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白山石川医療企業団章（シンボルマーク）を募集しています
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　今年４月に診療部長を拝命し、半年が経過しようとし

ています。

　その間、日本中が最もフィーバーしたニュースと言え

ば、初夏に報じられた藤井聡太四段の連勝記録ではない

でしょうか。14歳ながらにして大人たちを向こうにまわ

しての快進撃に皆が酔ったのですが、実力に加えその年

齢に似合わぬ落ち着いた受け答えは、もう立派な一人前のプロであると感じさせるもの

でした。

　そこで、はて、プロとは？　まあテレビの影響でしょうが、時々そのようなことを自

問することがあります。今、私が考えているプロの条件は次の２つです。

　１つ目は、自分の立ち位置がわかること。自分が生業としているところで、自分は一

体どれくらいの実力なのか。自分の実力を知るためには全体を知る努力が必要であり、

知見を広げるためには、外に目を向ける必要があります。自分を客観視できてこそプロ

と言えるでしょう。２つ目は、意地をもつ事。ここが力の出しどころと思えば、そう簡

単には引かない事です。できれば突き抜けるまでやりきるのです。新しい世界を見る事

ができれば最高でしょう。そんなことを考えながら藤井四段を見ると、やはり彼はプロ

であり、私はまだプロを目指す者かもしれません。

　公立松任石川中央病院は多くのプロの職員が、そしてプロ足るべく努力している職員

が集まった病院です。至らぬ点もあることと存じますが、成長していきたいと考えてい

る病院です。地域の皆様、今後ともよろしくお願いいたします。

診療部長　塚谷　才明

診療部長ご挨拶診療部長ご挨拶

なりわい

　白山石川医療企業団は、白山市、野々市市、川北町を構成団体とする一部事務組合です。
公立松任石川中央病院、公立つるぎ病院、吉野谷診療所、中宮診療所、白峰診療所の２病院
３診療所を運営し、地域の皆様が安心して末永く暮らすことのできる“まちづくり”の推進
に努めております。平成20年４月に地方公営企業法を全部適用し、白山石川医療施設組合か
ら、北陸では初となる“医療企業団”に移行しました。
　平成30年に企業団移行10周年の節目を迎えるにあたり、本企業団の特色や個性を社会に
アピールし、地域に親しみを持っていただける団章（シンボルマーク）を、募集することと
いたしました。皆様のご応募を心よりお待ちしております。

■応募資格　　日本国内在住者であれば、どなたでも応募いただけます。
　　　　　　　なお、未成年の方は必ず保護者の方の同意を得てからご応募ください。
■賞　　　　　最優秀賞（賞状、賞金30万円）
■応募方法　　病院へ持参、企業団事務局に郵送、メールのいずれかでご応募
　　　　　　　ください。詳しくは、公立松任石川中央病院、公立つるぎ病院に
　　　　　　　設置する募集要項、または企業団ホームページをご覧ください。
■応募締切　　平成29年９月22日(金)必着
■問い合わせ　白山石川医療企業団事務局
　　　　　　　電話076-275-0070　E-mail dan-mark@mattohp.jp
　　　　　　　〒924-8588　白山市倉光三丁目8番地（公立松任石川中央病院内）
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高校生職場体験

サマーフェスティバルＨＡＫＵＳＡＮ2017「盆踊り」

いしかわメディネット
切れ目ない医療の実現 ～病院間の連携強化～

第40回
千代女

あさがおまつり

　石川県内の中核病院（参加医療機関）の診療情報を、患者さんが希望する参加医療機関の間で共
有し、診療の質を向上させるネットワークシステムです。いしかわ診療情報共有ネットワークで利
用している患者同意書を廃止し、専用の意思表示カード（共通IDカード）の提示あるいは紹介状の
受領によって、切れ目ない医療を実現します。

　患者さんが新たに参加医療機関を受診した際、共通IDカードを提示
することで、提示した医療機関の間で、診療情報を共有できるように
なります。これにより、無駄な検査や処方の重複等を防止できる
ほか、転院や入院あるいは退院後の通院などでも、切れ目のない質
の高い医療を受けることができるようになります。（患者さんの費
用負担はありません）
　いしかわメディネット ホームページ （ https://ishimedhi.com ）

患者さんのメリット 

参加医療機関（H29.8.1現在）
加賀市医療センター 
小松市民病院 
やわたメディカルセンター 
小松ソフィア病院 
能美市立病院 
芳珠記念病院 
公立つるぎ病院 
公立松任石川中央病院 
金沢脳神経外科病院 
金沢赤十字病院 
金沢市立病院 
金沢医療センター 
石川県立中央病院 
金沢医科大学病院 

 公立能登総合病院 
 恵寿総合病院 
 公立宇出津総合病院 
（順不同） 

いしかわメディネットとは 

　7/28～ 8/1 までの期間、松任総合運動公園
屋内運動場で行われたあさがおまつりに当院か
ら60鉢出展しました。
　会場内にはいろとりどりの美しい朝顔が咲い
ていました。

　今年も例年通り、医療に興味を持った明倫高校 16 人
の学生のインターンシップ受け入れを行いました。
　院内のいろいろな設備を見学したり、病棟での血圧測
定やベッドシーツ交換、薬剤室での調剤体験、沐浴体験
など普段体験できないことを体験でき、充実した３日間
になったのではないでしょうか。
　今後の進路選択の参考になればうれしいです。

　８月20日、松任総合運動公園で『サマーフェスティバルＨＡＫＵＳＡＮ2017「盆踊り」』が開催さ
れました。公立松任石川中央病院からは新人職員をはじめ約70人が参加しました。今年は優秀賞をい
ただきました。これからも行事に積極的に参加・協力し、地域の発展に貢献していきたいと思います。

共通IDカード
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