
ぬくもりとおも臥やりの医療

《患者の人権をお守りします》
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1.患者のプライバシーを守り、人権を尊重した患者主体の医原に努めています
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2.患者と医療者がおEいの立場や役割を認め合い、責任を担う信頼と協自の医療を目指しています

【知る権利を保障します】

病気の内容、検査の必要性、治療の方針などを患者にわかりやすく説明しますL

患者が十分に理解して納得、同意されたよで適切な診療を行いまま

患者から要望があれば力ルテを開示します二

【医療に参加する権利を保障します】

患者は治療法を自らの意思で選択する権利がありまま

ご自分の診療について、変更・撤回などご要望があれば主治医にお申し出下さい。患者自身の意思を

尊重した診療を行いまま

【情報を提供します】

ご自分が舎うけている診療内容について他の医療機関で一度みてもらいたい場合は、患者の当然の

権利として、診療にl必要な情報を提供します-0 (セカンド・オビ二オン)

また、他の医療機関で診療を続けたい時(転院)も同様に医療情報を提供しまま

平成 14年 7月 1日制定平成 22年 7月 1日改定
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新}任医師の紹介

研修医 研修医

武居亮平 加納俊輔

研修医

平井信行

7月1日より、新たに3人の研修

医がきました。これで、当院の研修

医は8名になります。

一日も早く公立松任石川中央病

院の雰囲気に慣れ、この地域の医

療を支える一員として、頑張りま

すので、皆さんよろしくお願いい

たします。

わくワーク職場体験

また、検査室や放射線室などいろいろな

機械を見学したり、リハビ、リテーション室で

体験をしたりしていました。

ビックリするようなこともありましたが、

貴重な体験が出来たのではないかと思い

ます。

白山石川医療企業団基本理念

私たちは、みなさまの健康な生活を

麦えるために

当院では、今年も市内中学校の「わくワーク職場

体験Jを受け入れています。

6月には北星中学校、7月には北辰中学校の生徒さ

んがやってきました。秋には松任中学校の生徒さんも

受け入れる予定です。

病棟では、入院患者さんの話し相手になったり、

お茶を配ったり、初めての体験に少し緊張していました。

公立松任石川中央病院基本方針

私たちは、地域の中核病院として

ぬくもりとおもいやりの医療に努めます
みなさまの権利と尊厳を尊重します

.期待にこたえられる良質な医療に努めます

@安Il:，¥'安全で信頼される医療に努めます

みなさまの立場に立った医療を実践します
高度医療・救急医療体制の充実強化に努めます

日々研鑓し医療水準の向上に努めます

・切れ目のない包括的な医療に努めます

平成22年4月1日制定

医療・保健・福祉機関との連携を推進します

健診事業の充実に努めます

平成17年4月1日制定平成22年4月1日改訂
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平成23年度白山石川医療企業団職員募集

白山石川医療企業団では、平成23年度採用に係る公立松任石川中央病院及び公立つるぎ病院職

員採用試験を行いますL

1 .職種及び探用予定人員

職 種 採用予定人員 業務内容 勤務予定病院

看護師 10=8程度 看護に関する業務
公立松任石川中央病院

叉は公立つるぎ病院

臨床検査技師 若干名 検査に関する業務 公立松任石川中央病院

診療放射線技師 若干名 放射線に関する業務 公立松任石川中央病院

薬剤師 若干名 薬剤に関する業務 公立松任石川申央病院

管理栄養士 若干名 栄養に関する業務 公立松任石川中央病院

理掌療法土 若干名 理掌療法に関する業務 公立つるぎ病院

作業療法士 若干名 作業療法に関する業務 公立つるぎ病院

2.受験資格等

(1)年齢要件:昭和45年4月2日以降に生まれた者

(2)資格要件:それぞれの資格を育する者又は平成23年3月までに行われる園家・資格試験に

合格見込みの者

(3)看護師は夜間-土日祝日勤務、臨床検査技師-診療放射線技師・薬剤師は宿日直業務、

理掌療法土-作業療法土は土日祝日勤務も可能な者

(4)健康で明るく、地域住民の奉仕者として勤務意欲、活力、重任感があり、かつ、病院職員として

勤務に耐えうる者

(5)地方公務員法第16条に規定する欠格条頂に該当する者は、受験できません。

3.受付期間

平成22年7月20日(火)--平成22年8月27日(金)

