。

先生方には、 1日も早くこの病院に慣

れていただき、地域の皆さんの健康の

ためにがんばっていただきたいと思い

ま守L

クリスマスのつどい
昨年末に、クリスマスのつどいが開催され

ました。

入院患者さんや外来患者さんを励まそう

と、開催してきましたが、今回で14回目です。

第1部は琴修会旭ヶE教室の皆さんによ

る大正琴の演奏です。「きよしこの夜Jなどク

リスマスソングや懐かしい「恋の季節jなど

みなさんご奇じの曲をア曲演奏していただ

きました。



交通事故による死者より自殺者の方

が多いと聞き、メンタルヘルスの重要性

を再認識させられました。また、周りの

人との簡単なコミュ二ケーションを実

践し、ストレスが過多になっていそうな

人にどのような援朋をすればよいかな

ど、全員参加型の研修会となりました。

接遇研修会

令年の接遇研修会は、退院時アンケー

トに実際に書かれていた事例について

取り上げました。

1部はビデオによる事例紹介。2部は

再現劇による事例紹介。出演者も講師も

職員でま

申央病院 だ より 努~"'ZIi平成問2月 I

メンタルヘルス包ミナー

より安全な、安I~'できる医療を提供する

ためには、職員が健康であることが重要

であり、特にストレスは精神的にも身体的

にも影響を与えます。

そこで、ストレスを上手く発散する方法

や、周囲の気づき、援助などについて研修

会を開催しました。

患者さんから寄せられたご意見を題材とすることで、

参加した職員全員が意欲的に参加していたようでした。

また、今まで何気なく使っていた連絡用語も、患者さん

には、不快な表現だったという事例など、具体的に何を

どう変えればよいかが話し合われました。
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外来診療ご案内

月 火 水 木 金

一般
午前 河合(昂)

安閏 局j事 (喜多糖原病) 昌枝 喜多

内科 (河合(皐)糖原病) (小野神経内科) (喜多糖尿病) (河合(昂)糖原病)

甲状膿
午前 道岸

(横山
/ 道岸 道岸

診療科 甲状腺・劃甲状腺)

内
腎局血

午前 高津・高枝 / 高枝 高津 / 
庄内科

睡眠器
午前 /午後のみ及川 / / / /午後のみ土原

科
内科

循環器
午前 織田・大谷 久保田・織田 久保田・黒川 織田・大苗 久保田・黒川

内相

消化器
午前 卜部・野村 上田・河合(博) 卜部・河合(燭) 河合(惇)・上田 野村・卜部

内科

※内科は一部診療相と午後の言診察は完全予約制となっておりますので、ご注意下さい。

精神科 午前 加賀良 武藤 加賀良 武藤 戸田
』ーーー ーーーーーーーーー一ーーーー 』ー---ーー一一』ーーー ーー一ーーーー一ーー『ーー ーーーーーーーーーーーーー

神経科 午後 武藤 3時まで 加賀良 3時まで 武庫 3時まで 加賀良 3時まで 戸田 3時まで

午剛
南

清水
商 南 南ーーーーーーーーー ーー ーー

小児料
午後 4時30分まで

南
4時30分まで 4時30分まで 4時30分まで

4時30分まで

外 科 午前 八木・竹田 八木・宗本 八木・竹田 八木・馬j慶 / 八木・能登

整形外料 午前 よ野・岡田 上野・庭田 岡田 上野・岡田 上野・庭田

脳神経
午前 二見 L 二見 .¥¥ 田中 二男 二男

外 本↓

皮 膚 科
午則 小松 小松 形成外科山下 小松 小松

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
午後 4時まで /(手術) /(手術) 4時まで /(手術)

泌尿器科 午前 長野 押野谷・新倉 押野谷 押野谷・新窟 長野・新倉・高原

産婦人科
午剛 友田 友田 友田 友田 友田

ーーーーーーーーーーーーー』 ーーーーーーーーーーーーー
午後 (友田更年期) 2時まで 2時まで (友田更年期) 2時まで

眼 科
午前 ※当分の間代診と主よります。

午後 診療時間については、お電話などでご確認下さい。

耳鼻いん 午剛 塚谷 北)11 塚谷 塚谷 塚谷
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

こう 料 午後 4時まで /(手術) /(手術) /(検査) 4時まで

歯 科 午剛 木戸 木戸 木戸 木戸 木戸

(予約制) 午後 3時30分まで 3時30分まで 3時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~
※午後の診療時間は手術、検査、予約など診療料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ま

(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 .診療時間舛の受診について

神経刺精神科では、退院して自宅で療養を続けたい万

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 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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