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公立松任石川中央病院

糖尿病研修会開催のお知らせ
◆日時：第1回 平成27年2月26日（木）14：00～16：00

第5号

第2回 平成27年2月28日（土）14：00～16：00
※第1回、第2回は同じ内容です
◆会場：公立松任石川中央病院 地域医療連携棟 2階会議室
◆対象者：白山・野々市地区の医療機関などで勤務されている職員の方々
◆参加費：無料

地域医療連携研修会のお知らせ
当院では、地域の医療機関、医療施設の職

◆定員：25名

員の方を対象に、当院の医師や認定看護師が

◆申込方法：医療連携課まで電話にてお問合せください。
「研修会参加申込書」をFAX致します。

講師となり、毎回テーマを変えて研修会を開

あるいは、石川県糖尿病対策推進会議のホームページからダウンロード可能です。
また、研修プログラムについてもホームページで参照できます。

今年度からの新たな取り組みですが、毎月

（URL：http://www.ishikawa.med.or.jp/tounyoutaisaku/bbs2/）
◆締切日：平成27年1月30日（金）

催しております。

担当：医療連携課 宇野・萩原

1回のペースで開催し、参加者アンケート等
によりご希望のテーマなどをお伺いして、地

◆講師：認定看護師、管理栄養士、薬剤師、理学療法士、臨床検査技師

域の医療従事者のご期待に沿えるよう、充実

◆主催：白山野々市地区糖尿病重症化予防ネットワーク協議会

した内容にしたいと考えております。

◆その他：日本糖尿病療養指導士認定更新のための研修単位（第2群：0.5単位）に申請中

ご意見、ご希望などがございましたら、医
療連携課までご連絡下さい。

出前コンサルティングのご案内

－今年度開催内容－
・4月23日 『緩和ケアってな～に』

当院では、各々の専門分野の認定看護師が施設に

講師：長田 千香認定看護師

出向く、
「出前コンサルティング」を実施しており

・5月28日 『CVポートについて学ぼう』

ます。

講師：石井要医師

医療機関、医療施設の職員の皆様方の日々の診療

・6月25日 『スキンケアをどうしよう』

や介護などに少しでもお役にたてればと考えており

講師：遠藤 瑞穂認定看護師

ますので、ぜひご利用ください。

・7月16日 『嚥下について知識を深めよう！』
講師：塚谷 才明医師、

－お申し込み・お問い合せ－

長谷川 博紀医師他

地域支援部 医療連携課 担当：岡野

・8月22日

『認知症を理解し、上手に関わ
るために』
講師：厚生労働省 村井 千賀氏

・9月24日

編集後記

『これだけは知っておこう感染
予防対策』
講師：嶋田 由美子認定看護師

昨年は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

・10月22日 『高齢者とうつ病』

本年もスタッフ一同、皆様方にご満足いただける対応を心がけ、尚一層信頼される部署となれる
よう業務にあたる所存でございますので、本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
（地域支援部 医療連携課フタッフ一同）地催していきたいと思っております。皆様方のご参加を
心より
お待ち申し上げております

（お問い合わせ先）
公立松任石川中央病院 医療連携課
TEL（076）274-5978（直通）

講師：山下 伸子認定看護師
西本 多加子認定看護師
・11月26日 『癌化学療法のケア』
講師：川場 美恵認定看護師
・12月12日 『CGA研修「高齢者総合的機能評価」』
講師：武藤 宏平医師、
井上 宝子作業療法士

【発行元】
公立松任石川中央病院
地域支援部
医療連携課

オープン登録医のご紹介

嶋 医 院

いしかわ診療情報共有ネットワークのホームページのご案内

嶋

裕一

石川県の事業として取り組んでいる「いしかわ診療情報共有ネットワーク＊」（以下：本

先 生

ネットワーク）について、県内の各情報提供病院が稼働を開始し、参加されている先生方
の利用が徐々に増えているところです。

診療科：胃腸科、外科、肛門科、内科

県全体で取り組んでいるプロジェクトですので、まだ参加されてない先生方におかれま
しては、参加申込みいただきますようお願い申し上げます。
（インターネットをご利用でき
るパソコンがあれば、どなたでも参加できます。
）
また、ホームページに掲載されている情報が下記のとおり充実してまいりましたので、

◇◆クリニック PR◆◇
「地域の方々が安心して生活を続けられること」
、「かゆいところ

ご案内致します。

に手が届く医療」を目指して開業しました。思い通りの生活がし
にくくなっていますが、生活の質を守るために出来る限り貢献し
たいと思っています。

.■サイト名：いしかわ診療情報共有ネットワーク

URL：http://www.ishikawa.med.or.jp/ict/
◆当院の基本理念 3 本柱
１．かかりつけ医：病診連携のみならず、種々の関連施設や個々
の先生方との連携を通して生活習慣病やロコモ対策など、元気
で自立して暮らせることを目指す
２．在宅医療：寝たきりや癌末期だけではなく、来院困難でも継

１．情報提供病院一覧
各医療圏毎に、参加している提供病院名が掲載されております。また病院名をクリ
ックすると、その施設が公開している診療情報を確認することができます。

続診療ができるよう、培ってきたスキルを活かして生活の質の

ちなみに当院は、
「処方」
、
「注射」、
「検査」、
「画像」、
「レポート」、
「退院サマリ」、
「経

維持を目指す（困難な認知症にも取り組んでおります）

過記録」にいたるまで、全ての電子カルテの診療情報を患者さんの同意を得た上で

３．肛門・便秘外来：種々の原因があり、安全で機能障害の少な
い治療法を選択し、最後まで follow up を行う

公開しています。
２．情報閲覧機関一覧

嶋医院

各医師会毎に、参加している閲覧施設名称、住所、電話番号が掲載されています。

専門領域：胃腸科、外科、肛門科、内科

〒924-0877
白山市中町 32
TEL(076)275-3311

３．医療関係者向け
本ネットワークの規約や、同意書等の各様式を PDF 形式、Word 形式でダウンロー
ドできるページです。
４．患者さん向けご案内

診療時間

月

火

水

木

金

土

9：00～12：00

○

○

○

○

○

○

15：00～18：00

○

○

※

―

○

―

※休診日：日曜、祝日、木曜・土曜午後
※水曜午後は手術日ですが診察受付は可能です。

患者さんに本ネットワークを説明し、診療情報の開示の同意をいただく際にご活用
いただける説明用資料をダウンロードできるページです。
＊「いしかわ診療情報共有ネットワーク」とは、
『ID-Link』を利用して病院と診療所間、

また病院と病院間で患者さんの診療情報を共有する仕組みです。当院では、本ネットワ
ークを活用することで更に質の高い医療の提供を目指しています。
『ID-Link』につきましては、下記のホームページをご参照ください。

URL：http://www.mykalte.org/idlink/
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