4.問い合わせ先

公立松任石川中央病院管理局総務課又は公立つるぎ病院管理局総務課

(申込書等はホームページよりダウンロードすることも出来ます。)

白山ロータリークラフの奉仕活動

7月18日早朝、白山口ータリークラブの育志19名による除草作業が行われました。

患者さんが利用する正面と運動公園側の駐車場の周りを中山に除草して下さいました。

暑い中、大変な作業た、ったと思います。ありがとうございました。

これからも、病院の環境整備のため、ご協力をお願いいたします二
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外来診癒ご案内
月 火 水 木 金

一般 l

午前 河合(毘)
安閏 昌運 (喜多糖原病) 昌枝 喜多 (河合(軍)糖原病)

内相 (河合(昂)糖尿病) (小野神経内科) (喜多糖原病) (重大内分泌目代謝)

腎局血
午前 高津・高枝 / 高枝 高j宰 / 

庄内科

内
甲状腺

午前 道岸 横山 / 道岸 道岸(隔週)
診療料

呼眼器
午前 /午後のみ及川 / / / /午後のみ土原

内科
科

循環器

内科
午前 織田・大谷 久保田・織田 久保田・茶谷 織田・大谷 久保田・茶笛

消化器
午前 卜部・山田 矢野・河合(博) 卜部・河合(悔) 河合(博)・矢野 山田・卜部

内科

※肉料は一部診療相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。

楕御 料 午剛 加賀良 武藤'i.量谷 溢谷 武藤 加賀良/.畳谷
ーーーーーーー ー ー ー ーーーー ーー ー ー ー ーー 』一 - ー ー ー ー 一-- - 一 ー 』ー ー一一一 一 一一 一一一ー一一 一ー一一一 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 武藤 3時まで 加賀良 3時まで j晶谷 3時まで

小児 科
午剛 南 清水 南 南 南

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

j~ 料 午前 八木・竹田 、 八木・馬渥 八木・竹田 八木・石持 八木・能登
f 

整形外科 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 二見 ¥可 佐野 二見 二男

外 科 h、弘、

度膚 科
午削 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 一 一 一 一一 一一 一ー--~-ーーーーーーー

午後 4時まで /(手術) /(手術) 4時まで /c手術)

泌尿器相
午削 長野 押野谷・新書 押野谷 押野谷・新倉 長野・新倉・高原

- - ー』ー-~--ー』 ー ーー ー ー 一一ーー一 一一ー一一 一一 ーーーーーーーー ー ーー』 ー

午後 /(手術) 新倉 2時まで 2時まで 2時まで /c手術)

産婦人科
午剛 友田 友田 友田 亙田 友田

ー ーーー-ー一 一一 一一 一一

午後 (友田更年期) 2時まで 2時まで (亙田更年期) 2時まで

目良 制
午剛 中谷 申谷 中谷 11時まで 中首 11時まで 中省 11時まで

ーーーーーーーーー ー ー ー - 一 一一一 一 一 一 一 一 一一一一 一一一一一一一一一 一一ー-ー

午後 3時30分まで 3時30分まで /c手術) 重大(診察) /(手術)

耳鼻いん 午副 I家谷 申西 塚谷 爆谷 塚谷
ーーーーー ー ・ー 陣 ー-- - 一 一 一 』 一一 一 一一 一 一一

こう科 午後 4時まで /c手術) /c手術) /(検査) 4時まで

歯 制 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、赤亨は完全予約制

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、予約など診療科によって異なることがありますので、申央受付

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買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 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 


