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　初夏に始まったコロナ第7波のこれまでにない蔓延により、

医療の混乱が続いています。医療はもとより社会が変革する時

期にさしかかっており、この病院だよりが発刊されるころには

落ち着きを取り戻していることを期待しています。

　私の専門である消化器外科治療も変革期にあります。かつて

の開腹手術から腹腔鏡手術への移行を経て、ロボット支援手術

が急速に拡がっています。当院では2015年から泌尿器科でロ

ボット支援手術を行ってきました。昨年から胃癌にも適用を拡

げました。今年６月には新型の内視鏡手術支援ロボットを導入し、８月から結腸癌にも適用を

拡げています。

　ロボット支援手術と言っても、ロボットが自動に手術するわけではありません。外科医がロ

ボットアームを自分の手のように使って

行う手術です。手術を安全に行うために

外科医は日々鍛錬しており、スタッフも

チーム一丸となり治療を行っています。

ロボット支援手術は従来の手術と比べて

繊細で正確な手術ができます。体に優し

くて病気を治すことを最優先に考えた手

術を行うことで、地域の皆様に貢献して

いきたいと考えています。

副院長  尾 山　勝 信

《患者さんの人権をお守りします》
１．患者さんのプライバシーを守り、人権を尊重した患者主体の医療に努めています
２．患者さんと医療者がお互いの立場や役割を認め合い、責任を担う信頼と協働の医療を目指しています
３．意識がないか、あるいは自己決定の意思表示が困難な患者さんの権利を擁護します

【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さんにわかりやすく説明します。
患者さんが十分に理解して納得、同意された上で適切な診療を行います。
患者さんから要望があればカルテを開示します。

【医療に参加する権利を保障します】
患者さんは治療法を自らの意思で選択する権利があります。
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ください。
患者自身の意思を尊重した、公平で良質な安全かつ最善の医療を行います。

【情報を提供します】
ご自分が今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、患者さんの当然の権利として、診療
に必要な情報を提供します。（セカンド・オピニオン）
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す。

【検査日時】
曜日：毎月第２・４火曜日
受付：１４：００～１４：３０

【ご予約・お問い合わせ】
公立松任石川中央病院　総合健診センター
電話：076-274-5782

１.肺がん検診（胸部ＣＴ検査）

２.大腸がん検診（便潜血反応検査）

３.胃がんＡＢＣ検診（血液検査）

４.腫瘍マーカー（血液検査）

【検査内容】

・ ＣＥＡ　　　　： 大腸がん、肺がんなど
・ ＣＡ１９－９　： 膵臓がんなど
・ ＰＳＡ　　　　： 前立腺がん（※男性のみ）
　 ＣＡ１２５　　： 子宮がん（※女性のみ）

※胃粘膜の状態を評価する検査です
詳しい内容は
チラシをご覧ください→

ご 予 約 各種検査 結果説明

【検査の流れ】 約2週間後

７０歳以上の方限定
  ￥５,０００（税込）

シニアがんＡＢＣ検診シニアがんＡＢＣ検診のご案内
当院では、70歳以上の方を対象としたがん検診を行っています。
対象年齢に該当する方は、この機会にご予約してみませんか？
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除草ボランティア

第45回千代女あさがおまつり第45回千代女あさがおまつり

　当院は、一般病床が200床以上の地域医療支援病院です。

　紹介状なしで受診する場合に保険適用の診療費とは別に、国が定める料金を患者さんに

ご負担いただくこととなっています。ただし、救急搬送等の緊急時には適用されません。

　令和４年度診療報酬改定により下記のとおり選定療養費が変更となります。

　今年も松任総合運動公園屋内運動場にて、第45

回千代女あさがおまつりが開催されました。期間は

８月５日から8月９日の5日間で、当院は去年と同

様55鉢出展いたしました。

　今年は残念ながら、病院としての入賞はできませ

んでしたが、「個人の部」では6鉢のあさがおが選

ばれました。

　出展されたあさがおとともに、あさがおの花を水

に浮かべた作品が展示されていました。とても涼し

げで夏を感じられる素敵な展示会場でした。

【初診時】

令和４年９月３０日まで 令和４年１０月１日から

医科 5,500 円 医科 7,000 円（税込）

歯科 3,300 円 歯科 5,000 円（税込）

【再診時】

令和４年９月３０日まで 令和４年１０月１日から

医科 2,750 円 医科 3,000 円（税込）

歯科 1,650 円 歯科 1,900 円（税込）

紹介状なしで受診する場合の定額負担
に関する重要なお知らせ

令和４年１０月１日から
診療報酬改定により選定療養費が変わります

当院を受診される場合は、

かかりつけ医などの紹介状をご持参いただきますよう

お願いいたします。

　８月２７日（土）早朝より、白山商工会議所女性会、美川商工会女性部、白山ロータ

リークラブ夫人のつどいの有志37名による除草作業が行われました。

　毎年、ご奉仕いただきましてありがとうございます。

今年も、暑い中マスク着用で

作業をしてくださいました！
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