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公立松任石川中央病院

第 13 回病診連携症例検討会開催
6月11日（木）に開催した病診連携症例検討会では、小児科部長 南 聡医師が『整復に難

第7号

渋した腸重積症の二例』について、甲状腺診療科部長 道岸 隆敏医師が、『妊娠可能年齢の
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グレーヴス病の一例』についてそれぞれ発表し、カンファレンスを行いました。
ご出席いただきました登録医の先生方におかれましては、厚く御礼申し上げます。

災害医療初動対応力強化机上訓練開催

第 4 回公立松任石川中央病院地域医療連携機関交流会開催
6月26日（金）に、「第4回公立松任石川
中央病院地域医療連携機関交流会」を開催

石川県では、県内の医療従事者の災害対応能力

し、約160名の来賓の方々にご出席いただ

の向上を図る目的で、災害机上訓練を3つの地区

きました。

で年6回開催することを計画しています。

講演会では、『当院の取り組みについて』

この１つとして、7月5日（日）に「平成27年

と題して、卜部病院長が今年度の事業計画に

度石川県災害医療初動対応力強化机上訓練」
（石川

ついて講演いたしました。

県健康福祉部医療対策課主催）が当院で開催され

引き続き行われた意見交換会では、連携医

ました。
（参加：9施設、27名）

卜部病院長

療機関、福祉施設等の医師、看護師、メディ

この訓練は、災害時に必要な基礎知識と対応の

カルスタッフや事務スタッフの方々と、短い

重要ポイントを習得できるコースとなっています。

時間ではありましたが親睦を深めることが

受講生は、
「トリアージ」はもとより、「災害発

できました。当院では、今後も地域の医療機

生時の体制作り」
、さらに時間軸とともに変化する

関、福祉施設等と顔の見える医療連携を実践

状況を把握し、適切に「医療資源を配分する」と

し、地域医療支援病院としての責務を果たし

いった体験をすることができます。

ていきたいと考えております。

異動のお知らせ

当日は、状況を把握し、的確に情報を伝達する

ご多忙の中、ご出席いただいた先生方、職

ことがいかに困難であるかを身をもって体験する

員の方々に厚く御礼申し上げます。

ことができたと参加された受講生に大好評でした。
この訓練を通じて、平時から災害に対する意識
が高まることを期待するとともに、当院では「災害拠点病院」として、この地域で災害に強
い「まちづくり」を実現するため、これからも地域医療に貢献してまいります。
＊当院シニアインストラクター：安間救急医療部長、西田看護副部長、医療連携課 宇野主幹

吉光康平白山ののいち医師会長

編集後記
最近、地震や噴火といった自然災害が多発しているように感じています。首都直下型地震や南海
トラフ地震なども予想され、いつ何時、大規模災害が発生するかわからない時代です。
来年度は、地域医療支援病院ならびに災害拠点病院として、
「災害（急性期から亜急性期・慢性期）
対応について」
、「救急蘇生法について」などの研修会の開催を
検討しております。災害の少ないこの地域だからこそ、災害に
備え地域で支える取り組みが必要だと感じております。

（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）

（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。
お待ち申し上げております

松葉明白山ののいち医師会副会長

オープン登録医のご紹介

いしかわ診療情報共有ネットワークのご案内

やなぎ内科クリニック

柳

昌幸

先 生

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
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。
当院では現在、本ネットワークを活用した調剤薬局との連携について取り組みを開始し

診療科：内科、消化器科、胃腸科

ております。また、
「処方」、「注射」、
「検査」、「画像」、
「レポート」、
「退院サマリ」
、「経過
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全て公開
しています。

◇◆クリニック PR◆◇
平成１９年１月に白山市専福寺町にオープンしました。
患者にやさしく気軽に受診できる地域の「かかりつけ
医」として皆様の健康をサポートさせていただきます。糖
尿病や高血圧などの生活習慣病、アレルギー疾患、認知症
などの診断や治療管理といった一般内科領域はもちろん、
専門である肝臓病や消化器疾患、がん緩和医療、さらには
苦痛のない高精度の胃・大腸内視鏡検査治療など信頼かつ
安心できる最新医療の提供を目指しております。必要に応
じて、通院できない寝たきりの患者さんやガン末期の患者
さんの在宅医療もサポートさせていただきます。
また、公立松任石川中央病院をはじめ、地域基幹病院や
他科の医院とも密接な連携をはかり、ひとりひとりの患者
さんの病状や要望に応じた最適な医療を提供していくこ
とを目標としております。
１．かかりつけ医：病診連携のみならず、種々の関連施設

やなぎ内科クリニック

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、あるいはご利用
いただいていない先生方におかれましては、ご利用いただきますようお願い申し上げます。
（インターネットを利用できるパソコンがあれば、どなたでも利用できます。）
また、ホームページに本ネットワークについて、詳しい情報が掲載されておりますので、
ご案内いたします。
.■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/
＊「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。

専門領域：内科、消化器科、胃腸科

〒924-0802
白山市専福寺町 161-1
TEL(076)277-6200

URL：http://www.mykalte.org/idlink/

栄養食事指導のご案内
当院では、栄養食事指導につきまして、下記のとおり医療機関からのご紹介を承って

診療時間

月

火

水

木

金

土

9：00～12：00

○

○

○

○

○

○

14：00～18：00

○

○

○

―

○

※

※休診日：日曜、祝日、木曜午後
※土曜午後の診療時間は 13:30～16：00 となります。

おります。皆様の診療にお役立ていただきますよう、ご案内いたします。
●個人栄養食事指導
時

間：午前９時～１１時、午後１時～４時（指導時間は 45 分程度です）

対

象：・糖尿病食 ・心臓病食 （塩分制限食） ・腎臓病食（塩分制限食）
・脂質異常食 ・腎不全食（塩分制限食、たんぱく制限食）など

お問合せ：完全予約制です。医療連携課（TEL

076-274-5978）までお問合せ

ください。紹介状と予約票を当日ご持参ください。ご紹介いただいた先生
方に管理栄養士から後日、栄養指導報告書をご郵送いたします。
●集団栄養食事指導「糖尿病教室」
時

間：毎週水曜日 午後 2 時～3 時 30 分（指導時間は 90 分程度です）

お問合せ：予約は不要です。当日、紹介状ご持参の上、紹介窓口にお越しください。
ご紹介につきまして、不明な点がございましたら医療連携課までお問合せください。

オープン登録医のご紹介
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